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第 1 章 事業概要 

1.1 背景と目的 

 経済産業省は、これまで「未来志向型の取引慣行に向けて」を公表し、３つの重点課

題の一つである型管理の適正化に向け、様々な取組を進めてきた。しかしながら、2018

年 12 月～2019 年 1 月に実施された「自主行動計画フォローアップ調査」および「金型

取引実態調査」では、型取引にかかる課題の中でも、特に型保管・廃棄に関して、 

受発注者間の評価にギャップがあり、全体的に改善の動きが鈍いことが指摘された。 

 

 型管理の適正化を加速化させるため、サプライチェーン全体を通じて、これまで以上

に緻密な取組が不可欠となる。たとえば、当事者相互の交渉・協議の出発点となるよう

な型の廃棄・保管にかかる「目安」の設定・共有、および、地域の隅々まで行きわたる

現場の課題解決 等である。  

 

 上記問題意識を踏まえ、本事業においては、次の３つのタスクを設定し調査を行う。 

タスク１：型の廃棄・保管の「目安」となりうる具体的事例の収集及び体系化 

タスク２：地域・現場における代表的個別課題の抽出及び解決 

タスク３：取引適正化施策への反映に向けた必要事項の検討 

 

 本事業を通じて、型の廃棄・保管にかかる「目安」が策定され、地域・現場における

型管理の課題解決が、サプライチェーン全体にわたり一層進むことを目指している。 
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1.2 調査内容 

 「背景と目的」に記した３つのタスクを達成するための調査実施時期、タスク(テーマ)、

内容、手順は以下の通りである。 

 

 

1.3 調査実施 

 本調査は、経済産業省からの委託により株式会社事業革新パートナーズが実施した。 

  



5 

 

第 2 章 タスク１調査報告 

タスク１：「型の廃棄・保管の目安となりうる具体的事例の収集及び体系化」 

 

2.1 調査対象・方法 

 タスク１を遂行するにあたり、調査対象を 3 業界に限定し、素形材 4 団体の会員企業を

中心に、訪問／電話／E メールを通じて、型の廃棄と保管に関するヒアリングを実施した。 

 調査対象企業は、素形材 4 団体と相談の上、全国 7 地域（北海道・東北・関東・中部・近

畿・中国/四国・九州）より選定した。 

 

◼ 調査対象業界 

 ①自動車産業、②産業機械産業、③電気・電子・情報関連産業 

◼ 調査対象業種 

 ①鋳造、②鍛造、③ダイカスト、④金属プレス 

◼ 調査協力団体 

 （一社）日本鋳造協会、（一社）日本鍛造協会、（一社）日本ダイカスト協会、 

 （一社）日本金属プレス工業協会、および各工業会支部 

◼ 調査対象企業 

 素形材 4 団体に属する会員企業 

 

2.2 調査項目 

 型の廃棄・保管の目安となり得る具体的事例の収集にあたっては、「型の廃棄実績」と、

「型の保管状態および保管料算出根拠として含むべき項目」を切り口とし、ヒアリングを 

実施した。 

 調査項目の詳細は以下の通りである。 

 

◎型の廃棄について 

◼ 調査項目： ①2016 年（世耕プラン（※１）発表年）以降の廃棄型数 

  ②廃棄時期の範囲（量産終了後（※２）を起点として） 

  ③廃棄型の製品タイプ、車種タイプ（回答可能な範囲で） 

 

※１ 2016 年「未来志向型の取引慣行に向けて」（世耕プラン）が発表された。 

※２ 量産終了時点とは、特に契約に定めがない場合は製造数量が大幅に減少した時期を言う。 
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 なお、型の廃棄実績調査には、以下のヒアリングシートを使用した。 

 

 

◎型の保管について 

◼  調査項目： ①型の保管状態（屋内、屋外、外部倉庫等） 

  ②保管料負担（自社か取引先か） 

  ③保管料算出の根拠として含むべき項目 
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2.3 調査結果 

 型の廃棄と保管に関する調査結果を以下に示す。 

 

◎型の廃棄について 

◼ 調査対象企業数 

38 社（鋳造 5 社、鍛造 8 社、ダイカスト 11 社、金属プレス 14 社） 

 

 

 

