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特 集

自動車「産業」の変化と「業界」変化自動車「産業」の変化と「業界」変化

　2021 年４月、本田技研工業（ホンダ）が 2040 年
までに世界での新車販売すべてをＥＶ（電気自動
車）、ＦＣＶ（燃料電池車）にすると表明しました。
販売車両のすべてをＥＶ、ＦＣＶに限定するとの
表明は、ＨＶ（ハイブリッド車）勢力が強い日本
企業では初めてのことです。
　一方で世界に目を向けると、V

ボ ル ボ
olvo（スウェーデ

ン）、J
ジ ャ ガ ー
aguar（英国）などが先駆けてＥＶ化を表明

していました。Jaguarは2025年からＥＶ専業ブラ
ンドに、Volvoは2030年までに新車販売のすべてを
ＥＶにすると表明したのです。２社の販売台数は
約9.6万台、67.7万台（2020年実績）と、規模とし
ては小さいのですが、全車両をＥＶ化するという
発表に世界が驚きました。
　一方で埼玉県内企業にも取引が多いホンダは、
2020年の販売台数は約441万台、世界の完成車企業
のうち販売台数では６位の座にあるグローバル完
成車企業です。販売台数も上述の２社とは桁違い

ということがお分かりいただけますが、開発、生
産、販売車両が多い分、すべてを電動化にシフト
するには多大な投資が必要となります。
　ホンダが開発し、国内販売をスタートしたＦＣ
Ｖ「C

ク ラ リ テ ィ
LARITY」にみられるように、同社は国内完成

車企業の中でも電動化に対する意識が高い企業で
す。ＦＣＶのカテゴリーで捉えると、世界初の車
両発売はトヨタ自動車（トヨタ）の「M

ミ ラ イ
IRAI」で

した。2017年にトヨタは「ＦＣバス」を、そして
2018年にホンダが「CLARITY」の発売を開始してい
ます。以降、上汽大通（中国、SAIC）が「FCV80」

（2017年）、D
ダ イ ム ラ ー

aimler（ドイツ）「GLC F-CELL」（2018
年）と続きますが、2021年５月現在で既に発売が
開始されているＦＣＶは10車種程度に過ぎません

（2021年５月現在、データはマークラインズによ
る）。このことを考えると、環境性能が高い（走行
時ＣＯ２排出がゼロに近い）車両であるＦＣＶに
いち早く開発着手したホンダは、環境規制に敏感
だといえるでしょう。思い起こせば1970年に発行
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された米国・マスキー法にいち早く技術対応した
のはホンダでした。本年４月のホンダの発表を耳
にした際、1970年代の自動車産業の動きを思い出
したのは筆者だけでしょうか。

　以上、ＥＶ市場が拡大するさまを示しましたが、
その結果として何が起こるのかも考えなければな
りません。これまでも議論されてきたように、内
燃機関車のシェアが減ることは、例えばエンジン

　もちろん、ＦＣＶは水素充
じゅうてん

填の在り方や水素ス
タンドなどの課題が山積みしていますので、たや
すく参入できる分野ではありません。水素の性質
を考えれば、危険性に対する社会受容性なども問
われてきますので、簡単に市場拡大というわけに
はいきません。他方で、ここ10年ほどで拡大し続
けてきたのがＥＶ市場です。
　図表１は、世界の乗用車市場におけるＥＶのシ
ェアを示したものです。データは国際エネルギー
機関（ＩＥＡ）が公表しているもので、2010年か
ら2020年の11年間を時系列に示しました。ここか
らも明らかなように、グローバルの乗用車市場で
は、右肩上がりにＥＶシェアが伸びていることが
うかがえます。特に2015年頃を皮切りに伸びが顕
著ですが、この背景には中国におけるＥＶ市場の
拡大が一因します。中国は2015年に「中国製造2025」
という産業政策を打ち立てました。その重点項目
に新エネ車が挙がります。新エネ車とはＥＶやＦ
ＣＶなどを指し、その市場拡大、そして中国国内
での技術強化のための支援策がこの時期から積極
的に展開されました。例えば消費者がＥＶを購入
する際に多額な補助金が用意されるなど、市場拡
大を後押ししたのです。
　ただ、本稿で強調したいのは、いくら特定の国
や地域におけるＥＶ市場が拡大しているとはいえ、
現状でのＥＶシェアは５％に満たないという点で
す（正確にはバスやトラックなどの商用車を含め
ると、もう少し高くなる可能性がありますが、2021
年５月現在においてＩＥＡは最新のデータを公表
していません）。
　しかし、読者の皆さんも気付かれていると思い
ますが、世界各国はカーボンニュートラルに向け

て、ありとあらゆる動きをみせています。具体的
な数値を表明する国もそうですし、その目標値に
向けて世界的な大企業が、事業活動で使用する電
力等が排出する温室効果ガスの量を実質ゼロにす
る目標値を掲げはじめています。
　これら目標値をクリアするには、各企業や家庭
などの取り組みはもちろんのこと、莫

ばくだい
大なＣＯ２

を排出する輸送部門も何かしらの対応が急務とさ
れています。そこに着目した各国政府は、相次い
で自動車の電動化政策を設けだしたのです。日本
でも、菅政権が2030年にガソリン新車販売禁止を
発表したのも記憶に新しいですね。他国も同様に

（むしろ、日本は後追いの形でしたが）、自動車先
進国を中心に多くの目標を掲げました。図表２は
その一部です。同表から、今後はガソリン自動車
を中心に従来の内燃機関車が減少していくことは
明白です

※
。先のＩＥＡは、各国政府のこれらの表

明が順守されれば、2020年に11百万台だったＥＶ
市場は2030年には145百万台まで拡大すると予測
しています（ここでのＥＶは、ＰＨＥＶ、ＦＣＶを
含みます）。

図表１　グローバルにおけるＥＶシェア（乗用車、2010～2020年）

注：ここでの EV は､電気自動車のほか､プラグインハイブリッド車
　　（PHEV）、FCV を含む。
出所：IEA Website より筆者作成（2021 年５月 14 日参照）
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つからだ」としています。この取り組みはＥＶ需
要の高まりに併せた製品開発とくくることができ
ます。
　この日本精工のように、自社技術を他の製品需
要に振り分ける展開をみせる企業もあれば、自社
だけではなく他社との連携にも動いている企業も
多くみられます。
　これら企業の連携などの背景には、やはり電動
化など自動車技術の変化が大きく影響します。少
しデータは古くなりますが、図表３をご覧くださ

といった新聞インタビューを受けて、
以下のように答えています。「典型的
なガソリン車がＥＶに切り替わると、
主に変速機向けの部品点数が３割減
る」（出所：同上新聞）。部品点数が
３割減とはとても大きな減少幅です。
しかし、同社はその需要減に対して

「摩擦を減らして静粛性を高めた製
品に力を入れる」「モーターはエンジ
ンと比べ音が小さく、摩擦音が目立

などこれまでの主要部品産業が縮小していくこと
も明らかです。
　例えば日本精工のようにエンジン向け製品を手
掛ける企業でも、自動車向け需要の減少が想定さ
れる中、ＥＶの特性に着目した技術展開を模索す
るといった動きが出てきました（「日本経済新聞
2021年３月25日付参照」）。同社は自動車向けの売
上高が７割を占める企業で、主力製品はエンジン
に多用されるベアリングです。同社社長は自動車
の「電動化が進むと需要がどの程度減りますか」

図表２　主要国の電動化政策（2021年５月現在）

図表３　日本企業の研究開発費上位10社

出所： IEA, Global ＥＶ Outlook 2020 , p. 135～137、マークラインズより筆者作成

出所：「日本経済新聞」2018年7月26日、2019年9月14日付より筆者作成

国 左：新車販売台数（2020 年） ＥＶ主要目標（乗用車）右：グローバルに占める割合

中国 2,531万台 32.5％
・2025年までにNEV（PHEV、BEV、FCEV）の販売台数を全体の25％に
・2035年をめどに新車販売の５割をEVに、残りはすべてHEV以上に

