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会員企業トップにインタビュー（第15回）������������������ 18
第15回目は、㈱丸山製作所（久世郡）に丸山栄三社長を訪問。
２代目として社長を引き継がれてからの想い出や、スローガン「遊心技追」、

企業コピー「未来を削る」に込める思い等、心と技術を大切にしながら挑戦を続
けておられる同社の経営についてお話を伺いました。
◀ 丸山栄三社長

2018中国産業視察団　報告������������������ 10〜 17
〜自動車産業とハイテク技術産業集積地を訪問〜
1997年に内陸部振興のため新設された重慶直轄市の主力産業である自動

車産業と、中国の製造業の中心の一つとして発展著しい湖南省の省都・長
沙地域の産業を視察しました。

・正副団長所感
・団員コメント
・団員名簿、視察日程
・視察報告 ▲ 重慶市人民政府外事僑務弁公室にて

会員企業IoT導入事例紹介（第3回）������� 24
　IoT（Internet of Things）を製造現場に取り入れ、モ
ノづくりに活かす取組を実践しておられる会員企業をご
紹介。今回は㈱最上インクスの事例をご紹介いたします。
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新年あけましておめでとうございます。会員の皆様に
おかれましては健やかに新年をお迎えのこととお慶び申
し上げます。

2018年は、米中二大国間の貿易戦争、英国のEUから
の離脱問題、欧州での極右政党の台頭、更には移民問題、
無差別テロなど混沌とした世界情勢が続き、日本では自
然災害の猛威による被害の増大から、霞ヶ関、企業、ま
たスポーツ界でも不祥事の垂れ流しが止まらない倫理観
が総崩れの様相を帯びた災いが多い一年であったように
思います。
経済面でも、日本は欧米に比べて経済成長率が低く、

一方では少子高齢化や労働力不足といった大きな課題が
依然としてある状況で、労働生産性を欧米並みに改革す
ることが急務になった年であり、またモノづくり、科学
技術の面でもディジタル革命が進行し、AIやIoT、ロボッ
トなどの進化を先取りした技術開発を着実に進めている
企業と、そうでない企業との差が徐々に広がり、また産
業構造が変わりつつある一年であったように思います。

2019年は、このような多くの解決が難しい問題を抱え
ながらも、我々企業は地球環境保全やエネルギー問題、
自然災害対策などの社会的課題解決を強く意識した経営
を進め諸課題の解決に向かって進んでいく必要がありま
す。そしてそれらのことを遂行するのはやはり人です。
どんなに時代が変わろうとも、常に強い気持ちで課題解
決に向けて工夫しチャレンジできる人を育て続けていく
ことが重要と思います。そのような人の育成には、企業
以外のいろいろな分野から学ぶことが重要と思います。
例えばスポーツの世界からも学ぶことが多くあります。
以下に、その一例を上げます。
・�平昌五輪スピードスケート500m金メダリストの小平
奈緒選手は、単身でスケート王国オランダに飛び込み、
2年間、技術と精神力を磨き、金メダルを獲得。その
時の外国記者の「自分自身を現す言葉を3つ挙げてほ
しい」という要求に対し彼女は1)求道者、2)情熱、3)
真摯、を挙げ、そして、その言葉通りに五輪後も圧倒
的な強さを維持して世界のレースで勝ち続けていま
す。現状に決して満足せず、常に向上心を持ち続けて

チャレンジする姿勢は大いに見習うべきことと思います。
・�柔道男子の日本代表監督　井上康生氏は、『五輪など
の大舞台で勝つには、例えば緊張すると自分はどうい
うマイナス面が出てくるのか、感覚的な長所・短所を
言葉にできたり洗い出せたりする能力が重要になる。
その源は体験や読書などを通じて得る知識力。柔道だ
けの世界に縮こまってしまえば、それだけの発想しか
生まれない。選手には、陶芸や茶道など様々な体験を
させ知識力を身につけさせようとしている。リオ五輪
以後はルールが変わった。変化に適応するには違う世
界のものを取り入れる柔軟な心を持つことだ』人とし
て成長していくためには、ビジネスの世界でも様々な
ことに関心を持ち、知識を広げ、そして創造力を涵養
することが大変重要なことだと思います。
・�神戸製鋼のラグビーチームは18季ぶりに日本選手権優
勝。その原動力は、総監督のNZ代表コーチだったス
ミス氏と元NZ代表のカーター選手。スミス氏は阪神
大震災復興のシンボルの高炉を見学し当時の社員の想
いを聞いて神戸製鋼の選手として戦うプライドを育
み、カ－ター選手はチームの歴史をOBから貪欲に聞
き神戸製鋼でプレーする意義を理解するよう努め、そ
して選手全員が工場見学などを通じて「会社の一員」
という意識を高めて社員との一体感が醸成できた、こ
れらのことが優勝の原動力と言われています。
�　ビジネスも同じで、仕事の意義を確りと心に定め、
そして目標達成に集中することが大切だと思います。

世界の政治・経済の混沌とした状況は今年も続きそう
ですが、一方で様々なものがディジタル化の方向に進む
技術革新の流れは一層進み産業構造も大きく変わってい
くのではないかと思われます。そのような時代にあって
も人が社会をつくり上げていくことには変わりなく、基
本は「しっかり足元を見つめ、高い目標を設定して、チャ
レンジしていく」ことだと思います。
会員企業の皆様が、それぞれの目標に向かって果敢に
チャレンジされて、2019年が皆様にとって飛躍の年にな
ることを祈念申し上げ、新年の挨拶とさせていただきます。

 （㈱島津製作所　会長）

年　頭　所　感

会長　中本　晃
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謹んで新年のごあいさつを申し上げます。
会員の皆様におかれましては、つつがなく新しい年を

お迎えのこととお慶び申し上げます。

昨年の世界経済を振り返りますと、2年目に突入した
米国トランプ政権の政策実行に大きく揺らいだ1年とな
りました。特に通商政策を巡っては、各国との対立が激
化し、なかでも米中貿易摩擦は、世界経済最大の下振れ
リスク要因となっています。2大国の争いは、単に貿易
不均衡の是正のみならず、ハイテク覇権を巡る経済戦争
の様相を呈しており、その長期化、深刻化が心配される
ところです。その他にも、米国金利引上げによる新興国
経済の悪化懸念、中東、北朝鮮情勢などの地政学リスク
もあり、引き続き世界経済の動向を注意深く見守る必要
があるでしょう。
他方、我が国では、強烈な台風や記録的な豪雨、そし

て大規模な地震が頻発し、この国が「災害大国」である
ことを改めて思い知らされた1年でもありました。自然
の猛威と防災の大切さを身に染みて感じたとともに、天
災に伴い各地で発生した停電は、日本のエネルギーシス
テムが自然災害のリスクに直面している現実を多くの人
に実感させたのではないでしょうか。日本の電力システ
ムは、高度経済成長期に整備され、国民の生活と産業の
発展を支えてきましたが、災害リスクが当時の想定を上
回る一方、人口は減少し、地球温暖化対策も求められる
中、如何にして次世代の電力システムを構築していくか、
真剣に考えるべき時に来ていると思います。
今年は5月の新天皇の即位と改元を始めとし、6月の

G20サミット、夏の参議院選挙、10月の消費税引き上げ
と政治・経済のイベントが続き、日本に注目が集まる年
となりそうです。平成の世が終わり、新たな時代を迎え
ることになりますが、変化のスピードは益々速まること
が想定され、意思決定と実行の迅速化が求められます。
少子高齢化が進み、人手不足が深刻化している今こそ、
更なる業務効率化、情報化、AIやIoTの活用を促進させ
なければと感じます。東京オリンピック・パラリンピッ
クを控え、更には2025年の大阪万国博覧会も決定しまし

た。新たなステージを迎える日本で、常に変化し、成長
し続ける存在でありたいと願います。

さて、当工業会の多くの会員企業の皆様は、我が国の
歴史と文化の中心地である京都で育まれた多種多様な伝
統技術をDNAとして、独創的で先端的な事業を起業さ
れ発展させてこられました。産業構造や経済・社会の在
り方が急速に変化する今、今後とも互いの強みや知恵を
活かし、切磋琢磨しながらイノベーションや新たな企業
活動の展開に繋がればと願うところです。規模や業種の
枠を超え、時代に即応した諸事業を展開し、技術や経営
に関する情報や研鑽の場を提供する当工業会の役割は、
益々重要になっていると感じます。いよいよ今春オープ
ンする京都経済センターは地元産業振興の総合拠点であ
り、「交流と融合」の場となります。移転を契機とし、
会員企業の皆様の関心分野への取り組みのさらなる充実
を図ってまいりたいと思います。
なお、当社は電機・電子機器用のアルミ電解コンデン
サ、フィルムコンデンサを主軸商品として展開するとと
もに、家庭におけるエネルギーの地産地消と安心・安全
に貢献する家庭用蓄電システムやV2Hシステム、社会イ
ンフラとしてのEV用急速充電器や公共・産業用蓄電シ
ステム、さらにはスマート医療として普及が進むがん治
療用粒子線加速器電源なども商品化し、社会に提供させ
ていただいています。また、近年頻発する自然災害への
対策として、EV・FCV・PHVから電気を取り出し避難
所などで電力を活用できる可搬型給電器や、工事不要で
手軽に利用できるポータブル蓄電システム等、新たな価
値創造により明るい未来社会づくりに貢献していきます。
このような企業活動を展開していく上でも、当工業会
の活動方針に沿った産学公の連携や異業種交流をさらに
深めていきたいと考えています。引き続き関係各位のご
協力とご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
京都工業会会員皆々様にとって明るく輝かしい一年と
なりますよう祈念申し上げ、新年のごあいさつといたし
ます。

 （ニチコン㈱　会長）

年　頭　所　感

副会長　武田　一平
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新年明けましておめでとうございます。