No. 業種 企業名 廃棄時期の範囲
廃棄数

（自動車）

車種タイプ

（部品タイプ）

廃棄数

（産機）

廃棄数

（電機）

１０～２５ 68

１０～２５ 14

２～１７ 141 商用車

２～３ 38

3 鋳造 C社 不明 100

不明 343
自動車

エンジン

不明 66

2～12 42
自動車

ECU

2～12 42

4～9 14

1 鍛造 A社 半年～７ 1,238 乗用車

2 鍛造 B社 １０～２０

3 鍛造 C社 ７～ 乗用車

4 鍛造 D社 １５～ 10 乗用車

5 鍛造 E社 ２～１２ 2 商用車

6 鍛造 F社 １０～ 50

7 鍛造 G社 20～30 5 乗用車

8 鍛造 H社 ４～５ 〇

1 ダイカスト A社 １５～２５ 615 乗用車

2 ダイカスト B社 15~ 87 乗用車

3 ダイカスト C社 ３～２０ 84 乗用車

B社鋳造2

A社鋳造1

4 鋳造 D社

5 鋳造 E社

タスク１　型廃棄に関するヒアリング結果一覧
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No. 業種 企業名 廃棄時期の範囲
廃棄数

（自動車）

車種タイプ

（部品タイプ）

廃棄数

（産機）

廃棄数

（電機）

１～２０ 64 乗用車

１０～２０ 15

１０～３０ 125 乗用車

１２～ 4 二輪

6 ダイカスト F社 15~ 526 乗用車

７～１５ 68 乗用車

７～１５ 97

７～１５ 95

8 ダイカスト H社 ５～１５ 245 乗用車

9 ダイカスト I社 5~ 352 乗用車

１０～１５ 乗用車

１５～ 商用車

８～ 2

１５～２０ 5

1 金属プレス A社 １２～ 350 乗用車

2 金属プレス B社 １０～ 1,309 乗用車

１～１５ 95 乗用車

１～１５ 27

4 金属プレス D社 ５～ 60 乗用車

5 金属プレス E社 １０～ 100 乗用車

6 金属プレス F社 １５～２０ 20 乗用車

１５～ 70 乗用車

１０～２０ 80

8 金属プレス H社 8～25 80 商用車

１１～１５ 41 乗用車

１２～１５ 2 軽乗用車

10 金属プレス J社 １０～ 200 商用車

11 金属プレス K社 10~25 7,000 乗用車

12 金属プレス L社 １０～２０ 9 乗用車

13 金属プレス M社 １～３０ 8 乗用車

14 金属プレス N社 １０～１５ 20 乗用車

タスク１　型廃棄に関するヒアリング結果一覧（続き）

7 ダイカスト G社

4 ダイカスト

5 ダイカスト

D社

E社

10 ダイカスト J社

11 ダイカスト K社

C社

7 金属プレス G社

9 金属プレス I社

3 金属プレス
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上記の結果を踏まえ、目安策定の参考資料となるように、上記データを基に、対象 3 業界

（自動車産業、産業機械産業、電気・電子・情報関連産業）において、「量産終了後から何

年経過した型が最も廃棄されているか」（廃棄の起点ポイント）の年数を明らかにした。 

 年数の示し方として、「型の廃棄数」を縦軸に、「廃棄時期の範囲（量産終了後の経過年数）」

を横軸に置き、表で廃棄起点ポイントを示した。 
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 調査結果によると、自動車産業では、量産終了後 15 年が最も遅い型廃棄の起点だった。 

産業機械産業では、量産終了後 15 年が、電機・電子・情報関連産業では、量産終了後 10 年

が最も遅い型廃棄の起点だった。つまり、遅くとも量産終了後 10～15 年経過した型は、廃

棄/返却対象とされる例が多い、と言える。このような実績データをもとに、廃棄/返却時期

の目安が検討されるべきである。また電機・電子・情報関連産業については、一般社団法人

電子情報技術産業協会(JEITA)より 2019 年 5 月に「情報通信機器産業における型管理適正

化のための指針」が示されており、このような既存の整理との整合も図る必要がある。 

 

◎型の保管について 

◼ 調査対象企業数 

22 社（鋳造 3 社、鍛造 3 社、ダイカスト 10 社、金属プレス 6 社） 

 

 型保管費用を算出する上で、根拠となり得る対象項目について調査した。実際に保管費用

として親会社に請求していない場合でも、型管理に関連するコストはすべて項目として列

挙してもらった。 

 