米国 1,445万台 18.5％
・2025年までに乗用車商用車販売台数の15％、30年までに30％をEVに
・（カリフォルニア州）2035年までにICE（内燃機関）車の販売禁止

日本 460万台 5.9％

・2030年までに新車販売の２〜３割をBEV+PHEVに、３〜４割をHEV、３％をFCEVに
・2030年にガソリン新車販売禁止
・2035年までにすべての新車販売を電動車に（含、軽自動車）
・2050年までに販売車計の100％をHEV、PHEV、BEV、FCEV

ドイツ 327万台 4.2％
・2030年までに新車登録の700〜1,000万台をEV（BEV+FCEV）に
・2050年までにすべての新車販売をZEVに

インド 294万台 3.8％ ・2030年までに乗用車全販売モデルの３割をBEVに

フランス 210万台 2.7％

・2023年までに保有台数のうち50万台をPHEVに、66万台をBEV（incl.FCEV）に
・2028年までに保有台数のうち180万台をPEVに、300万台をBEV（incl.FCEV）に
・2040年にガソリン車新規販売禁止

ブラジル 206万台 2.6％
・2030年以降、ガソリン、ディーゼル燃料の新車販売を禁止
・2040年以降、上記車両の運行禁止

英国 196万台 2.5％
・2030年までに新車販売台数の５〜７割をEVに
・2035年にはガソリン車新規販売禁止

韓国 191万台 2.4％

・2022年までに保有台数の43万台をBEVに、6.7万台をFCEVに
・2030年までに新車販売台数の33％以上をBEVもしくはFCEVに
・2040年までにFCEVタクシー８万台導入

ロシア 163万台 2.1％ -

順位
２０１８年度 ２０１９年度

企業 投資額
（億円）

（前年度比
増減率） 企業 投資額

（億円）
（前年度比

増減率）
1 トヨタ自動車 10,800 （1.4％） トヨタ自動車 11,000 （4.8％）

2 ホンダ 7,900 （8.1％） ホンダ 8,600 （4.8％）

3 日産自動車 5,400 （8.9％） 日産自動車 5,500 （5.1％）

4 デンソー 4,950 （10.6％） デンソー 5,200 （4.5％）

5 パナソニック 4,900 （9.1％） ソニー 5,000 （3.9％）

6 ソニー 4,700 （2.5％） 武田薬品工業 4,910 （33.3％）

7 日立製作所 3,500 （5.1％） パナソニック 4,800 （-1.7％）

8 キヤノン 3,400 （1.9％） 日立製作所 3,350 （3.6％）

9 三菱電機 2,250 （6.9％） キヤノン 3,125 （-1.0％）

10 NTT 2,200 （4.7％） 第一三共 2,250 （10.4％）
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い。これは2018年度、2019年度の日本企業による
研究開発投資実績を示したものです（トップ10社）。
このデータからも明らかなように、自動車企業、
自動車部品企業がトップを占めています。とりわ
け注目したいのは、その研究開発の中身です。自
動車産業におけるＣＡＳＥ（Connected：コネクテ
ッド、Autonomous：自動運転、Shared & Service：
シェアリング/サービス、Electric：電動化）、Ａ
Ｉといった動きは、これまでの同産業が必要とし
てきた技術を大きく変えようとしていますが、こ
れら企業の研究開発投資はそこに向いているので
す。
　これは必ずしも、完成車企業や大手部品企業に
限ったことではありません。巨大な自動車の産業
構造の一員である中小零細企業にも、その対応が
少なからず求められてきます。読者の中にも、「そ
ういえば加工指示が変わった」「供給される素材が
変わった」という経験をお持ちの方もおられるで
しょう。車の電動化が進むと、バッテリーやモー
ターなど重量のある部品搭載が進みます。その分、
他の部品を軽量化しなければならなくなると、ど
んなに細かい部品であっても軽量化につぐ軽量化
が求められてくるのです。部品変化という目に見
えた変化ではなく、加工指示の変化など業務内容
の変化でそれを知る企業も多いでしょう。
　そして、規模が大きな企業になると、部品開発、
製品開発といった役割も求められるため、従来と
は異なる分野の部品製品にトライする必要性も出
てきます。上述の日本精工のように、自社技術を
軸に他分野も意識する取り組みもそうですし、も
しかするとまったく未知の部品分野に参入を試み
る企業も出てくるでしょう。その際に気付いてい
ただきたいのが、その新規の研究開発費をどこか
ら抽出するのかという視点です。１社単独でそれ
を担うには、非常に莫大なコストを要します。そ
こで多くの企業が選んでいるのが、他社との連携
というパターンなのです。
　その中には企業間連携だけではなく、例えばＭ

＆Ａという手法を採る企業もあるでしょう。いず
れにせよ、自動車関連企業はこれまでの産業構造
を変化させるほどの動きを呈しているのです。こ
れらの企業が織り成すのは、次の自動車産業（筆
者は「モビリティ産業」と称しています）に向け
た新たな産業構造なのです。

　そしてこの構造も、興味深い企業群で成り立ち
つつあります。その企業群は、大きく５つに分類
できると筆者は考えています。
　① 自動車関連企業同士の提携
　② 自動車関連企業と異分野企業との連携
　③ 自動車異分野企業（単体）
　④ さまざまな技術を有するサプライヤー同士
　　の大連携
　⑤ ベンチャー企業（スタートアップ企業）
　それぞれをみていきましょう。まず、「① 自動
車関連企業同士の提携」ですが、ここでも上述の
ホンダと、GM（米国）を例に示しましょう。両社
は20年以上前から提携関係を結んでいますが、こ
こ数年で提携内容をより深化させています。特に
これまでは、自動運転技術などＣＡＳＥ時代に必
要な技術開発分野での協業が主となっていました
が、昨年発表されたエンジンやプラットフォーム
の共通化、部品の共同調達などは、どちらかとい
えば企業の本業の中心軸となるものです。日本の
自動車企業では、日産自動車（日産）と三菱自動車、
そしてフランスのR

ル ノ ー
enaultの３社連合が同様の協

業を進めていますが、この３社連合は資本を介す
るものです。他方でホンダとGMのケースは資本
関係までには踏み込まず、あくまでも技術、そし
て調達などの経営分野の協業に特化したものです。
　この連携についてGMのトップは次のように表明
しています。「今回の協業は、両社のリソース活用
により、将来のモビリティ技術への投資を加速す
ることができます。両社の豊富な協業実績があれ
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ば、四輪事業において大きな相乗効果を発揮する
ことが可能となるでしょう」（以上、本田技研工業

（株）Websiteニュースリリース（2020年９月３日
付https://www.honda.co.jp/news/2020/c200903.html
より引用）。この言葉にあるように、両社の連携は

「モビリティ技術への投資」を共に行う、つまり
は多額の投資額を２社で分担することにより１社
当たりの負担を小さくする狙いがあります。
　同様のケースは例えば、トヨタとマツダ（2017
年８月）にもみられます（ただし、両社は相互に
株式取得という形をとった資本提携です）。その他
にも、スズキ、SUBARU、ダイハツ、トヨタ、マツ
ダの５社が次世代車載通信機の技術仕様に向けた
共同開発に合意するといった動き（2021年４月）
にも、各社の技術を持ち寄り、共通基盤を整える
ことで、投資額や人員などのリソースを小さくし
ようという意図が見えてきます。
　そして、ＣＡＳＥ時代に加速したのが「② 自動
車関連企業と異分野企業との連携」の動きです。
ここではトヨタを例示しましょう。トヨタを頂点