皆様にとって希望に満ちた輝かしい新年をお迎えのこ

ととお慶び申し上げます。

昨年は2月に平昌オリンピック・パラリンピックが開

催されました。日本選手団は冬季オリンピックとして過

去最多のメダルを獲得したとともに、パラリンピックに

おいてもバンクーバー大会以来二桁となるメダルを獲得

し、私たちに大きな感動と勇気を与えてくれました。ま

た、世界各国から集まった選手や応援団が、民族や宗教

の枠を超えて交流や熱戦を繰り広げる様子を見て、はる

か昔より共存共栄しながら文明を築き上げてきた人類の

友情と知恵の偉大さを改めて感じました。しかしその後

の世界情勢は、初の米朝首脳会談や米中貿易摩擦など、

政治の駆け引きや経済摩擦の先鋭化など、将来に対する

不確実性が高まった一年でもありました。私は、オリン

ピックにおける友情と国際政治における対立を見て、国

や組織の損得による対立よりも、人々の善意による助け

合いや協力こそが、人類そして未来の可能性を大きく広

げるものであると、改めて感じた次第です。

このような「損得よりも善悪」といった価値観は企業

活動においてもますます重要になってきています。私が

このことを改めて実感したのは、昨年開催された、第一

回中国国際輸入博覧会（CIIE）における出来事です。

私はCIIE初日に開催されたフォーラム、「貿易とイノ

ベーション」に日本企業を代表して登壇し、二つの事を

述べさせていただきました。一つは、理念を貫き通すこ

との大切さです。私どもオムロンは創業以来、短期的な

損得ではなく「よりよい社会」をつくるという理念を常

に持ち続けることで、社会的課題を解決し人類の発展に

貢献する、数多くのイノベーションを生み出してきまし

た。そして二つ目は、経営者が持つべき「未来志向の価

値観」です。激変する社会において企業経営者は、人類

にとって幸福な未来をデザインし、能動的に価値を創造

していくことが必要です。オムロンでは、創業者が構築

した未来予測理論、SINIC理論に基づき、未来の社会や

地球の姿を描いてきました。そして、そこからバックキャ

ストすることで、あるべき未来の実現に向けた現在の

ギャップを明確にし、これを埋めるためのイノベーショ

ンを創造してきました。この考えは、世界各国から参加

したグローバル企業のリーダーからも大きな共感を頂き

ました。

現在の社会が抱える課題は、少子高齢化による人手不

足や医療費の増大など、従来よりもさらに大きく複雑に

なってきています。同時に技術革新のスピードは加速度

的に早まっています。このような環境の下では、従来の

ように企業が単独でタイムリーに社会的課題を解決する

イノベーションを創造することは難しくなってきていま

す。これからは世界中の企業同士がWin-Winの関係を築

きながら、人類普遍の価値観、つまり、社会をよりよく

したいという思いの下、共に社会的課題を解決するイノ

ベーションの創造に取り組むことが重要です。先の

CIIEでのフォーラムに関して申し上げれば、企業、国

家間の自由な交流、つまり自由貿易が必要と考えます。

自由貿易を堅持することで、製品などモノの交流はもち

ろん、人、技術、サービスの交流が加速し、新たなイノ

ベーションが創造され、結果として国家間の利益にもつ

ながります。

今年も世界の不確実性、不透明感はますます増してい

くことでしょう。これからも企業理念はぶれることなく

貫徹するとともに、環境変化には柔軟に対応していくこ

とで、社会が求めるイノベーションを創造し、よりよい

未来の社会を共につくり上げて行こうではありませんか。

結びに、新年にあたり「京都工業会」会員企業様の持

続的な成長と、皆様のご多幸とご健勝を祈念いたし、ご

挨拶とさせていただきます。

 （オムロン㈱　会長）

理念を貫く力、 未来志向の価値観

副会長　立石　文雄
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会員皆様、新年あけましておめでとうございます。

今年は、平成最後の年だという感傷と、新しい元号の

時代の幕開けの年だという期待とが入り混じった不思議

な気分で正月を迎えることとなりました。

私は戦後昭和の時代に東京で生まれました。子供の頃

は東京でも舗装した道路はまだ少なく、電車に乗ると傷

痍軍人がアコーディオンを弾きながらお金を集め、防空

壕が町のあちこちに残り、小学校では給食の脱脂粉乳を

鼻をつまみながら飲むといった時代でした。そんなある

意味どん底から何となく右肩上がりの思いと夢を持ちな

がら生活することができたというのが私にとっての昭和

という時代です。まさに高度成長の時代、スタート台が

低かったから成長し続けられたとも言えますし、大きな

自然災害が無かった事も幸いしたように思います。

続く平成の時代は戦後昭和の時代とは違う低成長の時

代。いくつかの大きな自然災害が起きてそのたびに成長

が押しとどめられ、バブルの宴を謳歌してはその崩壊で

元の木阿弥に戻るという事を幾度か繰り返した時代であ

りました。それでも戦後昭和の時代より生活レベルは高

く、世の中も豊かになっていました。そして平成の時代

の末には、少子高齢化が現実の問題となる中で「第四次

産業革命」とか「デジタル革命」「ソサエティ 5.0」など

と呼ばれる、ビッグデータとAIを核にしたダイナミッ

クなイノベーションが巻き起こって来ました。

このイノベーションは、少子高齢化問題の解決策にな

るという期待と同時に新たな失業や雇用のミスマッチを

もたらすのではないかという不安を掻き立てます。同時

にこのイノベーションと少子高齢化には民主主義、資本

主義といったこれまで成長と豊かさをもたらしてきた社

会構造を根本から変革させていくのではないかとの危惧

もともないます。

今年の正月は、少子高齢化とイノベーションの中で新

しい社会をつくっていく舞台の幕が開ける正月という事

になるのではないでしょうか。新しい時代の幕が開き、

まだ見ぬ舞台で私たちはどのような役を演じていったら

よいのか、しっかりと考えていかねばならないと思いま

す。

こうした中で、京都工業会にとっての今年は、昭和43

年から住み馴れた京都工業会館から長年検討を進め、い

よいよ竣工となる京都経済センターに移転する年です。

京都経済センターは、京都の経済界と行政が結集して新

しい活動を始める舞台です。京都工業会はこの舞台の上

で今まで以上に強力なシナジーと協業を巻き起こし、新

しい事業を、新しい文化を生み出し、より活気のある京

都経済とその中での会員企業の発展を目指していかねば

なりません。

新しい舞台の幕が開く今年が、新時代の京都にとって、

そして会員企業皆様にとって素晴らしいスタートの年と

なることを祈念してご挨拶と致します。

 （日新電機㈱　会長）    

2019年、新年ごあいさつ

副会長　小畑　英明
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新年明けましておめでとうございます。会員の皆様に

おかれましては穏やかな新年を迎えられたこととお慶び

申し上げます。

「混迷の2018年」が終わり2019年を迎えました。トラ

ンプ相場・空前の好景気を謳歌しながらも、昨年一年間

の世界の政治経済は混迷を極め、“今年の10大ニュース”

では収まりきれないほど多事多難の一年でした。新聞紙

面だけでは読み取れず、文字通り「地球儀を俯瞰」して

物事を理解することが求められました。英国のEU離脱

やトランプ大統領誕生の衝撃から早二年となり、“つぶ

やき”から発せられる「貿易戦争・制裁」「○○ファー

スト」などの言葉に世界中が振り回されると誰が予想で

きたでしょうか。ついにはEU盟主であったドイツも漂

流し始め、ポストメルケルを担える民主主義のリーダー

が地球儀のどこに現れるのか、未来図は描けていないと

思います。

また、国内においては品質にかかる不適切行為や不祥

事が起こり、企業のコンプライアンスやものづくりなど

経営の根幹そのものが問われた一年でした。

元年となる2019年は将来を左右する重要な年となりそ

うです。平成の世から新元号・次世代へ確実に時代が進

むことを皆で体現することになります。そして当工業会

も今春、京都経済センターにて新たな歴史を刻む記念す

べき年であります。時代の変化の先をしっかりと見据え、

自らを能動的に変化させていきたいと思います。

さて、そのような日めくりカレンダーのような昨年に

あって清々しく感じる出来事は、エンゼルス・大谷翔

平選手の二刀流の活躍です。新人王受賞は快挙であり、

2019年も期待が高まります。その大リーグデビューの頃、

ちょうどシリコンバレーを訪問し、IT産業の熱気を肌

で感じてきました。

かつての大量生産の時代の企業は、商品・サービスを

「川上から川下」へ効率的に提供するため、「パイプライ

ン」のような事業モデルで拡大をしてきました。

今はハードよりソフトが支配する時代とも言えます。

規模の大小や業種に関係なく、個々にネットワークを形

成（プラットフォーム）して、モノやサービスやソフト

を交換・共有し、新しい「価値」を創造していくビジネ

スモデルへと変化しつつあります。Eコマースや人工知

能など、日々新たなビジネスが生まれています。それは

競合,異業種が境界を越えて、連携したり競合したりす

る時代と言えるでしょう。

最近では巨大IT企業「GAFA」への風当たりも強く

なっていますが、自動車産業においてもコネクテッド,

自動運転,シェアリングそして電動化の流れが加速し、

自動車メーカーをはじめ業種を超えた連携で、IT企業

に注目が集まっています。その技術革新と変化のスピー

ドには驚くばかりですが、一方で、大谷選手のように個

の能力を磨いて才能を開花させれば、グローバルに活動

の場が広がることを感じました。

2019年の干支は己亥（つちのと・い）です。己は「紀

（すじみち）」の意味もあり草木が充分に成長して形が整

然としている状態とされ、また、亥は十二支の最後とし

て、草木の生命力が種の中に閉じ込められた状態とされ

ています。

また、「戌は笑い、亥固まる、子は繁栄」とも言われます。

元号が改まり輝かしい新しい時代の幕開けを迎え、今後

も繁栄が続くよう己を革め、そしてしっかりと足元（核）

を固めて、次の飛躍へ充分な準備を整える充実した一年

としたいものです。

結びに、会員の皆様のご健勝とご多幸を祈念申し上げ、

新年のご挨拶とさせて頂きます。

 （㈱ジーエス・ユアサ　コーポレーション　社長）    

年　頭　所　感

副会長　村尾　修
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新年あけましておめでとうございます。今年も　良い