 考え方の背景もわかるように、型の保管状態（屋内、屋外、外部倉庫等）と、型の費用 

負担（自社か、取引先か）についても併せて調査した。 

調査結果より、項目の共通性や個別性を調べ、保管費用 算出根拠となるように、主要項目

と補足項目に分類し提示した。 
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No. 業種 企業名 型の保管状態は？ 保管料負担 保管料算出根拠に含むべき項目

1 鋳造 A社
すべて屋内（木型なので濡れないように）

一部外部倉庫利用
外部倉庫分は、親会社負担

場所代、メンテナンス代、（木型なので）産業廃棄物

処理代

2 鋳造 B社 社内、社外（外部倉庫は使用せず） 自社 土地代、メンテナンス代、運送費等

3 鋳造 C社 社内・屋外 自社（下請には未払い） 土地代、管理費

1 鍛造 A社 主に社内、棚で保管 自社 土地代、輸送費、メンテナンス費

2 鍛造 B社 屋内、屋外（平置き、野ざらし）

自社／取引先（昨年から支払

い開始）売上に対する割合は

低い

土地（固定資産税）、パレット費

3 鍛造 C社 平置き、野ざらし 自社 倉庫代、クレーンなどの管理費

1 ダイカスト A社 社内、社外 自社、取引先には申請中
倉庫代、土地代、メンテナンス代、運送代、容器、労

務費他運送代、備品代、労務費

2 ダイカスト B社
①社内（屋内）

②社外（倉庫）
自社 倉庫代

3 ダイカスト C社 社内：屋内 自社 土地代、管理費

4 ダイカスト D社 社内、一部取引先倉庫 自社／取引先 倉庫代、管理費

5 ダイカスト E社 社内・社外：屋内にて金型ラック保管 自社が殆ど 倉庫代、土地代

6 ダイカスト F社
基本、屋内保管。一部、長期未流動型は、野

外保管。
自社

倉庫代、土地代、メンテナンス代、運送代、容器、労

務費他

7 ダイカスト G社
社内：屋内、ビニール掛け

社外：仕入先

一部　取引先に負担してもらっ

ている

場所代、メンテナンス料、製品の保管料、製品の廃却

の保証

8 ダイカスト H社 社内倉庫、社内軒下、外部倉庫、野ざらし ほとんど自社 倉庫代、パレット代、輸送費、管理費、労務費

9 ダイカスト I社 社内、社外 自社
毎日継続して発生する費用、フォークリフトのリース代

など

10 ダイカスト J社 工場内及び立体倉庫・外注業者 概ね自社負担
立体倉庫代(メンテナンス費用)・土地(固定資産税)

代・パレット代等

1 金属プレス A社
社内：屋内、屋外、野ざらし

社外：倉庫、取引先等

自社（下請企業に外部倉庫

代）
倉庫代、土地代、メンテナンス代、運送代、、労務費

2 金属プレス B社 社内（棚置き、平置き）、社外 自社
外部倉庫（運輸会社）にて保管。倉庫代のほか、ト

レーラー代、運送費

3 金属プレス C社
社内（専用棚、落下防止、耐震補強済み）、

社外（雨除けカバー付き）
自社 メンテナンス費（特に費用が掛かっているため）

4 金属プレス D社 屋内、屋外、立体倉庫など 自社負担
メンテナンス、パレット代、労務費、養生費、立体倉庫

管理費

5 金属プレス E社

社内では場内、工場のまわりにラックを作って、雨

除けあり。

扉つき、（出る可能性のあるもの）、奥の金型

置き場。ラップして雨ざらし。

自社 サビ、磨き、表面処理等のメンテナンス代

6 金属プレス F社
社内、社外（テント倉庫など、自社負担で設

置）
自社（取引先には交渉中）

補給品の型・設備のスペース×坪単価＋労務費(6h/

日）

型保管に関するヒアリング結果一覧



12 

 

 

 以上の調査結果より、項目の共通性や個別性を区別し、１）型保管の考え方、２）型保管

に係る費用算出に含めるべき費用をまとめた。 

 

 

以上 
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第 3 章 タスク 2 調査報告 

タスク２：「地域・現場における代表的個別課題の抽出及び解決」 

 