とする巨大な自動車部品取引構造（ピラミッド構
造）は皆さん、容易に想像がつくでしょう。トヨ
タのグループ会社（とはいえ、世界的にも巨大な
サプライヤー）であるデンソーやアイシン、トヨ
タ紡織などがトヨタの車づくりを支えてきました
が、これらの企業がいかに巨大だとはいえ、自動
運転などの次世代技術にすぐにキャッチアップで
きるわけではありません。そこでトヨタが進めた
のは、株式会社Preferred Networks（PFN）との共
同開発の着手や、Japan Taxi株式会社（現：株式
会社Mobility Technologies）への出資といった

「仲間づくり」です（図表５）。PFNはディープラ
ーニング（機械学習・深層学習）などの分野で世
界中にも有名になった東大発ベンチャー企業です。
2014年に設立した企業ですが、翌2015年にはトヨ
タがPFNに出資、2017年にも追加出資しています。
ディープラーニングがすぐには自動車とは理解し
づらいかもしれませんが、ディープラーニングに
よるＡＩ進化が自動運転技術には必要不可欠とも
いわれています。トヨタはそこに注目し、異分野
企業であるPFNとの連携を深めているのです。
　そして、おそらく皆さんが最近になって頻繁に
耳にする例が「③ 自動車異分野企業（単体）」に
よる参入でしょう。AppleやGoogleなど巨大ＩＴ企
業が自動車産業に参入するというニュースはもう
耳にたこができるくらいかもしれません。これら
ＩＴ企業がＣＡＳＥ分野で狙うのは、Appleのよう
に自社で製品設計を行い、外部企業に組み立てを
アウトソーシングするというiPhone生産と同じよ

図表４　ホンダとGMの戦略提携

図表５　トヨタ自動車にみるモビリティ産業参入パターン

年 概　要

2013 FCV部品の共同生産

2018 GM子会社（GM Cruise）へホンダが出資（自動運転分野）

2020

共同開発したEV２車種をホンダが米国で販売（GM工場で生産）

エンジンやプラットフォームの共通化、部品の共同調達

コネクテッドサービスの共同開発

パターン 時期 例

a 社内における新プロジェクトの展開 2015 未来プロジェクト室による「OPEN ROAD PROJECT」の展開

b 新技術開発に向けた子会社の設立 2016 TRI（米シリコンバレー）の設立

c 新技術開発に向けた他企業との連携 2014
（株）Preferred Networksとの共同研究の着手、2015年にはトヨタがPFNに出資、

2017年に追加出資

c
MaaSプラットフォームにおける横関係の構築

（「仲間づくり」）

2018
Japan Taxi（株）とタクシー向けサービス共同開発等の検討に関する基本合意書

の締結、トヨタが同社に出資

2019 JR東日本と観光周遊促進に向けた連携

出所：本田技研工業㈱Websiteニュースリリース（2020年9月3日付）
https://www.honda.co.jp/news/2020/c200903.htmlより筆者作成

出所：トヨタ自動車ニュースリリース、各種資料等より著者作成
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うなモノづくりであり、自動運転の実証実験を重
ねるGoogleのように莫大な情報データの蓄積から
ＣＡＳＥ時代の中核を狙おうとする動きです。実
際にAppleがどの完成車企業をアウトソーシング
先として狙うのか、GoogleはGoogle車を上市する
のかもしくは自動運転技術を売り込むのか、その
戦略はいまだ明らかにはなっていませんが、ＩＴ
企業が今後のＣＡＳＥ分野で大きな勢力となるの
は間違いありません。
　次の「④ さまざまな技術を有するサプライヤー
同士の大連携」というパターンは、筆者が興味を
もってみているケースです。本年３月、台湾の鴻
海精密工業（鴻海）がＥＶ事業に参入するという
ニュースが流れました。鴻海は2016年にシャープ
を買収した世界最大の製造受託企業です。スマー
トフォンや薄型テレビなどの電子機器受託生産を
主とする企業ですが、その企業がＥＶに参入する
と発表したのです。
　同社が目指すＥＶビジネスモデルとは、ＥＶ開
発用のオープンプラットフォームをＥＶメーカー
向けに提供し、その生産を大量受託するというも
のです。このモデルの軸となるプラットフォーム
を同社は「アンドロイドカー」と称します。アン
ドロイドとは、Googleがスマホメーカーに無償提
供する基本ソフトです。それと同様に、無償でＥ
ＶプラットフォームをＥＶメーカーに提供し、そ
こから組み立て生産を請け負うことで商売すると
いうビジネスモデルです。このプラットフォーム
には、「車両開発の骨格となるシャシー（車体）の
細かい寸法や規格のほか、自動制御運転などに使
う高速通信規格『５G』対応の細かい通信規格」な
ども含まれるとのことです（「日本経済新聞」2021
年３月26日付より引用）。これらが提供されること
により、ＥＶメーカーはＥＶの外観デザインなど
を企画すれば完成形をみることができるのです。
　そしてひと月半ほど遅く、日本の企業も「ＥＶ
生産20社連合」へとかじを切りました。ＥＶ用モ
ーターで知られる日本電産です。同社は本年３月

末に世界最大のモーター工場を中国遼寧省に完成
させました。この工場を中心に、工場近隣にＥＶ
関連部品を手掛ける企業を集積させる「サプライ
ヤータウン」構想を打ち立てたのです。日本の企
業では、先ほどのトヨタの系列にみられるように、
海外現地工場でサプライヤーパークを設けるとい
った動きがみられますが、これは製品をともにつ
くり上げるための集積ではなく、物流コストの低
減などを系列のサプライヤー同士で取り組むこと
を目的としたものです。この日本電産の構想は、
ＥＶという製品をターゲットに据えた新しい取り
組み、試みともいえるでしょう。鴻海も日本電産
も、従来のモノづくりでは、完成品企業を支える
サプライヤーでした。しかし、ＥＶ時代になると、
これまでの縁の下の力持ちが、主役級に躍り出る
ような動きを呈しつつあるのです。
　最後の「⑤ ベンチャー企業（スタートアップ企
業）」は、特に中国ＥＶ市場に顕著です。米国のＥ
Ｖメーカー、T

テ ス ラ
eslaがそのモデルとされていますが、

参入してわずか数年で株式市場に上場するなど、
急速に力をつけてきています。上海蔚来汽車（NIO）
は、2014年に設立したベンチャーで、2018年から
2020年にかけて1.3万台、2.0万台、4.5万台とＥＶ
販売台数を着実に伸ばしていることに注目が集ま
っています（販売台数はマークラインズによる）。
世界に先駆けて量産ＥＶを手掛けた日産のデータ
を確認すると、ＥＶ専用車「L

リ ー フ
EAF」の同年の販売

台数は2.6万台、2.0万台、1.3万台です。日産のよ
うに自動車の大量生産に長く従事してきた企業が、
ＥＶ分野では新興メーカーに追い越されたという
見方もできます。
　この中国新興ＥＶメーカーに顕著なのが、その
販売台数増だけではなく、資金調達の在り方です。
中国の地方政府からの出資だけではなく、ＩＴ大
手のテンセントなどからの出資額を大きくしてい
ます。莫大な資本金を研究開発や人材にまわし、
世界最大のＥＶ企業となったTeslaを追いかける
構図です。
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◇

※　自動車の走行時よりも、ＥＶ生産にかかるＣＯ
２排出量が多いという指摘、議論もあります。例え
ばＥＶに必須なバッテリーは、その生産時に莫大な
ＣＯ２を排出するという指摘もありますし、ＥＶ走
行に必要となる電力供給のためには、例えば日本の
ように火力発電などＣＯ２排出が免れない供給シス
テムがメインの国もあります。
　そのため筆者は、国や地域によっては必ずしも、
ＥＶが環境性能に長ける自動車ではなく、ＨＥＶや
ＰＨＥＶなど従来の内燃機関も動力源とする自動車
の方が適しているケースもあると考えます。これら
議論が今後深まっていくと、必ずしも世界の主流が
ＥＶになるとは限りませんが、2021年現在での風潮
はあくまでもＥＶが主役になるというトーンです。