お正月をお迎えのこととお慶び申し上げます。

とは言え　昨年は異常気象等　天変地異とも言える　

猛暑、台風、洪水、地震……

日本だけでなく　世界中で　発生している。地球沈没

の前ぶれのようです。

加えて　US大統領の大胆でストレートな言動、自動

車メーカートップの逮捕……

大変な一年でした。

振り返って　自分のまわりを見ると　世の中は　早く

て　大きな変化が起こっています。

どう対応していけばよいのでしょうか？　

私が社会人になった頃　日本では36万円（$1,000）の

車が発売、機械式計算機が卓上電子式（電卓）にとって

変わり　それもいつかパソコンになり　テープレコーダ

で録音していたのに今ではICレコーダー。キーを叩いて

の入力が　音声入力に。大学の講義内容は講義が終わっ

た時には　活字になっていて　講義ノートの貸し借りは

不要。一年後には講義本が出版できているそうです。活

用する学生が増えても　教科書を正しく理解できない子

供達だらけらしい。

ハンディーな翻訳器を入手した。インドネシア、タイ、

ベトナム、中国で試す。概ね意味は分かるが　ここの人

はこんな言い方はしない　とも言われました。

意思が伝われば上等と納得。

11月　海外産業視察で中国重慶の電子基板製造工場を

視察。

工場内には　本当に人影が少ない。右の写真のような

自動機による電子部品の組み付け。日本製自動機や中国

製機械がずらり。

ここと競争しなければなりません。

国家出資85％の国営、自慢の工場。村田製作所製キャ

パシターもありました。日本頑張れ！

重慶市は3000万人が暮らす中国4番目の直轄市。

アリババ、テンセント、京東、ファーウェイ、など有

名企業が　スマート交通、集積回路、キャッシュレスシ

ティを目指して重慶市と提携。重工業からの転換を実行

しています。

ビッグデータ・スマート化と実体経済の融合を推し進

めて、質の高い発展を目指しています。

欧米企業は中国を生産地とみているが　日本企業は中

国を市場と見てここで作る。

この違いは何でしょうか？

日系のエンジン工場も視察。ここで取り組んでいる現

場改善は作業者半減計画。

黄色いロボットに置き換えていました。中国も人手不

足と世界最高品質に挑戦中。

途中立ち寄った　世界遺産　武陵源では　国家プロ

ジェクトとして　街を作りホテルを誘致、ロープウェイ、

崖っぷち330mエレベーター建設と　中国の観光産業政

策も見ました。

我々は　世界中の人々が　豊かで楽しい生活をおくる

ため　ものづくりで頑張ろう！！！

 （㈱日進製作所　会長）

新年にあたり　思う事

副会長　錦織　隆
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新年明けましておめでとうございます。会員の皆様に

おかれましては、輝く初春をお迎えのことと心よりお慶

び申し上げます。

2019年は、平成最後の年であると共に、新しい時代の

幕明けでもあります。また、本会「京都工業会」にとり

ましても大きな節目の年となります。2月には、「一般社

団法人京都知恵産業創造の森」が運営し、新しくOPEN

する京都経済センターへ移転し、新しいスタートを切る

事となります。経済4団体が同じビルで一堂に会する事

により、互いが一層連携しあい、京都の経済界はオープ

ンイノベーションの効果を発揮出来るのではないかと期

待しております。私も、副理事長を拝命し、微力ながら

京都の経済、産業の為に少しでもお役に立てればと考え

ております。

さて、2018年は、2月〜 3月には平昌五輪が開催され、

日本は久しぶりに多くの金メダルを獲得、ゴールドラッ

シュに沸きあがりました。フィギュアスケートの羽生結

弦選手は、66年ぶりに連覇を達成し、その結果国民栄誉

賞を授与されました。その他、3月にはテニスの大坂な

おみ選手がツアー初優勝を成し遂げるなど、スポーツ界

が大いに盛り上がった一年でした。

一方、昨年は天変地異の一年でもありました。年明け

早々、関東や福井県では記録的な大雪に見舞われ、多く

の方が交通手段を奪われました。6月には震度6を記録す

る大阪北部地震が起こり、小学校などの施設を含む多く

の建物に被害が出ました。また、7月には西日本集中豪

雨により広島県、岡山県などで河川の氾濫や浸水害、土

砂災害が発生し、死者数が200人を超える甚大な災害と

なりました。続く9月には、台風21号、24号が強い勢力

を保ったまま日本に上陸し、特に台風24号は京都府にお

いても河川の氾濫による床上浸水及び床下浸水被害はも

ちろん、インフラ（停電約11,400世帯）や交通にも甚大

な被害をもたらしました。関西空港は連絡橋の橋脚に船

舶が追突して破損したことにより、その後約1ヵ月以上

も交通規制となり、多くの利用者の足に影響が出ました。

また、国際政治の世界では、アメリカのトランプ大統

領、フランスのマクロン大統領、イギリスのメイ首相な

ど、大国のトップが揃って支持率を低下させる中、日本

では9月に安倍首相が3選を果たし、安倍政権は第4次安

倍改造内閣を発足させました。森友・加計問題は何度と

なく取沙汰されましたが、低空飛行を続けながらも安倍

内閣は国民の支持を得ているのが現状です。

今年5月には新天皇の即位、それに伴う様々な行事、

新元号への移行、10月には消費税の10％への引き上げな

ど、今年は政府の底力を試される一年となることは間違

いないでしょう。北朝鮮の動向も引き続き注意が必要で

す。また、経済・産業でみると、やはり中国の勢いには

圧倒されるものがあります。今回の産業視察で中国を訪

れ、以前の中国製品の様に、単に「安い粗悪品」という

既存概念はもう消えつつあることを知る事が出来まし

た。

当社は昨年、創業50周年を迎えました。10月には、世

界遺産・元離宮「二条城」にて記念式典・祝宴を執り行

いましたが、その際に感じましたのは、多くの方々のお

支えがあっての50年であったということです。心より感

謝申し上げますと共に、今年は、次の50年への最初の礎

となる大切な一年です。今一度、身を引き締めて目標必

達に向け全社一丸で取り組みたいと考えます。当社の開

発ポリシーは「ニッチ分野でも世界トップになること」

です。世界トップになる為には、他社がやったことを真

似していてはトップにはなれません。まだ誰もやってい

ない事、成し遂げていない事を、誰よりも早く成し遂げ

る事、スピード感を持って仕事をする事だと考えます。

本年もパイオニア精神を忘れず、新しい事に挑み続けて

参りたいと思います。

最後になりましたが、2019年が平穏な一年であります

こと、また、会員企業各社様の益々のご発展ならびに皆

様のご健勝とご多幸を祈念申し上げ、年頭のご挨拶とさ

せて頂きます。

 （㈱片岡製作所　社長）

年　頭　所　感

副会長　片岡　宏二
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2019年の年頭にあたり、謹んで新年のお慶びを申し上

げます。

平素は工業会会員の皆様には格別のご高配を賜り、厚

く御礼申し上げます。

平成最後の31年年頭にあたり、皆様にとって輝かしい

飛躍の年となるようご祈念申し上げます。

昨年も世界で、そして日本で様々な出来事が目白押し

の一年でした。不安材料のひとつ、それは良きにつけ悪

しきにつけ常に世界のニュースを賑わせたトランプ大統

領の存在だったのではないでしょうか。

世界の工場から世界屈指のメーカーへ……更には世界

の超大国へと着々と変貌を遂げつつある中国の前に、ト

ランプ大統領が「自国優先」「自国第一」を掲げて、あ

らゆる施策を講じてこれを阻止しようと躍起になってい

ます。

こうした中で注目すべきは今後の中国経済の動向で

す。仮に米国の強硬策が中国の経済成長率を一層鈍化さ

せるようなことになると、世界経済に与える相応の影響

を覚悟しなければなりません。

加えて米国のこの自国産業優先政策が中長期的には自

国産業の競争力、ひいては米国の国力の弱体化を招く恐

れもありその結果、世界経済への牽引力を弱めかねない

のではないかと危惧します。

長期間好調を持続してきた日本経済もここにきて踊り

場を迎えつつある中で、今後の景況に更に大きな影響を

及ぼしかねないのが、トランプ政権が日本車を始め日本

製品にかけようとしている高関税の行方です。自動車産

業は日本経済の牽引役といわれており、その動向に注目

が集まっています。

更には今後、この大統領が一体いつまでこの職にとど

まるのかということも大きな関心事となってきました。

もう一つの不安材料、それは日本の企業価値を大きく

毀損させた出来事であり、大手企業における品質偽装問

題が止むことなく頻発していることです。

日本企業の競争力の源泉であるメードインジャパンの

信用力を大きく失墜させる品質問題が次々と表面化して

いる中で今もなお、偽装をひた隠ししながら恐々と事態

を見守っている企業があるのではないでしょうか？　

日本企業のモノづくりの原点に立ち返って、信用回復

に全力で取り組みこの連鎖を断ち切るべく「経営者とし

ての役割」をしっかり果たすことが求められます。

新年早々ではありますが、一年を振り返って強く印象

に残る出来事はどうしても不安な出来事が先に立ってし

まいますが、明るい話題も提供しておかねばなりません。

まずその一番に取り上げなくてはならないのが念願の

「京都経済センター」の竣工です。過去に工業会館の建

て替え準備が着々と進みながら、景気後退を受けて見送

りとなった苦い経験を乗り越え、今年ようやく実現の運

びとなりました。

四条烏丸に立地しており利便性は格段に向上します。

また商工会議所をはじめ多くの団体が同居しており、完

成後は様々な業界の経済人のネットワークを基に企業間

連携の伸展や、次代の京都を担う人材が育つ場となるよ

う期待をしています。

そしてもう一つの明るい話題はやはり「大阪万博」の

開催決定でしょう。

東京オリンピック後の景気低迷が早くから懸念されて

おり、その5年後とはいえ近畿圏でのビックプロジェク

トがもたらす経済効果に大いに期待すると同時にその内

容を楽しみにしたいところです。

結びにあたり京都工業会会員企業様の益々のご繁栄

と、会員の皆様のご多幸とご健勝をご祈念申し上げ、ご

挨拶とさせて頂きます。

 （㈱山岡製作所　会長）

年　頭　所　感

副会長　山岡　祥二
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京都工業会中国産業視察団の団長
として、11月11日から15日まで中国
内陸部を訪れました。最初の訪問先
である重慶市は西南地域を代表する
直轄市ですが、ここに入ったのが夜、
まず百万ドルの夜景という表現では
言い表せないほどの夜景の見事さに

驚かされました。また交通が大変よく整備されているの
と、空港内も綺麗でトイレも常に清掃され、道行く人々
もこざっぱりした服装で、道路上に電動バイク、自転車
や自動車が入り乱れている光景も見られず、中国に対す
る印象を一変させられたような思いがしました。
重慶市政府の唐副主任より、重慶は西南地域のみなら