3.1 調査対象・方法 

 型管理に関して、地域・現場における代表的個別課題を抽出するために、タスク１同様、

対象 3 業界（①自動車産業、②産業機械産業、③電気・電子・情報関連産業）、素形材 4 団

体（①鋳造、②鍛造、③ダイカスト、④金属プレス）の会員企業に対して、訪問／電話／ 

E メールを通じて、ヒアリングを実施した。 

 

◎ステップ１：4 地域ヒアリング 

 ステップ１として、対象地域を①関東、②中部、③近畿、④中国、の 4 つに分類し、型管

理に関する現状ヒアリングを行った。ヒアリング結果により、代表的個別課題を抽出し、 

解決方法を検討した。 

 

◎ステップ２：「型管理適正化シンポジウム」の開催 

 ステップ２として、上記 4 つの地域の中で、型管理の取組が最も浸透していないと思わ

れる地域を選定し、「型管理適正化シンポジウム」開催を通じて、課題抽出及び解決を図る

ことを検討した。同シンポジウム開催前には、参加者に対し、アンケート形式にて課題抽出

のための情報収集を行った。 

 

3.2 調査項目 

 ①ステップ１：型管理に関する現状ヒアリング（課題、好事例などを中心に） 

 ②ステップ２：型管理に関する現状ヒアリング、入手したい情報、要望等 

 

3.3 調査結果 

◎ステップ１：4 地域ヒアリング 

 ステップ１では、4 つの地域で合計 37 社（鋳造 6 社、鍛造 5 社、ダイカスト 12 社、金属

プレス 14 社）に対してヒアリングを行った。 

     ＜表１ ヒアリング対象企業 業種・地域別企業数内訳＞ 

 

 

 

 

 

業種・地域 関東(15) 中部(8) 近畿(9) 中国(5) 

鋳造(6) 1 社 1 社 2 社 2 社 

鍛造(5) 2 社 1 社 2 社 0 社 

ダイカスト(12) 3 社 4 社 3 社 2 社 

金属プレス(14) 9 社 2 社 2 社 1 社 
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◼ 型の廃棄、保管に関する共通課題 

 ヒアリングによると、既に 37 社全社において、型の廃棄に向けた何らかの取組み（デー

タ整備、型廃棄申請、取引先との話合い）が始まっていた。「（型廃棄については）取引先が

検討の上、前向きに対応するようになった」という声も聞かれた。 

 

 「未来志向型の取引慣行に向けて」（世耕プラン）が発表された 2016 年以降に、型廃棄に

向けたプロジェクトを開始した企業は多い。しかしながら廃棄・返却の判断を下すまでには、

過去データのつき合わせ作業や、現物確認に時間を要するため、「申請→許可」まで半年～

1 年かかる場合もある。したがって、プロジェクト開始から型廃棄実績として一定の結果が

得られるまでには、2~3 年かかっている企業も多いことが分かった。 

 

 2019 年 12 月に公表された「型取引の適正化推進協議会 報告書」において、型の廃棄と

保管に関する「目安」が定められたことも後押しとなり、とくに 2019 年後半～2020 年前半

にかけて、型の廃棄は、加速的に進められているようである。 

 

 そのような動きの中、依然、未解決の課題は存在している。ヒアリングの結果、型の廃棄

に関する共通課題として以下の項目が浮かび上がった。 

 

型の廃棄に関する共通課題 

① 量産終了などの生産区分が、部品ごとにどのような状態なのか（補給部品なのか量産

終了なのか）判らない。量産終了通知が来ない、または、量産終了ポイントが不明確。 

 

② 量産終了などの条件が取引先次第のため、自力での廃却促進がしにくい。 

 

③ 部品番号、金型番号とのマッチング(紐づけ）が上手くできていない。 

 

 ①②に関しては、親会社からの情報共有が鍵となり、サプライチェーン全体で連携を密に

し、受発注者双方に一貫する取組を進めていくことが重要である。 

 

 「型取引の適正化推進協議会 報告書」P.14～16 において、3 業界（①自動車産業、②産

業機械産業、③電気・電子・情報関連産業）共通の「手続的目安」に、「量産期間から補給

期間への移行の明確化」とある通り、今後はこの「目安」の概念を周知徹底させていくこと

が必要である。 

 

 必要情報がサプライチェーン全体に行きわたるようになれば、型管理が効率化され、 

生産性も向上するという、型管理本来の目的が叶えられる。 
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 ③については、そもそも客先管理番号と自社管理番号が一致しない、という問題もあるが、