　言うまでもなく、今後の産業構造の中には、筆
者が考える以上の形態があり得るでしょう。特に
注目したいのは、従来の自動車関連企業以外の企
業の動向です。Teslaが世界トップのＥＶメーカー
となったことを否定する方はいないでしょうが、
次のTeslaの座につくのは全く無名の企業でもあ
り得ることなのです。そしてこの無名の企業が必
ずしも、機械系企業とは限りません。自動運転や
コネクテッドといったＣＡＳＥ時代の中心技術は
情報通信技術であり、それは機械系＝ハードに対
して、ソフト産業のくくりにあります。
　本稿では触れていませんが、サービス産業から
の参入も大いに期待されます。ＣＡＳＥだけでは
なく、移動者へのサービスに軸を置くMaaS

（Mobility as a Service）では、コトづくりが重
視されます。そこで活躍が期待されるのは製造業
企業だけではなくサービス業に関わる企業群です。
　以上にみたように、自動車「産業」は大きく変
化しながら「業界」としての中身も劇的に変化さ
せています。その変化の中心にあるプレイヤー企
業の入れ替わりも容易に想像がつきます。自動車
産業に携わる企業の方はアンテナを高くし、新た
な潮流に乗ることも求められます。これはいまだ
臆測の域を出ませんが、新たな潮流に乗ることは、
その企業の経営思想や戦略も柔軟に変える必要が
生じてくることでしょう。皆さんの企業でもぜひ、
今後の同産業を注視しつつ、自社がどこでGOOD 
WAVEに乗ることができるか、見直してみてはいか
がでしょうか。

　もちろん、日本国内のベンチャーＥＶ企業の活
躍にも目を向けるべきです。株式会社ＦＯＭＭは
神奈川県に本社を置くＥＶベンチャーで、日本で
はなくタイ市場から市場参入を進めてきました。
同社ＥＶは、さいたま新都心エリアで実施される

「超小型ＥＶ シェアリングサービス」に導入され
ています。ご利用の方もいらっしゃるでしょうか。

「超小型ＥＶ シェアリングサービス」で使用されるＥＶ

写真提供：さいたま市
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　３Ｄプリンターを導入し、航空宇宙産業参入を
見据える同社の門屋社長に話をうかがいました。

■貴社の概要、製品について教えてください。
門屋　鋳物筆を製造する小峰製作所を1929年に創
業しました。その後、鋳造副資材関連として、ケ
レン、ガスチップ、ベントホールを製造するよう
になり、現在は砂の中子をメインに製造していま
す。中子とは空洞がある鋳物をつくるときに、空
洞にあたる部分として、鋳

い が た
型の中にはめこむ砂型

のことです。
　2016年に、これまでの小峰工業から世界に通用
する「ＫＯＭＩＮＥ」ブランドのさらなる展開を
目指し、アルファベットのＫＯＭＩＮＥ工業に社
名変更しました。
　鋳物筆は、鋳物砂で鋳物や中子などを製造する
ときに用いられる毛筆です。金型の形状部になる
表面に塗型と呼ばれる被膜を塗ります。当社の筆
は「使いやすい」と好評をいただいております。
　ケレンは、鉄・非鉄鋳造時に主型の中で中子を
固定する役割を果たすものです。当社は廉価なケ
レンから高精度のものまで、豊富な製品ラインナ

ップで国内最大シェアを誇っています。
　ガスチップは、シェル中子用のハイパワーガス
チップで、焼きムラ軽減や金型の変形等を防ぎ、
焼成時間の短縮が可能です。
　ベントホールは、中子造型用の金型に取り付け、
ガス抜きの空気穴の役割を果たす製品です。当社
が独自開発したウェーブタイプは、開口率が高い
のでガス抜けがよく、目詰まりしにくいセルフク
リーニング機構もありますので、その優れた性能
で海外企業からも高い評価を得ています。
　中子造型は、シェルモールドとコールドボック
スの中子があります。

■貴社の強みや特徴を教えてください。
門屋　良質でニッチな製品をつくっているのが強
みです。オリジナルの機械装置でつくり、スピー
ドはもちろん、昔からの技術を受け継いでいます。
機械を熟知しているので、熟練した技術力が自慢
で、技術を生かした製品開発力も備えています。
ベテランから若手への技術・技能の伝承が上手く
できています。研修、セミナーなど社員教育を通
じて、新しいことやデジタルにも対応することが

インタビュー

　　　  　　　　　 KOMINE工業株式会社　代表取締役　門
か ど や

屋 雅
ま ゆ み

佑美 氏

所 在 地 本　　社：久喜市栗橋中央2-4-30
 佐間工場：久喜市佐間602
代 表 者 代表取締役　門屋 雅佑美 氏
事業内容 鋳造関連副資材製造
資 本 金 2,000万円　従業員数　32名
Ｔ Ｅ Ｌ 本　　社：0480-52-1345 　
 佐間工場：0480-52-0650
http://www.komine-kogyo.co.jp

KOMINE工業株式会社

３Ｄプリンター製インペラーを手に「航空宇宙産業に参入する」と語る門屋社長
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できるスキルを持ったスタッフが強みです。スキ
ルアップするためにスキルマップを作成し、誰で
も見られるように張り出しています。

■今後の展開・抱負は。
門屋　自動車関連企業がメインの取引先ですが、
ＥＶ（電気自動車）に代わってきていますので、
航空宇宙産業に参入していこうと考えています。
そこで、３Ｄプリンターや３軸・５軸のマシニン
グセンターを新たに導入しました。コロナ禍で航
空機産業が止まっていますが、研修期間を設けス
キルアップを図り、航空産業が動き出したときに
すぐに対応できるように備えています。
　売り上げ目標達成のためのモチベーションや、
各社員に目標を持たせてモチベーションを上げて
います。また、新しい設備を導入して研修を行い
モチベーションを上げていくことや、航空宇宙に
参入することでモチベーションアップを図ってい
ます。２年前に５年後は「航空宇宙に参入する」
と社員に言っているので、３年後には参入してい
るつもりです。
　メディアなどを通じて、当社の技術力をメーカ

ーや企業の方にもっと見ていただきたいです。当
社は昔から営業部がありません。今後は営業に力
を入れるべくやっていこうと思っています。そこ
で、新しいメーカーさんや新しい航空宇宙関連企
業さんに入っていける会社にすることが今の目標
です。そのために、技術を日々、磨いています。
　何事も百年単位と言います。創業して92年です
が、今、変わる時だと思います。変わる時に同じ
ことを同じレベルで同じことだけを続けて90数年
やっていることをそのまま引き継いでいいのかと
いうと、そうではありません。百年で区切って、
次にステップアップしていかなくてはいけません。
今、ちょうどその時に当社がきています。時代の
流れに乗り遅れないために、何をするかを常に考
えていかなくてはいけないなと考えています。そ
れのための新しい機会だったりします。
　「想像を創造する」という会社理念のもと、イメ
ージするものを形にすることを常に考え、伝統を
守りつつも革新的なアイデアを提供し続けていき
ます。お客様のニーズに合った製品、他にはない
オリジナリティにあふれる製品を創造する会社と
して日々邁