ず、欧州や東南アジアへの重要な物流拠点であること（欧
州との間には定期列車があり、重慶からカザフスタンを
経由して、（独）デュイスブルグまでを13日間で走る）、
そのコストが低いことから欧米の自動車メーカーや台湾
のPCメーカーなどの一大製造拠点となっていること、
人材面でも優秀な大学や研究機関が数多くあり、ライフ
サイエンス分野など最先端技術の研究に力を入れている
ことなどを熱心に紹介いただきました。また重慶市は、
スマートシティ化や自動化への取り組みに力を入れてい
るとのことでしたが、この度、訪問した企業でも多くの
自動化された生産ラインを目にすることができ、政府と
企業が一体となって、新たな発展を遂げようとしている
勢いが感じられました。
訪問先の一つである嘉陵本田では、芝刈機、耕運機や

そのエンジンであるパワープロダクツを製造していて、
この重慶の物流拠点としての特徴を活かし、欧州や東南
アジアへ多くを輸出していました。製造ラインも多くの
自動化が図られていましたが、加工職場の平均年齢が22
歳、組立て職場で25歳と若く、また近くにおよそ1500名
が入っている寮を設けるなど、強い一体感と活力溢れる
職場つくりを心がけておられる工場との印象を受けました。
重慶総領事館での招宴では、小松総領事より重慶に赴

任し「汚染度が高い」、「政治闘争が激しい」、「反日気質
が強い」といった印象は大きく覆されました。赴任前の
印象とは真逆であり、日本に観光に行く人が多い、日本
語学校で日本語習得に熱心な人が多いといったこともあ
り、たいへん暮らし易い地域であるということが紹介さ

れました。食事も重慶特有の辛い料理ではなく、日本人
に合った味付けの中華料理と日本のお酒を振舞ってもら
いました。そして中国人と日本人の投資に対する考え方
の違いなど、団員一同、リラックスした雰囲気の中、貴
重な話を伺うことが出来ました。
中国は上海や広州など、沿岸部の発展の印象が強かっ
たのですが、重慶市の視察を通じて、改めて中国は変化
が早い、地域性が豊かな国であることを感じました。重
慶市の持つ経済的な大きな潜在力や日本にも精通した優
秀な人材を抱えていることが実感できたことは、今後の
ビジネスにとって、たいへん有意義であったと思います。
次に長沙市に行き長沙経済技術開発区や住友ゴムを訪
問しました。時間に限りがあった中での視察でしたが、
西部地区の交通拠点として三菱自動車、三一重工、フォ
ルクスワーゲン、フィアットなど数多くの自動車メー
カーが進出しているとのことでした。重慶市と同様に、
今後の中国戦略にとって、重要な拠点であるとの認識を
新たにしました。
その後、長沙市からバスで延々 5時間ほどかけて、今
回の視察で最も期待の高かった、世界自然遺産で映画「ア
バター」の撮影地にもなった張家界を訪れました。武陵
源の頂上はあいにくの霧で、壮大な奇峰群を存分に堪能
することは叶いませんでしたが、時折、霧が薄まり、仙
境の世界が望めました。また頂上から下がったところで
は、霧の影響もなく、眼前に広がる世界に類のない壮大
な景色を見ることができメンバー全員が大きな感動を分
かち合えたと思います。この張家界は観光地として注目
されるようになり、空港、ホテル、商店が急増し、ケー
ブルカーやエレベーターで山間を繋ぎ、観光地として魅
力ある場に急速な変貌を遂げたようです。チャンスとみ
たら一気呵成に投資する中国式も必要なことを感じました。
最終日は上海で近年発展した浦東新区を視察し、その
後、洗練された美味しい広東料理やワインでの楽しい食
事会となりました。今回の中国産業視察は、参加メンバー
全員が、早朝の出発や長時間のバス移動、深夜の到着と
いった大変厳しい日程にもかかわらず、全行程を明るく
元気に活動し、親睦を深め、活力溢れる中国内陸部を肌
で感じ取ることができたことは、たいへん有意義であっ
たと思います。最後に、京都工業会事務局の皆様を始め、
お世話になった方々に、この場を借りて御礼申し上げます。

2018年  中国産業視察団

京都工業会 中国産業視察団レポート 2018中国産業視察団・団長 　　　　
（公社）京都工業会・会長　中本　晃
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私が中国大陸に初めて足を踏み入

れたのは1993年のことでした。広東

省に工場をつくるための立地調査を

目的に香港からフェリーで珠海に行

き、そこから中山、東莞、広州など

を回りました。この時は丁度、鄧小

平の南方講話があった直後の年で、改革開放の方向性が

明確に打ち出されたとはいえ、なお共産主義への揺り戻

しがあるのではないかという懸念も強くあり、工場を建

ててもすべてを投げ捨てて逃げ出すことになるというリ

スクを考えながら、それでも人だけは何とか逃げられる

ところに立地しようと考えたことを思い出します。

それから25年たった今の中国は、国家資本主義という

独特な成長スタイルを確立し、世界第二位のGDP大国

に急成長してきました。25年前は自転車の海だった上海

の街は自動車と高層ビルに埋め尽くされ、内陸部の田舎

町も大都市に変貌し、その成長のスピードには目を見張

るものがあります。

今回訪問した重慶市の実装基板をつくる国営工場では

スマート・マニュファクチャリング・システムで製造工

程を統合管理し、手配工番ごとに工程の進捗や不良率な

どが画面表示されるということを誇らしく説明してくれ

ました。このシステムは、面白い事に、一か月ほど前に

海南島と桂林の会社を訪問した時に説明してくれた画面

と全く同じものでした。海南島、桂林の工場は実装基板

のように小物の量産工場ではなく、大きな電力機器をつ

くる工場でしたので、製品一台ごとにQRコードが付い

ていて、それをワーカーがスマホで読み取ると製造履歴、

工程検査の結果に加えて今日すべき作業内容が表示され

るという機能も付いていました。重慶の国営工場ではそ

こまでの説明はありませんでしたがおそらく似たような

機能がついているのだと思います。という事は中国では

「メードインチャイナ2025」という産業政策の中で、全

工場一斉にこうした生産管理統合システムの導入を国家

から指導されているのではないでしょうか。今はまだこ

のシステムで管理されているデータは大した内容ではな

いように思いますが、それが積みあがっていけば多くの

データがIoT管理され、更にはAIが駆使された工場に進

化していき、日本の製造現場とは全く異なった自動工場

に育っていくのではないかと思いました。そのスピード

はこの四半世紀の実績から容易に想像できます。中国の

製造業が真の脅威になる前に日本も製造の革新にスピー

ド感をもって取り組む必要を肌身で感じました。

中国製造業は驚くべき進化を遂げるのではないでしょうか 2018中国産業視察団・副団長
（公社）京都工業会・副会長　小畑　英明

▲武陵源　岩の柱

▲上海の高層ビル群
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　ふと見た　中国の世界遺産のテレ
ビ放送。数百メートルの高さの石柱
が立ち並ぶ。アバターの世界が目の
前に。
　この景色を　見たくて　参加を決
意。去年に続いて　またまた不純な
動機。久々の中国である。

　関西空港　近くの
ホテルに前泊。朝7
時半の早い集合。
3年前に　青島へ飛
んで以来の中国であ
る。
●北京空港に着いた
ら　やはり中国の匂

い。来た来た　中国！
　でもなにか違う。空港ビルは凄く近代的。中国人、外
国人でいっぱい。
　全員　指紋採取された。私は年寄りのせいか　なかな
か　指紋が取れない。
　重慶行きにトランジットのため構内電車で移動。
　乗り継ぎの安全検査で早速　事件　発生。私の後ろの
人がもめてる。Li-Ion　電池を持って引き合いしてる。
結局　容量が大きすぎるという事で　没収。厳しい
チェックにあえなく降参。他にも　免税店で買った　お
酒を　持ち込みできるのに　没収されかかった人もいた。
●やっと　夜の重慶に到着。大都会だ。
　私が重慶に来たのは20数年前。まだ電力が乏しく使用
制限されていて　夜は薄暗かった。
　坂の街なので　自転車
は殆ど無く　バイクと天
秤棒を担いだ担ぎ屋さん
だらけだったが　今は　
ド派手なイルミネーショ
ンと車の洪水。早速　四
川料理の洗礼。辛苦了！
●JETRO成都事務所　所長様による車内ブリーフィング
　3000万人が暮らす中国4番目の直轄市。
　重慶に魅力を感じ　アリババ、テンセント、京東、
ファーウェイ、シャオミ、紫光など有名企業が　重慶市
と提携。
　スマート交通、集積回路、キャッシュレスシティなど。
重慶はビッグデータ・スマート化と実体経済の融合を推
し進めて、質の高い発展を目指している。
　欧米企業は中国を生産地とみているが　日本企業は中
国を市場と見てここで作る。この違いは何か？
●嘉陵－本田発動機有限公司
　重慶市渝北区空港工業園内　

　創業　2011年10月。敷地面積　18万㎡。　　　　　　
　2011年まで生産していたバイクから　方針を大転換し
　新工場を建設。汎用ガソリンエンジン、芝刈機、ポン
プ、小型耕うん機等に切り替えた。中国で開発した製品
も生産、販売。　Hondaの「グリーンファクトリー」コ
ンセプトを取り入れ、ソーラーシステムの導入による電
力削減、有機溶剤を使わない粉体塗装、雨水・排水の再
利用、自然採光の導入など、環境に配慮した省エネ工場。
鋳造、プレス〜塗装、完成品の組み立て、点検、製品梱
包の一貫生産。
　近年　積極的に取り組んでいる事は　現場作業者の半
減。中国製の黄色いロボットに置き換え。3年で投資回
収を目指す。労務費の高騰対応と品質保証のため。
●重慶盟訊電子科技有限公司
　電子基板製造工場。
工場内には　人影が少
ない。
　右の写真のような自
動機による電子部品の
組み付け。日本JUKI
製や中国製機械がずら
り。
　国家出資85％の国
営、自慢の工場。村田製作所製キャパシターもあった。
日本頑張れ！
●住友橡膠（湖南）有限公司　（住友ゴム）
　湖南省長沙市。2010
年設立。乗用車用ラジ
アルタイヤの製造。混
合〜押出、貼付、成型
の一貫生産。工場内は
ゴム工場、中国とは思
えないほど清潔。
〇大変な駆け足での　
中国産業視察。3時半起床。4時半出発。ホテル到着は午
前零時。
　相変わらずの強行軍。世界遺産　武陵源では　国家プ
ロジェクトとして街を作りホテルを誘致、ロープウェイ、
崖っぷち330mエレベーター建設と中国の観光産業政策
も見た。外国人だらけ。　日本に帰って頑張ろう！！！