最近では部品の流用（共有化）も多く行われるようになり、社内の情報だけでは型の誤廃棄

の可能性も出る。この問題を解決するためにも、受発注者双方が協力し合い、サプライチェ

ーンを貫く情報共有がますます必要となるだろう。 

 

 型の保管については、37 社中 13 社（約 35%）が、保管料請求に向けた何らかの取組（保

管料試算、保管料請求／支払い、取引先との話合い）を始めていた。 

 9 社は、型保管に関する「目安」策定の流れもあり、親会社から下請業者（Tier1→Tier2、

Tier2→Tier3）に対して、保管料に関する話合いをスタートさせていた。 

 3 社（鋳造中子メーカー1 社、金属プレスメーカー2 社）は、取引先と徹底した交渉（型

保管廃棄申請時に保管負担を示す証拠を提出する、社長・役員を同行する等）の末、保管料

の支払いを認めてもらったという。 

 1 社（金属プレスメーカー）は、親会社（産業機械メーカー）から、「未流動型の保管料

を平米あたり○○円で支払う」との通知が突然来たということで、特別な交渉は行っていな

かった。 

 

 型の保管に関する共通課題は、以下の通りである。 

 

型の保管に関する共通課題 

① 長期保管している型の所在が曖昧でわからない。（普段使わないものは奥の方に置い

てしまうため、いざ、取り出す時、探すのにかなりの時間を要する） 

 

② 保管費用の見積金額算定が難しい。根拠を説明することが難しい。 

 

③ 現状では、親会社での保管費用支払い義務がなく、型を廃棄するメリットがないた

め、積極的に廃棄許可を出してもらえない。 

 

 ①②については、社内での金型管理体制を強化すれば状況はカイゼンできることだが、 

限られた工数の中で行うことが難しい上、③に示唆されている通り、「収益が数%上がる」

等のメリットがないと優先的に取り組む課題にはなりにくい。 

 

 保管料を獲得することのみが会社の収益向上に繋がるわけではなく、型の廃棄を促進し、

空いたスペースを有効活用することなどで機会損失やコストが抑制でき、結果的に収益向

上に繋がり受発注者双方が得をするという構造が作れれば、サプライチェーン全体で取組

がさらに加速するはずである。 
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◼ 金型フローに合わせた課題 

 型の管理をスムースに行うには、取引先との情報共有も重要だが、社内における金型フロ

ーに合わせた情報管理を、正確かつ遅滞なく行うことも必要である。型管理は、補給期間だ

けの問題でなく、量産期間からの管理状態が影響するため、ヒアリングを通じて、量産期と

補給期の金型フローに沿った課題（困りごと）をチャートで整理した。 

 

 

＜図１ 金型フローにおける困りごと：量産期＞ 
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＜図 2 金型フローにおける困りごと：補給期＞ 

 

 ヒアリングにより、型の量産・補給サイクルにおいて、各所で困りごとが発生している

ことが分かった。国内が、十分な量産数量を確保していた時代は、型管理の課題が経営に

響くことはなかったが、多くの量産が海外拠点へ移動し、補給品の供給責任だけが過去の

取引慣習のもと国内に残っている現状では、型管理の採算性も考慮しなければ経営が成り

立たなくなっている。型管理に真摯に向き合うことは、会社経営の健全化に必要な取組と

なっている。 

 

 型管理の適正化活動を、「設計～生産～購買～販売」に関わる全社活動と位置づけ、経営

陣自らが指揮を執り、積極的に親会社との交渉にも出席する構えであることが求められる。  

 

 今回のヒアリングでは、こうした真摯な態度で臨んだ素形材企業は、型廃棄～保管料申請

～承認を実現するだけでなく、同業種の他社にもそのノウハウを伝授し、素形材業界全体に

活動を広げる等、大きな成果を生み出している。 
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◎ステップ２：「型管理シンポジウム」の開催 

 ステップ１にてヒアリングした 37 社の結果から、型保管料の検討まで進んでいる 13 社

の地域と取引先業界を拾い出した。 

 

 自動車産業は、関東地域において、親会社と型保管料の話合いが進んでいるが、関東以外

の地域では型廃棄に取組んでいる状況にあり、保管料の検討は来年度以降となる状況にあ

る。自動車産業は、サプライチェーンのピラミッド構造が巨大であるがゆえに、型廃棄の 

判断等に時間がかかり、保管料の検討に到達するまで更に時間を要している。 

 