まいしん
進していきます。

想像＜イメージ＞を創造＜形に＞する会社

国内最大シェアを誇るケレン

KOMINEブランド製品を生み出すスタッフ

３Ｄ製品２

３Ｄ製品１

３Ｄベントホール

３Ｄ製品３
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わが社の 公社会員紹介ワンポイントＰＲ

東邦化研株式会社 http://www.tohokaken.co.jp

越谷市流通団地3-3-8
TEL　048-961-6161
資本金　5,000万円
従業員数　100名
■事業内容

①環境計量証明事業
　作業環境測定事業
②真空表面処理事業
③材料形態観察・分析
　事業

お客様が抱えている課題解決のお手伝いをいたします！

株式会社今泉精機

加須市下三俣1106-1
TEL　0480-68-5556
資本金　2,000万円
従業員数　21名
■事業内容
工作機械、光学測定、産
業機械、航空宇宙部品等
の金属加工

CNC 複合旋盤、マシニングセンターから精密研磨まで全工程社内生産
http://www.imaizumiseiki.co.jp

■鉄､ アルミ、真鍮、鋳物、樹脂プ
ラスチック､ チタン等の材料を問わ
ずミクロ加工できます。工作機械部
品、光学測定部品、航空宇宙部品を
研磨機、CNC複合旋盤、マシニング
センター等で全工程社内生産してい
ます。SUS630析出硬化熱処理研磨、
A7075の加工研磨、内外径同時加工
で１ミクロンの精密研磨も可能です。
小ロット多品種から大量生産までニー
ズに応じて対応できます。JISQ9100

（航空宇宙）も取得済みです。

■昭和28年創業。①各種事業所（特定
施設）等から排出される水質・大気・
産業廃棄物等の測定分析や作業環境測
定を担う「環境分析センター」、②各
種部品に対し真空プロセスを用いた表
面改質や薄膜コーティングの受託加
工を担う「イオンプレーティング部」、
③工業材料や製品の異物、または品質
確認のための形態観察・分析を担う

「材料解析部」の３事業で、お客様の
抱えている課題解決のお手伝いをして
います。

三矢精工株式会社 https://www.mitsuya-seiko.co.jp

深谷市上野台1400-10
TEL　048-573-3281
資本金　１億円
従業員数　155名
■事業内容

各種軸受・自動車関連部
品等の製造および販売

｢見えない製品｣に三矢の誇りを込めて､お客様と社会に貢献できる企業であり続ける
■1913年の創業から「お客様に必要な
企業であれ」という精神のもと、自動
車部品の国産化に伴い、巻ブシュの試
作研究にいち早く取り組み、1940年に
国内で初めて開発に成功しました。以
来、永きにわたり“モノづくり”を支え
る人材を尊重し、各産業界のお客様の
声を反映した材料と製品を開発するこ
とに取り組んできました。これからも、
永続的にお客様から選ばれ、社会に貢
献できる企業を目指していきます。 長年培われてきた技術と徹底した品質管理から

生まれた軸受製品群

CNC 立形複合研削盤 CNC 複合旋盤
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わが社の 公社会員紹介ワンポイントＰＲ

センチュリーイノヴェーション株式会社 http://www.centinno.co.jp

東京都中央区新川1-10-14
FORECAST茅場町８階
TEL　03-3297-3551
資本金　2,000万円
従業員数　６名
■事業内容

射出成形装置の開発・
製造・販売（主要製
品：超過型射出成形装
置Mold Lock X-801
シリーズ）

「卓上で 70cc まで成形可能な」樹脂完全溶融射出成形機
■樹脂溶融技術を実用化し、100tクラ
スの成形機の性能を卓上で実現する超
小型射出成形機「モールドロック®」
を開発しました。モールドロックは、
70cc吐出でき、家庭用の100V電源で
使用できる超小型射出成形機です。従
来の成形機と比べ、省エネ、省スペー
ス、金型の小型化を実現しました。商
品開発の生産性向上（スピード、コス
ト）や今までつくれなかったものを簡
易につくることに使用されています。
モノづくり革新に活用できます。

有限会社メーコー精機 https://meko.jp

さいたま市西区指扇567-3
TEL　048-624-5403
資本金　500万円
従業員数　４名
■事業内容

○工業系
モーター組付け製造

○農業系
日射潅水コントローラー
MKR-100T製造販売
細霧冷房装置
“クールミスト”販売

移動式細霧冷房装置 ” クールミスト ” で、暑い夏を涼しく快適に！
■昭和39年に設立し、創業56年。機械
加工で独立後、時代の変化と共に業種
転換を行い現在は印刷機械用コントロ
ールモーターの他、農業用の日射潅水
コントローラーの製造販売を行ってい
ます。
平成29年には細霧冷房装置開発をスタ
ートし、その後改良を重ね、移動式細
霧冷房装置を完成させました。使用し
たいところに簡単に設置できるので工
事費を削減でき、暑い夏を涼しくする
だけでなく乾燥やホコリなど気になる
場所の加湿にも利用できます。

株式会社ニッセイエコ https://www.nisseieco.co.jp

神奈川県藤沢市用田475
TEL　0466-48-7572
資本金　5,760万円
従業員数　68名
■事業内容

熱可塑性プラスチック製
品の製造および販売

プラスチック成形のグローバルメーカー
■プラスチック成形のグローバルメー
カーとして、自動車、建機、農機、医療、
住宅設備、電気通信など、さまざまな
分野の製品を開発し、パイオニア的役
割を果たしてきました。また、材料カ
スタマイズや機構デザイン、金型製造
などから射出成形・押出成形・DIP成
形と、それらの二次加工、アッセンブ
リーまで、きめ細かく対応することで、
お客様の製品開発をしてきました。今
後も時代に合った製品を開発し、常に
進化し続けていきます。

細霧冷房装置クールミスト ミスト設置例
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ロール加工では規格にないサイズの径を
自由に製作することが可能。

溶接はセールスポイントの一つ。薄板、
厚板、製缶物など幅広く対応。

マシニングセンターの活用で工法提案の幅が
さらに向上。

●技術と知恵で最適な加工方法をご提案
　「ものづくりを通じて社会に貢献していくこと」
を旗印に創業55年。建設機械、トラック、フォー
クリフトなどの車両関係部品、産業用掃除機部品、
試験機器部品等、試作品から量産品まで、幅広い
分野の金属加工を行っています。
　プレス機による切断・曲げ・絞り加工をはじめ、
旋盤・マシニングセンターによる切削加工、ワイ
ヤーカット放電加工、ロー付け・ガス溶接・アー
ク溶接(Tig、Mig)といった接合技術など、さまざ
まな加工技術を組み合わせ、お客様のニーズに合
わせた最適な加工方法の提案を得意としています。
　培ってきた技術と知恵、手加工板金のノウハウ、
各種汎用機械、精密工作機械を駆使し、多様化す
る製品、短納期、コストダウンなどの要望にお応
えするべく、日々取り組んでいます。
●受け継いできた「て加工板金」の技術
　強みは、製造スタッフが多能工なことで、技術
の要はハンドワークです。
　例えば、オイルフィルターやエアーダクトなど
の溶接作業では、オイル漏れやエアー漏れのない
接合技術はもちろんのこと、仕上がりの美しさも

求められます。火加減・手を動かす速度・角度に
至るまで、まさに熟練の技が試されます。
　鉄工所というと鉄筋や鉄骨のイメージがありま
すが、どちらかというと手で持てるくらいの大き
さの品物や、厚さ4.5ｍｍくらいまでの薄板と呼
ばれる製品が多く、溶接では0.4ｍｍからの板厚
に対応しています。
　製造スタッフの「ものづくり」へのこだわりが、
お客様からの信頼につながっています。
　最先端の加工技術にキャッチアップしながらも、