長井総経理様

▲世界遺産　武陵源

▲重慶の夜景

2018京都工業会海外産業視察 中国 2018中国産業視察団・副団長
（公社）京都工業会・副会長　錦織　隆
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私は仕事の関係でたびたび中国を訪問するが、重慶市
を訪問したのは初めてである。それだけに大きな期待を
持っていた。重慶市は自動車生産やノートPCの生産で
も有名である。また私が良く訪れる成都市との間は新幹
線で、約1時間半で行くことができる。
私達は午前中に「嘉陵ホンダ」を訪問した。ここでは、

長井総経理と川合副総経理にプレゼンテーションと、工
場案内をして頂いた。整理整頓が良くできていた。小型
の汎用エンジン、ポンプ、芝刈り機、小型耕運機を生産
し国内はもとより海外にも輸出している。

午後から「重慶盟訊電子科技有限公司」を訪問した。
ここでは自動車用の電子部品、監視カメラ等を生産して
いる。工場見学ではクリーン服とクリーンルーム用の靴
カバーをつけて、シャワールームを通ってクリーンルー
ムに入った。中に入ると日本の富士機械製造製のチップ
マウンターがたくさん並んでいた。整理整頓もしっかり
出来ていた。しかし製品を製造している所の見学は出来
なかったため、見学としては少々物足りなく感じた。
次に「在重慶日本国総領事公邸」での夕食会に出席し

た。公邸はビルの中にあったが広いスペースがとって
あった。私は小松総領事と同じテーブルに着席したので、
皆さんと共に有意義なお話を聴くことができた。中でも
「中国のビジネスの速さ」についてのお話は大変印象的
だった。以前から聞いてはいたが、とにかく日本とは比
較にならないスピードである。特にクレームが生じたと
きの対応の仕方と、スピードの速いことに驚いた。また
中国人は本当に日本好きであり、特に若者が日本を好き
になった影響で、両親やおじいちゃん・おばあちゃんも
日本が好きになるケースが増えてきたお話に感心した。

長沙市経済開発区
の役人と懇談した
が、相手先の準備が
十分でなくあまり意
味のあるミーティン
グではなかった。

最後に「張家界国家森林公園」を訪れた。張家界は私
が今まで見てきた公
園や滝とは規模が違
う。この観光地区の
景観は世界のめった
にない、珍しい石英
の砂岩の峰林を主と
して溝と谷、鍾乳洞
等がある。当日は雨
予報で雨合羽と雨用の靴カバーをつけての観光となっ
た。

最後になりましたが、今回
の視察は、今までにないハー
ドなスケジュールではありま
したが、中本団長のもと、最
後まで恙なく皆様と親しく有
意義な視察が出来たことに心
より御礼申し上げます。

2018 中国産業視察団に参加して

▲天子山ロープウェイにて

▲張家界国家森林公園

▲長沙市経済開発区とのミーティング

2018中国産業視察団・副団長
（公社）京都工業会・副会長　片岡　宏二

▲張家界　賀龍公園にて
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◆太陽精機㈱　堀　英二郎
　重慶と長沙では中国内陸部で急速に発展しているビジ
ネス事情に触れ驚きと恐怖に近いものを感じました。世
界遺産でアバターの舞台にもなった武陵源では、生憎の
濃霧でしたが、自然が創り出した陸橋「天下第一橋」や
世界一高い野外エレベーターから眺めた絶景を、心の目
でしっかり脳裏に焼き付ける事ができました。

◆大阪ガス㈱　松尾一哉
　京都工業会海外視察団に初めて参加させて頂きまし
た。ありがとうございました。3度目の中国ですが、初
めての内陸都市の訪問となりました。中国第4の直轄都
市との事ですが、開発の凄まじさを痛感するばかりでし
た。人口、強欲さなど、中国ならではのパワーは末恐ろ
しいと感じました。現在トランプ政権が中国との摩擦を
強化していますが、少し前に刊行された本の「チャイナ
2049」「米中もし戦わば」の2冊を読めば、その背景が
よく理解できると思います。

◆㈱オーランド　安藤源行
　中国進出日本企業の製造現場における「自動化・省力
化」が印象に残りました。製造ラインに産業用ロボット
が多く導入され、各工程もIT化による合理化が進められ
ていました。久し振りに中国の製造業の現場を見学させ
て頂きましたが大きな様変わりを感じました。

◆㈱最上インクス　鈴木三朗
　初めての重慶は、今までに何度も行っている沿海部の
中国とはまるで違う“空気“を感じた。工場や街や総領事
公邸で見る人々の表情や雰囲気が、とても我々日本人に
近いと感じた。一方、上海では「米中貿易摩擦よりも内
政問題の方が、庶民にははるかに関心が高い」という声
が印象的だった。

◆大阪ガス㈱　前川倫昭
　圧倒的！この表現が観たもの全ての感想である。熱量、
物量、食量、それとスピード。どれをとっても今の日本
にはない世界であった。しかし、日本には中国より優れ
た緻密さと丁寧さの質がある。クラス別なら戦える。

◆㈱ジーエス・ユアサ　コーポレーション　西田　啓
　私が、最も多く出張した国は、中国です。しかしなが
ら、夕刻、ようやく到着した重慶の夜景は、内陸の巨大
都市との初めての出会いでした。また、上海へ向かう途
中に訪れた張家界の奇景は忘れられません。有意義な中
国産業視察でした。

◆㈱島津製作所　小倉一郎
　今回の視察を通じて、改めて中国内陸部の潜在力の高

さを感じました。特に重慶市の政府、民間が一体となっ
てのスマート化への取り組みは印象的でした。また、張
家界での物々しい売り子の様子、上海や重慶の洗練され
た町並みなど、地域格差を目のあたりにし、中国の持つ
多様性も体感することができました。

◆㈱竹中工務店　田ノ畑好幸
　弊社は、中国の海岸地域にある上海・天津・広州等で
建設営業を展開しています。今回、内陸部の重慶・長沙
の街を視察でき、非常に参考となりました。思っていた
以上に整備されている都市だと思ったしだいです。

◆日新電機㈱　阪尻茂之
　中国内陸は初めての訪問でしたが、なかでも霧の渝・
重慶は大変印象深い街でした。長江上流に位置し、西部
地域の中核として、ものづくり産業の高度化の大きな拠
点である一方、河川のみならず、鉄道・道路といった物
流インフラ整備の急拡大による、欧州、中央アジア、ロ
シアとASEAN地域を結ぶ、巨大ベルト構想での経済発
展の可能性は果てしなく、中国のまさに力強い成長力の
一端を実感しました。ご一緒させていただいたみなさま
に深く感謝します。

◆日本メカテクノ㈱　丸山明彦
　改めて中国は、広大で有り多様性に富む国だと認識し
た。即ち移動に費やす空間距離は当然ながら、民族・言
語・習慣・造形・食事等々、今迄の認知を超えて多種多
様であった。
　また工場視察に有っても、小型エンジンを全人力で能
率よく組み立てる、一方回路基盤のE.Factory採用には
興味を注がれた。

◆京都府商工労働観光部　湯瀬敏之
　最も強い印象を受けたのは、高層ビルが林立し、夜に
は壁面を飾るイルミネーションが華やかさを競い合う
街、重慶でした。
　世界有数のノートパソコンの生産地として、欧州への
国際貨物鉄道の起点となり、中国におけるスマート産業
のモデル都市を目指している、あの街のこれからを見つ
め続けたいと思います。
　京都工業会の皆様、たいへん貴重な経験をさせていた
だき誠にありがとうございました。

◆京都市産業観光局　石田洋也
　初めての中国。高層ビルが林立し高速道路が整備さ
れ、京都とはあまりに違うまちの景観。監視カメラの多
さ、何でもスマホ、街角での体操、子どもの通学は親が
送り迎え等々、「百聞は一見に如かず」を痛感。まちも
市場もビジネスも大きく、生活の水準や環境の向上によ
り、益々中間層が増え、内需向けの製品・サービスにチャ
ンスも、慣習や文化の理解と対応が必要と改めて感じま
した。

視察所感
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団　長	 中本　　晃	 （公社）京都工業会　会長　㈱島津製作所　会長
副団長	 小畑　英明	 （公社）京都工業会　副会長　日新電機㈱　会長
副団長	 錦織　　隆	 （公社）京都工業会　副会長　㈱日進製作所　会長
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	 岡本　光三	 （公社）京都工業会　常任理事　㈱大日本科研　社長
	 堀　英二郎	 （公社）京都工業会　常任理事　太陽精機㈱　社長
	 堀　富美代	 堀　英二郎氏　令夫人
	 松尾　一哉	 （公社）京都工業会　常任理事
	 　大阪ガス㈱　理事・京滋地区総支配人
	 安藤　源行	 （公社）京都工業会　理事　㈱オーランド　会長

	 鈴木　三朗	 （公社）京都工業会　理事　㈱最上インクス　相談役
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	 西田　　啓	 ㈱ジーエス･ユアサ	コーポレーション　副社長
	 小倉　一郎	 ㈱島津製作所　分析計測事業部海外営業部副部長
	 田ノ畑好幸	 ㈱竹中工務店　常務執行役員
	 阪尻　茂之	 日新電機㈱　総務部長
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日　次 地　　名 時　刻 交通機関 日　　　　　　程

1
11/11
（日）

関 西 空 港 発
北 京 着
北 京 発
重 慶 着

10:00
12:30
15:55
19:05

NH979

CA1409
専用車

空路、北京経由重慶へ

乗継
	 【重慶泊】ヒルトン重慶

2
11/12
（月）

重 慶 08:45

10:00
14:00
16:00
18:30

専用車 ホテル発
■車中にてジェトロ成都事務所よりブリーフィング
■嘉陵ホンダ（Honda	Jialing）訪問
■重慶盟訊電子科技有限公司　訪問
■重慶市外事弁公室　訪問
■総領事公邸での夕食会	 【重慶泊】ヒルトン重慶

3
11/13
（火）

重 慶 発
長 沙 着

長 沙 発
張 家 界 着

06:55
08:35
11:30
14:00
15:00
16:00
18:00

3U8907
専用車

空路、長沙へ
長沙市内へ
■長沙経済技術開発区　訪問
■住友ゴム（住友橡膠（湖南）有限公司）訪問
■長沙高新技術産業開発区　（車中から視察）
張家界へ
	 【武陵源泊】ホテルプルマン張家界