 産業機械産業および電機・電子・情報関連産業の企業は、4 地域のうち 2 地域以上で取組

が確認されており、全国的に広まりつつあることが分かった。両業界とも、自動車産業ほど

ピラミッド構造が複雑ではないため、セットメーカーが態度を明確に決めれば、すぐに展開

できる状況にある。 

 

＜表２ 型保管料の検討まで進んでいる 13 社の業種・地域別内訳＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 以上の結果を踏まえ、型管理適正化の流れを浸透させるために、最も効果的な地域は、 

いまだ取組の進捗が十分でない関東圏以外と言える。特に関西以西の地域では、業界内で 

十分な情報が得られていないとの声が多く、また政府の取組の浸透度が低いと考えられる

ため、シンポジウムの開催は中国地域とし、中部、近畿地域のみならず、四国・九州からの

参加も可能、かつ、交通の便も良い広島駅周辺を会場と設定することにした。 

 

業種・地域 関東 中部 近畿 中国 

鋳造    １（産） 

鍛造 ２（産）    

ダイカスト  １（電） １（産）  

金属プレス ７（自電産）   １（産） 
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◼ 開催概要： 

 日時：2020 年 3 月 4 日（水曜日）13 時 30 分～16 時 30 分 

 会場：TKP ガーデンシティ PREMIUM 広島駅前 

 主催：経済産業省 

後援：一般社団法人日本鋳造協会、一般社団法人日本鍛造協会、 

  一般社団法人日本ダイカスト協会、一般社団法人日本金属プレス工業協会 

 参加参加予定者：60 名（主催者含む）、うち素形材メーカー42 社 

 

◼ 開催案内： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◼ スケジュール： 

 

日時 所要時間 内容 講演者

13:30-13:35 5分 主催者挨拶 経済産業省

13:35-13:50 15分 新ルール活用法・ベストプラクティスご紹介 事業革新パートナーズ

13:50-14:10 20分 型管理に関する取組報告①

株式会社 昭芝製作所

（本社所在地：東京都）

取締役 会長　三原　佑介 氏
※型取引適正化推進協議会 委員

14:10-14:30 20分 型管理に関する取組報告②

株式会社 秋葉ダイカスト工業所

（本社所在地：群馬県）

代表取締役 社長　秋葉　雅男 氏
※型取引適正化推進協議会 委員

14:30-14:50 20分 型管理に関する取組報告③

景山産業 株式会社

（本社所在地：岡山県）

専務取締役　景山　傑 氏

14:50-15:00 15分

15:00-16:00 60分
～オープン・ディスカッション～

「型管理適正化元年、新ルールを語る」

ファシリテーター：

事業革新パートナーズ

16:00-16:25 25分

16:25-16:30 5分 閉会挨拶 経済産業省

名刺交換会

休憩
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 開催告知は、2 月 13 日に経済産業省のプレスリリースを通じて行ったが、コロナウイル

ス感染拡大予防の観点から、2 月 27 日に中止を決定した。 

 

 参加者総数 60 名のうち 28 社（42 名）は素形材メーカーで、広島・岡山地区中心に、 

関東、近畿、四国、島根からの参加が予定されていた。 

 

 事前アンケートは参加予定企業のうち 12 社より回答いただき、シンポジウムの講演・ 

オープンディスカッションにて、下記の情報を入手したいとの要望を受けた。 

 

型管理適正化シンポジウムにて入手したい情報 

①保管料の相場と決め方 

②親会社との円満交渉術、成功事例、台帳や書面などの雛型 

③業界への型管理適正化 浸透状況 

④取引先工場が海外にある場合の考え方 

 

 当初は、講師の事例説明、簡易版型管理マニュアルの配布、オープンディスカッションで

の討論、経験者との直接対談をもって、参加者が抱える型管理現場の問題解決を図ろうとし

た。しかしシンポジウムが中止となったため、代わりに講師が説明予定であった資料を読む

だけでわかるようなものに修正し、後日情報を公開することにした。 

 

◼ 発表者： 

・株式会社 昭芝製作所 取締役会長 三原佑介氏 

・株式会社 秋葉ダイカスト工業所 代表取締役社長 秋葉雅男氏 

・景山産業 株式会社 専務取締役 景山傑氏 

・株式会社 事業革新パートナーズ 代表取締役社長 茄子川仁氏 

 