「溶接」「旋盤」「へら絞り」など、先人から受け
継いできた「て加工板金」の技術を次の世代へも
引き継ぐべく腕を磨いています。
●ものづくりの喜びを分かち合いたい
　「コロナ禍を背景に従来の価値観が大きく変化
し、ものづくりへのニーズはますます多様化する
と思います。防災や介護といった安心・安全に関
わる仕事にもチャレンジしてみたいですね。　
　お客様の課題解決に弊社の加工技術が少しでも
役に立つのであればうれしい限りです。私たちの
品物を手にした皆様が心から喜んでもらえるもの
を提供していきたい」と、上田社長は語ります。

　

所 在 地　さいたま市岩槻区柏崎109
代 表 者　代表取締役　上田 勝啓 氏
事業内容　金属製品加工、各種溶接、プレス加工
　　　　　機械加工、製缶板金
資 本 金　2,700万円　　従業員数　7名
Ｔ Ｅ Ｌ　048-798-1656
https://www.uedatekkousyo.com

株式会社上田鉄工所
企業紹介 
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会議の達人になろう～上手な会議運営のコツ

株式会社スタジオ 02　代表取締役　大関暁夫

第４回　会議を迷走させない「目的」「目標」の明確目目標標」」のの明明確確」の 確確化化確目目 」の目目目 の」的」「目「目「目 化化化化確確確確確第４回　会議を迷走させない「目的」「目標」の明確化

「何を生み出す会議か」が会議の「目的」
　今回は会議を迷走させずに運営する上で欠かせな
い会議の「目的」と「目標」の明確化についてです。
　会議における「目的」とは何か。定例会議であっ
ても、臨時に召集された会議であっても、何のため
の会議なのか、何を生み出す会議なのか、が明確で
なければ、議論が散らかってしまいます。この、何
のための会議なのか、何を生み出す会議なのか、を
明らかにすることが、会議の「目的」の明確化です。
　「目的」の明確化は言い換えると、「何について」

「何をする」のかを示し、 参加者で共有することで
す。「何について」は、 例えば「経営戦略について」

「営業について」「人事制度について」など。「何を
する」は、上位会議であれば「最終決定をする」で
しょうし、中間会議であれば「素案を取りまとめる」
となるでしょう。「意見交換する」という会議もある
でしょうし、「情報交換する」という会議もあります。

「素案を取りまとめる」はずの会議が、「意見交換」
や「情報交換」に終始していたのでは、「目的」から
はずれています。ファシリテーターは会議開催にあ
たって、第一にその会議の「目的」を明確化し、参
加者と共有しつつ方向感を維持することが重要です。
「その日のゴール」が会議の「目標」
　次に会議の「目標」です。これは会議各回の到達
点を定めることです。仮に会議の「目的」が明確で
あっても、その日その日の会議で何をどこまで進め
るのかが明確でないと、やはり会議は迷走しがちで
す。例えば営業会議なら「本日は、主管部からの複
数提案から一つに絞り込むところまで進めたい」と
か、「前回絞り込んだＡ案の問題点等について、関連
部からご意見いただき、最終案にまとめたい」等々。
より具体的な形で会議開始前にその日のゴールを参
加者に提示することが必要なのです。例えて言うな
ら、東海道五十三次の日本橋から京都までを徒歩で
踏破しようというイベントで、「今日どこまで行く
か」という目標を、主催者が日々の出発時に言って
いるか否かという違いに近いです。これを示さずに

歩き始めると、参加者は目標意識なく毎日ただ漫然
と歩くことになり、疲れたらそこが今日の到達点と
いうような締まりのないものになってしまうのです。
「目的」未達会議では「連続性」維持が重要
　「目標」は会議の初めに提示して終わりではあり
ません。会議の最後には必ず、本日の会議は予定通
り「目標」に到達できたのか、できなかったのか。
到達できた場合には、どのような形になったのかに
ついてしっかりと共有する必要があります。
　問題となるのは、「目標」に到達できなかった場合
です。この場合、次回どのように続きを進めるのか
等々について、ある程度の示唆を与える必要があり
ます。議論の多展開等による時間切れが原因である
なら、次回どこから再開するかを示します。原因が
明確でない場合は、「主管部・関連部と再協議の上、
次回議論内容について改めて参加者に通知します」
等々の対応方針を表明することが必要となります。
これは会議の連続性を維持する意味で、大変重要で
す。「目標」に到達できなかった場合、参加者も達成
感に乏しく尻切れとんぼのような印象に陥りがちで、
議論の継続意識を保ちにくくなるからです。
　会議の連続性維持が失われると最悪の場合、議論
を継続しても次回また同じことの繰り返しになり兼
ねません。複数回の会議にわたって議論の堂々巡り
的な流れが起きるのは、ファシリテーターが「目標」
に至らぬ原因究明意識に欠け、議論の継続対策がで
きていない場合がほとんどです。議事が上手く進行
しないときは、次回に向け関係者との事前打ち合わ
せを入念にすることが最大の解決策となります。

１．会議の目的
　・何のための会議なのか、何を生み出す会議なのか
　・会議で「何について」「何をするのか」を明示する
　・ファシリテーターが「目的」からのズレを防止する

２．会議の目標
　・本日の到達点、本日のゴール
　・到達、未達を参加者で共有する
　・未達の場合、会議の連続性維持に努める

会議の目的と目標
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　今回の鳥、虫、魚の三つの目の話は、さまざまな
分野で状況に合わせて使われていますので、ご存知
の方も多いと思います。私はこの考え方はモノづく
りにおいてとても役に立つ、分かりやすい切り口だ
と思っており、ぜひ改善を実行するときにお使いい
ただきたいと思います。
　まず鳥の目です。鳥は空を飛んで高い所から地上
を見ています。私たち人間より視野が広いですね。
人は目の前に見えているモノを見て判断しがちです
が、もっと広い範囲で物事を見るとまた別の判断が
出てきます。先月号で「気が利く人を生む作業訓練」
というテーマで、自分の仕事の後工程を見に行くと
いうことを書きましたが、まさにそのことです。普
通は自分の工程のことだけを見て、そこでベストと
思われる改善をしてしまいがちですが、それだと部
分最適の改善である可能性があります。鳥の目でも
う少し視野を広げて、全工程を見た上で全体最適の
改善ができたらもっと素晴らしい結果が生まれます。
　プレス・溶接・塗装を行うＤ社でのことです。第
一工程のプレスの方が後工程を見に行こうというこ
とで、溶接の仕事を見に行きました。するとそこで
は皆さんが溶接する箇所に付いている油を丁寧に拭
き取っていました。プレスの方たちはそのくらいの
油は全く問題がないと思っていたのですが、溶接の
方たちからするとその油は溶接品質に関わるので取
る必要があるとのことでした。それを知ったプレス
の方たちは、知らないで油のついた製品を送ったこ
とをわびて、すぐに改善を実行しました。その結果、
溶接工程での油取り作業は不要になりました。
　次に今度は溶接工程の方たちが次工程の塗装の仕
事を見に行きました。すると塗装の方たちは溶接の
際に出る火花による小さい金属粒（スパッタ）をや
すりで取っていました。目に見えないくらい小さい
のでいいだろうと思っていたのですが、塗装の人に
聞くと、目に見えなくてもその上に塗装をすると表
面にポツッと膨れが出て不良になってしまうと知ら
されました。それを知った溶接の方たちはすぐにス