4
11/14
（水）

張 家 界 国 家
森 林 公 園
武陵源風景区

張 家 界 発
上 海 浦 東 着

08:30
08:50

15:20
20:20
22:20

専用車
乗合バス等

専用車
FM9344
専用車

【天子山自然保護区】へ
入場、乗り合いバス・ロープウェイにて頂上へ
天子山【賀龍公園】、【御筆峰】、【仙女散花】等見学
昼食後【天下第一橋】、【迷魂台】等見学
世界最高（330m）の観光用屋外エレベーターにて下山
空港へ
空路、上海へ
	 【上海泊】オークラ	花園飯店

５
11/15
（木）

上 海

上 海 発
関 西 空 港 着

10:00

19:05
22:00

専用車

NH976

ホテル発
■市内視察（上海タワー等）
空路、帰国の途へ
着後、解散

	 ＊NH：全日空、　CA：中国国際航空、　3U：四川航空、　FM：上海航空

視察日程
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■11月12日（月）
●JETRO成都事務所によるブリーフィング
ご説明：田中一誠・所長、王植一・主管
　　　　田中琳太郎・海外研修生
概 要：ホテルから最初の視察先「嘉陵ホンダ」に向かう

専用車（バス）中にて、田中所長から、重慶市の最新
経済動向について、次の通り説明を受けた。

・常住人口：約3,075万人（2017年末時点）
・面積：約82,400k㎡（北海道とほぼ同じ面積）
・位置： 西南地域最大の工業都市、長江上流域の経済中

心都市の1つ。2015年12月の高速鉄道開通によ
り、成都との間は最短1時間30分に短縮。

・産業：中国有数の自動車とPCの生産地
・日系企 業：二輪、自動車、小売関連企業等159社が進

出（2018年1月現在、重慶総領事館調べ）
　　　　 主な企業は、いすゞ自動車、ヤマハ発動機、本

田技研工業、川崎重工、デンソー等。
・在留邦人数：359名・殆ど単身（2017年10月現在）
・中国GDP都市ランキング（1995年→2017年）：
　重慶（9位→5位）、成都（10位→8位）
・その他：中国における内陸部の政策的位置づけ
　・ 長江経済ベルト戦略：経済成長の流れを沿海地域か

ら長江沿いの内陸地域へ伝播させ、長江上流に当た
る西部地域の広域的共同発展の計画

　・ 一帯一路戦略：一帯はシルクロード経済帯（陸）で、
西部地域が中央アジア、ロシア、欧州への輸出拠点
として機能することなどの計画。一路は21世紀海上
シルクロード（海）で、東南アジアや南アジアと国
境を接するか近接する国境地域の交通インフラの整
備計画。

●嘉陵ホンダ（HONDA JIALING）視察
ご対応：長井昌也・総経理、川合幸雄・副総経理等
所在地：重慶市渝北区観月南路
　最初に長井総経理から歓迎の挨拶があり、ホンダの中
国展開につき次の通り説明。25年前に二輪の生産でス
タートし、その後4輪を生産、15年前から中国企業の嘉

陵工業との合弁で、本社を設立。芝刈り機や農機、建設
機の需要が高まる中、小型汎用エンジン等のパワープロ
ダクトを製造、世界での年間の生産600万台のうち150万
台を重慶で製造。その3分の2にあたる100万台をヨーロッ
パ各地に輸出している。
　続いて、本会の中本会長から視察団の受け入れに対す
るお礼とともに京都工業会の組織や事業、今回の産業視
察の目的等について説明。
　その後、川合副総経理の案内で工場内の汎用エンジン
の組立ライン、クランクシャフトの生産ラインや梱包工
程等を視察した。
　質疑応答では、社員の離職率が2％と低いことなどに
ついて回答があった。

●重慶盟訊電子科技有限公司　視察
ご対応：岳相軍・総経理、杜銀嬌・製造課副主任
所在地：重慶市南岸茶園新区機電一支路6号
　まず、岳総経理から歓迎の挨拶があり、同社の概要に
ついて説明。6500㎡の敷地に1200人の従業員が働いてお
り、主な製品は、監視カメラ、車載用電子部品、車載用
ロケーションシステムで、年間1500万台を生産、中央の
政府機関の支援を受けて、イノベーション企業として注
目されていることなどの説明があった。その後、杜副主
任の案内で工場内を視察。SMT生産エリアの総てのラ
インで、生産計画と進捗状況が把握できるシステムに
なっていることの説明を受け、ロボット生産システムに
よるプリント基板製造ラインを視察した。同社を視察し
た外国のグループは2団体目であり、重慶市の配慮によ
る特別の扱いであることの説明があった。

●重慶市人民政府外事僑務弁公室　訪問
ご対応：唐文・副主任
所在地：重慶市渝北区洪湖東路57号
　唐副主任から重慶市政府の重点施策について説明があ
り、中本会長からも本会の概要と共に今回の視察団の目
的と中国の経済発展の中で特に重慶が大きく発展してお
り、今後、京都との関係が深まることを期待していると
の挨拶があった。その後、唐副主任から、重慶の投資環
境は中国で第5位、西南地域では1位になっており、電子

2018　 中 国 産 業 視 察 団 報 告 11
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機器や自動車が主な産業、スマート化への取り組みが急
速に進められており、今年の8月には中国スマート化博
覧会を開催し、アリババや華偉、百度などのIT企業が
参加し注目度が高まっていること、また物流拠点として
の優位性、多くの研究機関や大学があり優秀な人材の確
保が可能であることの説明があった。

●在重慶日本国総領事公邸での夕食会
ご対応：小松道彦・総領事、斎藤憲二・副総領事、
　　　　中野桃子・副領事
所在地：重慶市渝中区民生路235号
　　　　jwマリオットホテル重慶内
　最初に、小松総領事から挨拶があり、重慶に赴任する
前に思っていたことに3つの間違いがあったことを次の
通り説明。①大気汚染は思っていた程ひどくなく、霧の
多いまちであった、②政治闘争は早くに終わり、市長と
副主任のコンビで経済発展を進めている、③反日気質は
強くなく、対日感情は非常に良い。大学や日本語学校で
日本語を勉強している人が多く、多くの市民が日本に観
光に行っている。先週には製造の自動化を支援している
団体の「チーム京都」が交流のために重慶を訪問された
ことの紹介もあった。
　各テーブルで重慶の詳細な経済状況や生活等について
懇談し、結びに、中本会長からおもてなしに対するお礼
と重慶に対する感想が述べられた。

■11月13日（火）
●長沙経済技術開発区　訪問
ご対応：王頊・招商合作局副局長
所在地：長沙市星沙三一路2号　
　まず、王副局長から説明。本区は1992年に設立された
国家クラスの開発区であり、元は農村地であった。現在
は人口20万人で、2008年以降、自動車・部品メーカーが
急増した。自動車、建設機械、電子情報産業が主体で、フォ
ルクスワーゲンやフィアット、三菱自動車などが進出し

ている。建設機械は中国全体の生産量の23％を占めて 
いる。
　質疑応答では、優遇税制や日本企業の進出状況、イン
フラの整備状況、進出のメリットなどについて質問があ
り、回答。特に、部品メーカーの多さと若くて優秀な労
働力確保の容易さを強調された。

●住友ゴム（住友橡膠（湖南）有限公司）　視察
ご対応：川内康典・人事部マネージャー
所在地：長沙経開区凉塘東路1318号
　川内マネージャーから、2010年に中国第2のタイヤ工
場として長沙に建設し、2012年から本格稼働したこと、
その後、生産量は右肩上がりで、従業員は約1000人、日
本人は7人働いており、環境に優しく、地域と共生し、
品質を向上させることを企業目標に掲げていることを説
明。工場視察では、自動化された製造工程を見学し、検
査方法、検査内容等の説明を受けた。

●その他の視察
　長沙更新技術産業開発区を車中から視察するととも
に、張家界市の武陵源風景区と上海市の上海タワー・外
灘地区等を視察した。
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　遊び心を大切に、技術と品質保証で全国の多様な業界
へ積極的に営業展開を行う同社の丸山社長にお話を伺い
ました。

― 今年創業60周年ですね。
　先々代が昭和34年に個人創業しましたが、いわゆる何
でも製造屋さんで、映画村の小道具なども制作していた
と聞いています。今の会社の土台を築いたのは先代で、
昭和46年に法人を設立し今期48期目を迎え、私は2代目
となります。

― どのようなタイミングで社長を引き継いだのですか？
　先代が平成19年に他界、私が38歳の時です。急遽代わ
りを務めることになり、分からないことばかりでしたが、
従業員をはじめ役員幹部の方々の力強い後押しで今日ま
で続けられています。

― 社歴で特に印象に残る出来事はどんなことですか？
　昭和58年にNC自動旋盤を導入したことです。中小企
業では比較的早い時期の導入かと思いますが、加工技術
が大きく変化し、マシンの作動管理技術が重要となりま
した。大量生産が可能となり、売り上げを大きく伸ばす
きっかけとなりました。

― リーマンショックはどのように乗り越えましたか？
　代表就任の翌年で、先代がコツコツ積み上げてきたも
のが一気に崩壊する瞬間を目の当たりにし、大きな衝撃
を受けました。しかし従業員をはじめ周囲の方々に助け
られました。就任浅く信用の無い私の方針を支え実行し
てくれた社員、取引先、仕入れ先の方々の協力は骨身に
沁みました。信頼されることの大切さを痛感し心に刻ん
でいます。この時から社内体制を見直し、量産ではなく
多品種変量加工へと大きく舵を切り、それまでは、1社
取引が、多い時には売り上げの8割を占めていましたが、
顧客を拡大するために業種や地域の垣根を越えて活動、
今では多くの地域、企業へと拡がりつつあります。

― どのように取引先を広げているのですか？
　先代やお取引先から教えていただいたモノづくりの基
本、特に品質保証を前面に押し出し、新規開拓を行って
います。人を介した紹介も多くありました。出会える場
があれば積極的に参加しています。例えば展示会、商談
会に参加し来場者へのアピールはもちろん出展者との関
係づくりも大切にしています。私達中小企業が、東京で
出展することは、一大決心が必要です。同じ決意を持っ
た、いわば同志の人達との大切な出会いの機会として大
いに活用しています。