◼ 配布資料： 

・資料① 「型管理に関する取組報告」株式会社 昭芝製作所 

・資料② 「型管理に関する取組報告」株式会社 秋葉ダイカスト工業所 

・資料③ 「型管理に関する取組報告」景山産業 株式会社 

・資料④ 「明日から使える型管理適正化マニュアル」株式会社 事業革新パートナーズ 

 

上記資料は、本報告書の最後に参考資料として添付している。 
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第 4 章 タスク 3 調査報告 

タスク 3：「取引適正化施策への反映に向けた必要事項の検討」 

4.1 調査内容（検討内容） 

経済産業省では 2019 年 8 月に「型取引の適正化推進協議会」を設置し、その下に自動車

関連産業、産業機械関連産業、電機・電子・情報関連産業の３つの業界ごとに「目安分科会」

を設置した。 

 

型の廃棄・返却や保管費用に関する発注側・受注側の協議において、相互に依って立つこ

とができる標準的な考え方がないことが課題であったことから、目安分科会では、協議を後

押しするための判断材料として、また、能動的・積極的な取組を業界全体で展開する材料と

して、廃棄・返却及び保管費用項目について目安を策定すべく検討がなされた。 

 

本調査のタスク１は、この目安を策定する上で前提となる素形材産業の型の保管状況を

調査するものであり、タスク１の調査結果及び発注側の各業界の実態調査を踏まえて目安

が設定されたところである。 

 

タスク２では、タスク１と平行して進めたヒアリング調査において、型管理の適正化には

発注側企業の協力が不可欠であるものの、取組が進まない要因の一つとして、受注側企業の

準備不足（台帳整備や保管状況の一斉点検など）や発注側企業への交渉の進め方がわからな

いなど、受注側の課題も明らかになった。 

 

そこで、受注側の改善を図るため、型管理適正化に係る情報を提供するシンポジウムを 

開催することとした。諸般の事情によりシンポジウムの開催は中止となったが、これに変わ

る対応として、シンポジウム講演者の先駆的取組をまとめた資料を公開し、どのように費用

負担を協議するかなど具体的なノウハウを提供することで、受注側企業の行動を促すこと

とした。 

 

今後更なる改善を図っていくためには、「型取引の適正化推進協議会」でまとめられた 

型の廃棄・返却、保管費用項目の目安などの基本的考え方をサプライチェーンの上流から 

下流まで細やかに周知徹底し、これを型取引の基本的なルールとして定着させていくこと

が求められる。 

 

 2020 年 1 月には下請振興法に基づく振興基準が改正され、本協議会報告書の知見が盛り

込まれたが、同様に、素形材産業、自動車産業、産業機械産業、情報通信機器など業界ごと
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に策定されている「下請適正取引等推進のためのガイドライン」にも盛り込まれることが 

重要である。 

 

 例えば、素形材産業取引ガイドラインにおいては、第 2 章２．「型保管・廃棄・返却費用

の負担」に盛り込むことになるが、これに加えて、第 2 章１．「補給品の価格設定」にも 

価格設定の問題のみならず、補給期間の始期が不明な問題を取り上げ、量産期間から補給 

期間への切り替え時期を発注側が受注側に情報提供することを徹底するなど、目安で示さ

れた望ましい手続きのあり方を盛り込むべきである。 

 

さらに、例えばタスク２でヒアリングをした対象には中子業者もあったが、中子業界にと

って発注側企業は鋳造業界である。素形材業界は受注側の立場のみならず発注側の立場に

もなりうるものであり、発注側の立場としての取組も求められている。 

 

取引の適正化は最終ユーザー業界から進めていく必要があるものの、過去から続く商慣

習を業界全体で是正していくためには、これに加えて、素形材業界間取引での適正化も進め

るなどサプライチェーン全体で大きな潮流として進めることが重要である。 

 

以上 
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第 5 章 参考資料 

5.1  「型管理に関する取組報告」 株式会社 昭芝製作所 
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5.2  「型管理に関する取組報告」 株式会社 秋葉ダイカスト工業所 
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5.3  「型管理に関する取組報告」 景山産業 株式会社 
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5.4  「明日から使える型管理適正化マニュアル」 株式会社 事業革新パートナーズ 
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