パッタが付かない改善を実行して、塗装工程でスパ
ッタ取り作業をしないで済むようにしました。
　鳥の目で後工程を見るだけでこんなに改善が進み
ます。次にもっと高いところまで飛び上がって、お
客様が自分たちのつくった製品をどのように扱って
いるかまで見ることができたら、さらに素晴らしい
改善が生まれそうですね。
　次の虫の目は、肉眼では見切れないような細かい
ことを自分の目で見ることをいいます。虫は大きな
複眼でギョロギョロ見て触覚でペタペタ触って、も
のすごく細かいことを実際に見て（？）判断してい
るのだと思います。例えば私たちは不良が出てしま
う瞬間を自分の目で見ているわけではありません。
検査結果の不良数を聞いて判断しています。しかし、
もしその不良ができる瞬間を目で見ることができた
ら、対応策は随分と早く正確にとれるでしょう。こ
の頃はスマホやセンサーの発達で、これまで見るこ
とができなかったモノやコトを容易に見ることがで
きます。スマホのビデオを使って小さいモノを拡大
して、速いものをスローにして、いろいろなモノを
手元で見ることができます。このようにして自分の
目で現実を見るのが虫の目です。
　最後の魚の目は流れを見るということです。流れ
には二つあって、一つは先述の工程の流れ、もう一
つは時代の流れです。変化の速い時代に少し先を読
んで、準備をすることができたらいいですね。そこ
で、時代の流れを読んで一歩先んじた改善をしてこ
の厳しい変化の時代を生き抜いて勝ち進むのです。
　三つの目をギョロギョロ使ってさらなる改善を実
行しましょう！

｢現場改善」の力を倍増するヒント集

株式会社柿内幸夫技術士事務所　所長　柿内幸夫

第第第４４４回回回　三三三つつつののの目目目ををを持持持ちちちままましししょょょううう(((鳥鳥鳥ののの目目目､､虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫ののの目目目､､魚魚魚魚魚魚魚ののの目目目目目目目目目）））第４回　三つの目を持ちましょう(鳥の目､虫の目､魚の目）
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　タイでは、５月に入ると待ちに待ったドリアンの
季節の到来です。ドリアンは果物の王様と呼ばれ、
タイを含め南アジア全般で人気の高い果物です。こ
の時期に売っているのはモントーン種というドリア
ンで、１キロ当たり130～200バーツ（１バーツ＝約
3.5円)程度の値段で購入することができます。
　タイ商務省によると、2021年度のタイ産果物の輸
出は、昨年度より17％増の1,220億になると予想され
ています。特にドリアンの輸出は年々増加しており、
その中でも中国ではタイ産ドリアンが大人気で、出
来の良いドリアンは国内よりも高く取引される中国
へ輸出されます。中国向けの輸出が増えるにつれ、
農家の収入が上がりドリアン長者と呼ばれるまでに
なっています。
　タイ産のドリアンは日本にも輸入され販売されて
いますが、値段が高く、気軽に食することのできる
金額ではありません。ぜひドリアンのおいしい時期
にタイに来てトライしてみてください。
　常夏のタイでは、ドリアンに限らず年中おいしい
果物を食べることができますが、高級スーパーなど
では、海外からの輸入果物も多く販売されています。
その中でもひときわ高級なフルーツとして地位を築
いているのは日本産の果物です。特にいちごや桃、
マスカットなどの果物が人気です。ただ、輸送が難
しい日本の果物はどうしても値段が高くなってしま
います。タイサポートデスクが視察にいったスーパ
ーでは、日本産の桃が５個入り一箱5,000バーツ（約
17,500円）で販売されていました。タイ人にとって
一部の富裕層を除けば、めったに食べられるもので
はありません。

　このような市場環境を踏まえてか、日本のいちご
をタイ北部で栽培して、タイ国内で販売している日
本の事業者もいます。タイ産の日本いちごは、輸入
物の1/3以下の値段で販売されています。
　コロナの影響で日本への渡航ができなくなったこ
とも影響し、本物の日本の味をタイで味わいたいと
いう需要は拡大しています。
　タイサポートデスクでは、今年度から現地視察代
行サービスを開始しました。今回のようなスーパー
における価格調査のほか、工業団地や展示会の視察
代行も行っていますので、ぜひご活用ください。

埼玉県タイサポートデスク
https://www.saitama-j.or.jp/thai-sd

フルーツ王国タイで存在感を増す日本の果物フルーツ王国タイで存在感を増す日本の果物

タイ便り

≪サポートデスクのご案内≫
＼サービス内容をリニューアルしました／
⑴相談(困りごと等)　⑵情報提供(現地、人材等）
⑶視察代行(工業団地等)　⑷ネットワーク(企業交流等)など
問合せ先 タイサポートデスク
 　Eメール　thai-bsd@netloc.jp
 公社　取引支援グループ
 　TEL　０４８－６４７－４０８６
≪埼玉県からの情報発信≫
Facebook｢埼玉県海外ビジネス支援｣もぜひご覧ください。
https://www.facebook.com/saitama.globalbusiness

旬の時期はドリアンが果物売り場の主役 高級スーパーで販売される日本の果物
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　新型コロナウイルスの感染者は、埼玉県
内だけでも４万人を超えています。誰が感

染してもおかしくない状況ですから、従業員が感染
することも予測しておかなければなりません。そこ
で、従業員が新型コロナウイルスに感染した場合に、
労災保険の対象となるかについて述べます。
　まず、労災保険について簡単に説明します。労災
保険は、政府が管掌する労働者の業務上の事由また
は通勤による負傷、疾病、障害または死亡について、
被災労働者や遺族に対し必要な保険給付を行う制度
です。労働者を１人でも使用する事業所は、原則と
して保険の対象となり、保険料は事業主が負担しま
す。
　次に、新型コロナウイルスに感染した場合の労災
保険の適用については、昨年、厚生労働省が基準を
示しています。一般論として個別の事案ごとに感染
経路、業務または通勤との関連性等の実情を踏まえ、
業務または通勤に起因して発生したと認められる場
合には、労災保険給付の対象となるとしています。
　そして、具体的に医師、看護師などの医療従事者
や介護従事者（医療従事者等）が感染した場合には、
業務外で感染したことが明らかである場合を除き、
原則として労災保険給付の対象となるとしています。
これによって医療従事者等は、具体的な感染経路を
特定できなくても、原則として労災保険給付の対象
となります。医療従事者等以外の者であって感染経
路が特定された場合に、感染源が業務に内在してい

たことが明らかに認められる場合には、労災保険給
付の対象となるとしています。医療従事者等以外の
者で感染経路が特定されていない場合であっても、
感染リスクが相対的に高いと考えられる次の①、②
のような労働環境下での業務に従事していた労働者
が感染したときは、業務により感染した蓋

がいぜん
然性が高

く、業務に起因したものと認められるか否かを個々
の事案に即して適切に判断することとしています。
①　複数の感染者が確認された労働環境下での業務
（２人以上の感染が確認された場合や、例えば施
設利用者が感染している場合）

②　顧客等の近接や接触の機会の多い労働環境下で
の業務（バス・タクシー等の運送業務、小売店販
売業務、育児サービス業務等）

　①、②以外での業務でも感染リスクが高いと考え
られる労働環境下の業務に従事していた場合には、
潜伏期間内の業務従事状況や一般生活状況を調査し、
個別に業務との関連性（業務起因性）を判断するこ
とにしています。以上のように基準に基づいて労災
保険の適用を判断することになります。
　労災保険の請求手続きは、被災労働者が行います
が、それが困難である場合には、使用者が請求書の
作成等に助力しなければなりません。なお、労災事
故の場合、事業主は労災事故が発生したこと（例え
ば新型コロナウイルスの感染者が職場から出たこと）
を露見するのを恐れ、事故の発生を隠すこと、いわ
ゆる労災隠しは絶対にやめるべきです。

ＡＡＡＡ

弁護士　権田陸奥雄　弁護士　権田陸奥雄　

新型コロナウイルスと労災補償新型コロナウイルスと労災補償Q

企業　法律企業　法律のと Q&AQ&A

従業員が新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険の対象となりますか。
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第 74 回賞与支給予定調査結果【令和３年夏季】トピックス
https://www.saitama-j.or.jp/seminar/syouyotyousa2021kaki