　
―  御社のスローガン「遊心技追」は、どんなきっかけ

で生まれたのですか？
　リーマンショックの時に本当に仕事が無くて、助成金
を利用し、社員に休んでもらうことも考えましたが、「こ
の機会に会社の設備や端材を自由に使って技術を磨こ
う、好きなものを作ろう！」としたところ、思いもよら
なかった様々なものができてきました。仕事で図面通り
に作ることだけでは、設備の能力を最大限には使い切っ
ていないことがわかりました。今まで試したことが無い
事にチャレンジする、今はその機会としても展示会を活
用しています。「製造業全日本コマ大戦」参加も、その
取り組みの一環です。自由な発想と遊び心を持って創意
工夫を重ねることで、技術が磨かれ新たな価値が創造で
きることを確信しました。

― 企業コピー「未来を削る」に込める思いとは？
　社員の呟きから企業コピーができました。私達の会社
はモノを「削る」コトで「新たな価値」を作り出してい
ます。「削る」技術の追求により、未来社会の構築に貢
献できることに大きな喜びを感じています。

― 新年にあたり今後の抱負をお聞かせください。
　一昨年、東京にOFFICEを開設し営業担当者や私が頻
繁に東京へ行くようになりました。お取引先・パートナー
企業は関東地方のみならず、北は北海道から南は九州ま
で拡がりました。多くのことにチャレンジして全国各地
の様々な産業の方々と係わりを持ち、より多くの人たち
の未来を削り出したいと思います。

「遊心技追」で心と技を磨き、「未来を削る」コトで
新たな価値を創造する　〜削る専門集団〜

㈱丸山製作所 社長　丸山　栄三氏

■会員企業トップにインタビュー〈15〉 ㈱フジタイト プロフィール
設　立：昭和46年8月（創業昭和34年11月）
資本金：2,000万円
社　員：43名
住　所：京都府久世郡久御山町森川端89-1
業　種：精密部品製造業

本社社屋

品質検査の様子切削庭園
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「iPS細胞技術の利用・実用化の現状
 〜難病パーキンソン病の治験開始〜」
 京都大学iPS細胞研究所（CiRA）
 副所長・教授　髙橋　　淳氏
　2007年、山中京大教授によるヒト
iPS細胞作製から10年以上たち、本年8
月京大がパーキンソン病の再生医療の
国内初の臨床試験（治験）を始める等、
日本発の再生医療の本格化の動きを受
けて、同治験に取組む京都大学の髙橋
教授をお迎えし、お話をいただいた。
　講演では、iPS細胞の性質（自己複製、多能性）や臨
床応用（病態解明、創薬、再生医療）、そしてパーキン
ソン病の治験について説明がなされ、最後に、いわゆる

「死の谷」を超えるには、・科学的根拠に基づいた治療法
の開発  ・臨床株を用いた十分な非臨床試験  ・研究早期
からの企業や関係省庁との連携が必要だと述べられた。

10
2第619回　京都工業クラブ

「人工知能はビジネスをどう変えるか」
 ㈱日立製作所　フェロー　理事　矢野　和男氏
　人工知能（AI）を使った家電等が私
達の生活に入り込みつつある中、AI
をビジネス成果につなげるため、実際
のAI適用事例等から今後を展望すべ
く、長年に亘りAIの研究開発を推進
してこられた日立製作所　矢野フェ
ローをお迎えし、お話をいただいた。
　講演では、今の複雑・多様かつ加速的変化の時代には
今までのルール指向からアウトカム指向への変化が必要
で、その為のツールがAIであるとして、企業の導入事例
も多数紹介された。またビックアウトカムとして「ハピ
ネス」の追求がトレンドであり、その為のAI活用も紹
介される等、AIの本質と今後の潮流を学ぶ機会となった。

11
28第620回　京都工業クラブ

「 2 0 1 9 年 の 経 済 見 通 し 」
 ㈱三菱UFJ銀行　経済調査室長　佐藤　昭彦氏
　我が国の企業収益は堅調で景況は改
善してきているものの、直近では米中
貿易摩擦への警戒感から株価が乱高下
を示すなど不安な要素も垣間見えてい
ることから、三菱UFJ銀行　佐藤経済
調査室長をお迎えし、来年の経済見通
しについてお話をいただいた。
　講演では、「今年ほど翌年の見通しが難しい年は珍し
い」とされつつ、世界経済を見るポイントや米中貿易摩
擦を始めとする米国を巡る通商問題を紹介された後、米
欧中を中心に世界経済見通しと日本経済の消費税増税の
影響も解説され、新年に向け有意義な例会となった。

12
10第621回　京都工業クラブ
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2016年半ばより持続してきた世界経済の拡大基調を受けて、我が国の企業収益、雇用など多くの指標も景気が緩や
かに拡大していることを示していますが、米国と中国との貿易戦争や米国株の下落などの不安材料があり、日本でも
株価が下落するなど景気や業績への影響が懸念され始めています。

以下により、今回調査の結果、そして傾向について前回との比較も交えながら、その抜粋を報告します。

【調 査 の 概 要】　調査期間　平成30年11月9日（金）〜 12月17日（月）
　　　　　　　　調査対象　会員企業　トップ　　307社
　　　　　　　　回 答 数　145社（回答率　47.2％）

【回答会社内訳】 〈規模別〉資本金 〈業種別〉
2,500万円未満 30社（20.7％） 金　　 属 22社（15.1％） 建　　 設   7社（  4.8％）
2,500万円以上5,000万円未満 30社（20.7％） 電　　 機 30社（20.7％） 電力・ガス   0社（  0.0％）
5,000万円以上1億円未満 31社（21.4％） 機　　 械 35社（24.1％） 食　　 品   4社（  2.8％）
1億円以上10億円未満 23社（15.8％） 化　　 学   8社（  5.5％） 金　　 融   3社（  2.1％）
10億円以上 31社（21.4％） 繊　　 維   1社（  0.7％） そ の 他 31社（21.4％）

（本調査の詳細な報告書をご希望の際は事務局までご連絡下さい。） 印　　 刷   4社（  2.8％）

景気動向調査を実施� 本会全会員を対象に

景 気 の先行き見通しにやや厳しさ

〔全般的な景気動向について〕
⒈�　当面の景気動向については、「ほぼ現状で推移」が
72.4％（前回56.5％）と大幅アップの第1位となってい
るが、「徐々に悪化」が15.1％（前回2.5％）で第2位に
浮上、「徐々に拡大基調」が11.7％（前回34.8％）で第
3位に後退している。景気の拡大は緩やかに維持・継
続しているが、懸念材料もあり先行きの見通しがやや
厳しくなっている状況も現れている。

⒉ 　景気が拡大・現状推移と回答した中で、景気拡大は
いつ頃本格化するかとの問いには、平成31年7 〜 9月
が20.5％で1位、同年4〜 6月が17.2％で2位と31年前半
の回復を予想する回答が上位を占めた。同年10 〜 12
月が10.7％で3位となっている。

⒊ 　景気の先行き懸念材料としては、「米国トランプ政
権の動向」が49.7％で1位（前回36.0％）、「中国経済の
動向」が47.6％で2位（前回26.1％）になったことが注
目されるとともに、「米国経済の動向」が34.5％（前
回14.9％）で3位となり、米中貿易戦争を発端とした
世界経済、日本経済への影響等に対する不安の高まり
が際立った。前回第一位の「人手不足への不安」
32.4％（前回46.6％）が第4位とやや後退した。また、
本年10月に予定されている「消費税増税」29.7％（今
回初設問）が第5位の懸念材料となっている。

⒋ 　円相場の今後の予想について、110円前後が53.1％
（前回54.0％）と1位となり、115円前後が31.0％（前回
34.2％）で昨年同様の見通しとなった。

　 　また、自社として望ましいレートについても、同じ
く110円前後が35.9％（前回34.2％）で1位となった。

〔企業活動について〕
業　　況： 10 〜 12月は「不変」が59.3％（前回49.1％）

と前回同様1位になったが、「上昇」が22.8％
（前回42.9％）と減少し、一方「下降」が
15.9％（前回5.6％）と増加しており、成長の
勢いがやわらぎ、いくぶん停滞減速の傾向も
見えてきている。

生産・売上高： 業況の状態を裏付けるように「不変」が

56.6％（前回42.9％で2位）で1位となり、こ
れに対し前回1位の「増加」が27.6％（前回
48.4％）で2位と順位が入れ替わった。「減少」
は14.5％（前回7.5％）で3位であった。

在　　庫： 10 〜 12月は「適正」が83.4％（前回75.2％）
で1位、1〜3月の予想でも86.2％で1位となり、
改善傾向が明確になってきた。

収　　益： 「不変」が62.1％（前回48.4％）で1位、そし
て「好転」は2位で23.4％（前回37.3％）と減
少した。

資金繰り： 10 〜 12月は「普通」が74.5％（前回71.4％）
で前回同様1位、1 〜 3月の予想でも「普通」
が71.0％と大きな変化はなかった。

設備機器： 「適正」が80.0％（前回80.7％）を占め、「不足」
は、15.9％（前回11.8％）でやや不足感が増
加している。

雇用状況： 景気回復に伴う「人手不足」は依然として顕
著であり、特に技術・開発部門での「不足」
が61.4％（昨年56.5％）、現業部門でも52.4％
（昨年51.6％）と昨年より増加している。

設備投資： 「本年度と同規模」が51.0％（前回46.6％）で
1位、「本年度より増額」が26.2％（前回
31.1％）で2位となっており、「新年度は実施
を見送る」は0.7％（前回2.5％）である。一
方「本年度より減額」が13.1％（前回8.1％）
であり、やや縮小の気配もあるが、本年度に
続き新年度の設備投資も活発に行われる見込
みとなっている。

当 面 の：「人材の育成」が57.2％（前回60.2％）で6年�
経営課題　 連続第1位と依然として重要な課題となって

いる。「人手不足への対応」は46.2％（前回
45.3％）で昨年に続き第2位と高い水準が続
いている。働き方改革を進めるためにも欠か
せない「生産性向上への取組み」は34.5％（前
回36.0％）と第3位で、4年連続して3割を超
える企業が課題としている。
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―京都発。新産業・新技術の創出をめざして―
京都産学公連携フォーラム2019　ご案内

《京都ビジネス交流フェア2019と 同時開催》

と　き：2月14日㈭、15日㈮
ところ：京都パルスプラザ（京都市伏見区竹田鳥羽殿町5）
主　催：京都工芸繊維大学、京都産業大学、京都大学
　　　　京都府立医科大学、京都府立大学、同志社大学
　　　　立命館大学、龍谷大学、京都府、京都市
　　　　京都商工会議所、京都産学公連携機構
　　　　（公社）京都工業会
共　催：（公財）京都産業21

【プログラム】
基調講演　（2月14日㈭　10：10 〜 12：20）
「中小モノづくり企業が取り組むべきAIの活用について」
　　　（国研）産業技術総合研究所
　　　情報・人間工学領域　人工知能研究戦略部
　　　上席イノベーションコーディネータ
� 杉村　領一�氏

シーズとの出会い
「京大ナノハブ拠点の紹介と㈱Eサーモジェンテックの利用事例紹介」
 京都大学　松嶋　朝明 氏
 ㈱Eサーモジェンテック　南部修太郎 氏

「容易な挿入を可能にする内視鏡推進デバイス」
 龍谷大学　永瀬　純也 氏

「無線給電装置における磁界局在化技術」
 （京都イノベーション推進協議会 京都地域スーパークラスタープログラム）
 京都大学　木村　真之 氏

「スマートハウス向けユーザインタフェース技術と実生活応用アプリ」
 京都産業大学　平井　重行 氏

「AI等を活用した質量分析のデータ解析省力化の取り組み紹介」
 ㈱島津製作所　山田　洋平 氏

「独特な香りを持つ漆/リグニンコンポジットフィルムの創製」
 京都工芸繊維大学　山田　和志 氏

「京都独自の乳酸菌ライブラリーの構築」
 京都市産業技術研究所　和田　　潤 氏

「高圧力を利用する新しい食品・細胞観測技術開発」
 京都府立医科大学　赤坂　一之 氏

「認知症・高齢者の経済活動リスク検知
 ―消費能力判定プログラム―」　　
 京都府立大学　吉冨　康成 氏

「高精度画像計測向け新規画素値補間手法の紹介」
 同志社大学　小武内　清貴 氏

「任意形状で繰り返し固定が可能な可変粘弾性シート」
 立命館大学　教授　満田　　隆 氏

「機能性金属ナノ粒子の抗菌・防カビ効果の検討」
 京都府中小企業技術センター　松延　　剛 氏
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◆業務革新研究会　活動紹介
　本会の数多くの人材育成事業の中でも、基幹事業の1
つである「業務革新研究会（8研究会）」では、9月例会
から後期・実務編に突入し、研究会毎に先進的な取り組
み事例に学ぶ工場見学や前期・基本編で各アドバイザー
から学んだ各種手法を実際の企業事例で実践する現場改
善実習を行う等、活発な活動を展開している。
以下、主な活動概要を紹介する。

［購買調達革新研究会］（9月18日）
　「サプライヤー評価と育成、各種コストダウン手法、
海外調達のあり方」を研究している購買調達革新研究会
では、去る9月例会において、北村繁一アドバイザー（元
オムロンロジスティッククリエイツ㈱取締役）から、グ
ローバル調達の在り方、集中購買、パートナー企業の評
価、育成等について演習を通して講義を受けた。
◇集中購買
　○集中購買と分散購買の比較
　　 競合部品を集約化することでサプライヤーにも大き

なメリットが期待できる
集中購買の強み 集中購買の弱み

・技術の集中
・スケールメリットによるコ
スト交渉

・標準部品化の推進
・情報の一元化
・サプライヤーとの連携強化

・事業部門との遊離
・責任意識の欠如
・ローカルサプライヤーの情
報欠如

・生産への対応力低下

分散購買の強み 分散購買の弱み
・事業部門との連携
・管理責任の明確化
・生産への早い対応
・ローカルサプライヤーの最
大活用

・技術の分散
・スケールメリットの分散
・標準部品化の停滞
・情報収集の複雑化
・サプライヤー数の増大

［VE（開発・設計革新）研究会］（10月19日）
　製品や部材のもつ機能面に着目するVE手法から、開
発・設計段階に適用する具体的方法を実践を通して研究
している「VE（開発・設計革新）研究会」では、谷　
彰三アドバイザー（バリューアップ研究所　代表）から
学んだVEの考え方を基に三菱電機㈱三田製作所を訪問
し、VE事例の取組みを学んだ。
◇フェーズⅠ
　・VE基礎教育による周知徹底→VE基礎講座の開催
　・製造段階へのVE適用→「1図面VE活動」の開始
◇フェーズⅡ
　・開発上流段階へのVE適用→1図面VE活動の適用拡大
　・海外生産拠点へのVE適用→海外生産拠点へのVE教育
◇フェーズⅢ
　・より開発上流段階へのVE適用→活動牽引組織の設立
　　（受注前からのコストの創り込み）
◇VE実践活動
　①1図面VE活動事例
　　A3用紙1枚にまとめたワークシートに従ってVEを実施
　　 全社共通のワークシートで、この活動で抽出したア

イデアは全社で共有し、アイデアバンクとして運用
②取引先との共同VE活動
　　年々提案件数が増えている。
　　主要取引先と月例の定期VEミーティングを開催
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新 入 会 員 ご 紹 介
（12月7日、第318回理事会で承認されました。）

　 ㈱ 三 井 田 商 事
 社長　　井　上　智　之　
〒612-8447 京都市伏見区竹田西内畑町19
 TEL.075-622-6611　FAX.0120-661139
　業　　種：OA機器の販売、保守、メンテナンス
 ウォーターサーバー事業

賛助会員

ゴルフ同好会
（KIG）だより

▶平成30年度第4回例会（第224回例会）結果
　と　き：平成30年11月29日（木）
　ところ：ジャパンエースゴルフ倶楽部
　参加者：11名（内、シニア3名）
　　優　勝　山分　芳造氏（山分物産㈱）　　ＢＧ賞
　　準優勝　坂根　順一氏（大和ハウス工業㈱）
　　３　位　丹後　　彰氏（キリンビバレッジ
 バリューベンダー㈱）

K.I.G

優勝した山分氏（右）とKIG増山会長（左）

このほど、「平成30年度　京都府産業功労者表彰」
を、本会関係で3氏が受賞されました。
会員各位とともに、心よりお祝い申し上げます。

◇三洋化成工業㈱　　　社長　安藤　孝夫 氏
◇日東精工㈱　　　　　社長　材木　正己 氏
◇㈱やまとカーボン社　会長　瀧本　正明 氏

平成30年度 京都府産業功労者表彰　受賞
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■はじめに
　株式会社最上インクスは薄板金属加工を中心に企画・開発・
試作・量産とお客様のステージに合わせて幅広いサービスを提
供しています。
　1950年創業で「世界の開発を支援する開発型メーカー」とし
て「顧客の事業を成功に導くイノベーションパートナー」にな
る事を目指しています。
　ここでは2016年に取り組んだ事例として「IoTを活用した、
多品種少量ヒートシンク生産プロセス」の取組み内容とそこか
ら得た学びをご紹介します。

■背景
　情報通信機器、家電など様々な物が高機能化、小型化してい
く中、ICやLEDなどの熱対策が重要になっています。
　また、ニーズの多様化から商品のライフサイクルが、ひいて
はメーカーの開発サイクルがどんどん短くなっています。
　そうした中弊社では強みである薄板金属加工技術を活かして
差別化出来る新たな武器として、金型レスでオーダーメイド出
来る独自のヒートシンク“saisink”を開発しました。（図1、図
2）オーダーメイドの手軽さや、薄板で軽量という特徴も受け、
サンプルや試作レベルではある程度反響あったのですが量産と
しては思ったような案件数に至らない状況が続きました。
　そこで組立て品で多品種少量という事もあり、製造技術の課
題に加えて抱えていたリードタイム、品質管理、製造コストな
どの課題に焦点を当てました。

■取組み前
　取組み前は工程が分かれ（図3）、部品加工以外は人手作業に
頼っており
１、生産状況を細かく把握出来ず、実態が見え難い
２、抜き取り検査で全数寸法の保証が出来ない
３、�小ロット（1個〜 100個程度）では製造コストに占める検
査費（人件費）の割合が大きくコストを抑えられない

という課題がありました。

■取組み内容、効果
　取組み後は自動化＋IoT活用する事で（図4）
１、�各設備のＰＬＣを社内ネットワークにつなげ、生産状況、
製造条件、アラーム内容を随時データベースに保存し、グ
ラフ化する事で実態を把握し、改善点が診え易くなった

２、�レーザーで識別コードを部品に印字し（図5）、工程内で自
動検査したデータと紐付けてサーバーに保存するシステム
を作り、全数寸法を保証

３、�検査を工程内で自動化する事で（図6）、小ロットの場合に
大きくなっていた製造コストに占める検査費の割合を抑え
る事ができた

という効果がありました。

■学びと今後
　ここまで取組みを紹介してきましたが、このIoT活用事例は
残念ながら結果的に失敗事例です。
　ある程度見込みに対しての効果はあったのですが、そもそも
課題の認識が事業停滞の本質とズレており、オリジナルヒート
シンクを事業として伸ばす事には活かせませんでした。
　この取組みから得た学びは
１、�IoTで何が出来るか？という「技術起点」ではなく、何を
すれば顧客や自社の価値に繋がるか？という「価値起点」
で考え価値に繋がる課題を解決する「手段」としてIoTを
活用する

２、�関連する情報全てをデータ化して活用しようとすると壮大
なシステムになりコストがかさむので解決する為に本当に
必要なデータはどれ？影響が大きいデータはどれ？と問い
かけ「目的に見合ったシステムの大きさ」という視点でデー
タを絞る（必要なら予備実験をしてでも）

３、�IoTに限らずだが、一歩目を踏み出してやってみれば見え
ていなかった課題が見え（現われ）乗り超えていく事で机
上だけでは身に付きにくい「本当に必要な技術、知識」が
身に付き、学んだ事は残るという3点です。

　この学びを活かして現在別のテーマに取組んでおります。
　弊社は今後も失敗と学びを繰り返しながらですが、顧客の事
業を成功に導くイノベーションパートナーとなれる様チャレン
ジを続けていきたいと考えています。

株式会社最上インクス
京都市右京区西院西寿町5番地
社長：鈴木滋朗　　創業：1950年
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作加工　精密金型

図2　saisinkオーダーメイド例図1　独自のヒートシンク
"saisink"の構造

図6　自動検査図5　コード印字

図3　取組み前

図4　取組み後
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