この調査は、当公社が県内中小製造業を対象に、夏季賞与について調査したものです。
企業が賞与支給額等を決定する際の参考にしていただく目的で実施しています。

●平均支給予定額の前年同期との比較
　・平均支給予定額 55,583円の増加（増減率 15.7％）
　・平均支給予定月数 0.15カ月増
●支給状況

・「支給する」企業は、70.9％（前年同期比5.3ポイント増加）、「支
給しない」企業は28.8％（前年同期比3.8ポイント減少）となっ
た。また、売上高比較では、売上高が「増加」した企業が25.9
％となっており、前年同期比で13.4ポイント増加した。

・従業員規模別にみると、前年同期に比べ「支給する」の割合は
１～ 9人と30 ～ 39人の企業以外は増加した。

・賞与を支給しない理由は「業績の低迷、悪化」が67.0％と最も
多く、前年同期（67.2％）と比べほぼ横ばいとなった。

●支給予定金額の分布
・前年同期と比べ、最も多い分布が「20万円～ 25万円未満」から
「25万円～ 30万円未満」（18.3％）へと移行。また、「25万円～
30万円未満」以上の区分は増加もしくは横ばいの傾向があり、

「20万円～ 25万円未満」以下の区分は減少傾向であった。

◆調査概要◆
◎調査時期
　令和３年５月10日～５月24日
◎調査対象
　県内中小製造業　2,000社
◎調査方法
　郵送による書面調査
◎回収率
　17.4％（有効回答数347社）

支給予定額、予定月数とも増加
支給予定額は 15.7％アップ

   平均支給予定額 　408,958 円（前年同期比 55,583 円増）
平均支給予定月数       1.52 カ月（前年同期比 0.15 カ月増）
            平均年齢          42.1 歳（平均勤続年数 13.4 年）

問合せ先 　公社　研修・情報グループ　ＴＥＬ ０４８－６４７－４０８７

36.1%36.1%

36.3%36.3%

68.1%68.1%

64.7%64.7%

77.6%77.6%

64.9%64.9%

69.4%69.4%

81.3%81.3%

85.7%85.7%

73.5%73.5%

92.7%92.7%

86.2%86.2%

92.1%92.1%

84.1%84.1% 9.1%9.1%

63.9%63.9%

63.7%63.7%

31.9%31.9%

33.8%33.8%

22.4%22.4%

31.6%31.6%

30.6%30.6%

18.8%18.8%

10.7%10.7%

26.5%26.5%

7.3%7.3%

12.1%12.1%

7.9%7.9%

1.5%1.5%

3.5%3.5%

3.6%3.6%

1.7%1.7%

6.8%6.8%

R3

R2

R3

R2

R3

R2

R3

R2

R3

R2

R3

R2

R3

R2
100

従業員規模別支給の有無
支給する 支給しない 未記入

最近の支給予定の推移（全体）

353,375
381,458 371,875

385,689 383,511
399,069

425,510425,510
408,958408,9581.37

1.50
1.42

1.49 1.46
1.53 1.52

1.61

（円）

550,000

500,000

450,000

400,000

350,000

300,000

250,000

（カ月）

1.90
1.80
1.70
1.60
1.50
1.40
1.30
1.20
1.10
1.00
0.90

R3年H26年 H27年 H28年 H29年 H30年 R1年 R2年

支給額

支給月数



事務局（公社）での感染予防対策について
○研修受付時の検温（非接触型体温計）およびアル

コール消毒液の設置
○手洗い、手指消毒、咳エチケット等の推奨（貼紙等）
○通常よりも研修の定員を減らして運営します
○１テーブル１名の着席とするとともに、前後のス

ペース確保にも努めます
○こまめな休憩時間の設定（１時間ごとに５～ 10分

程度）
○各施設における外気を取り入れた換気状況の確認

●Webライティング講座
　Webツールが発達し、多くの人たちが自分でサイト
を作ったり、情報発信したりできるようになりまし
た。ただ、文章が苦手で作成が進まない、あるいは
一生懸命書いたわりには伝わらないというケースも
見られます。Web文章の基本を知り、「集客」「販促」
を目的とした、「伝わる」文章を書く方法を学びます。
日　時 7/12( 月 ) 9:30 ～ 12:30
受講料 会員6,700円　一般7,800円
●伝える！写真撮影テクニック講座
　ホームページやブログはもちろん、フェイスブッ
クやインスタグラムなど写真を公開する環境が増え
ました。ただ美しい・かっこいいだけでなく、「伝わ
る・使える」写真の撮り方を伝授します。デジカメ
だけでなく、スマートフォンでも参加できます。
日　時 7/12(月)13:30～16:30
受講料 会員4,600円　一般5,700円
上記研修会場
　大宮ソニックシティビル10階
　埼玉県産業振興公社　研修室
●「５Ｓの見える化」実践工場視察研修
　「５Ｓ」と「見える化」について、講義と実践す
る工場の視察とで学びます。
日　時 7/16(金)10:30～16:30 現地集合・現地解散
会　場 パナソニック(株)ライフソリューションズ社
　　　 新潟工場（新潟県燕市）
受講料 会員13,300円　一般15,400円

問合せ先　公社　研修・情報グループ
　　　　　TEL　０４８－６４７－４０８７

　リモートワーク導入に関わるＩＴ活用事例と共に、
導入によって顕在化している身体やメンタルの不調
の実態と対応策について学びます。また、企業にお
けるリモートワークの導入やさらなる活用に向けて
役立つ内容をお届けします。
日時 7/19(月)14:00 ～ 15:30
　　 ZoomによるWeb配信
内容 (株)ドコモCS 法人営業部長 塩澤 光康 氏
　　 ・新型コロナウイルスが「働き方」に与え
　　 　た影響
　　 ・現在のテレワークの推進状況について
　　 ・テレワークの代表的な課題と解決策
　　 (株)empheal　取締役　菊間 章之 氏
　　 ・リモートワークによる心身のさまざまな
　　 　変化と相関性
　　 ・テレワーク時代を乗り越えるための打ち手
定員 30名　　費用 会員無料　一般2,100円
問合せ先　公社　研修・情報グループ
　　　　　TEL　０４８－６４７－４０８７

　ストレスを積極的に受け止め、ワーク＆ライフの
質を上げる積極的な方法を学びます。禅の思考法と
呼吸法は、世界的のグローバル企業はもとより、ア
メリカの行政も導入しています。今だからこそ、一
度これまでの思考法を棚卸しして、ブレない人間軸
を確立し、明るく一歩前に進みませんか？
日時 7/6(火)13:30 ～ 16:30
　　 ZoomによるWeb配信
内容 ①ストレスについて、ロジカルに課題を認
　　 　識する
　　 ②日本人の脳の特色を通じて課題を認識する
　　 ③Personal Growth思考法を学ぶ
　　 ④Personal Growth思考法トレーニング 他
講師 禅教育普及会 代表 玉溪 氏
定員 50名　　費用 会員無料　一般2,100円
問合せ先　公社　研修・情報グループ
　　　　　TEL　０４８－６４７－４０８７

公社
情報

７月のおすすめ研修
https://www.saitama-j.or.jp/kensyu

【Web配信】公社会員優待Webセミナー
今から始めるリモートワーク導入セミナー
https://www.saitama-j.or.jp/seminar/21kta

【Web配信】公社会員優待Webセミナー
世界が認める禅の「Personal Growth 思考法」
と「呼吸法」でストレスに倒れない！
https://www.saitama-j.or.jp/seminar/21ktb

公社
情報

公社
情報
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information 企業の皆様へホットな話題を提供！



　価値観・生活様式・産業構造・サービス形態が急
変する今、企業として「どんな価値を生み出したい
か」「どうありたいか」を考えることの重要性が増し
ています。
　公社では、内閣府知的財産戦略推進事務局の「経
営デザインシート」を活用し、県内中小企業が将来
の姿を描くための支援をしています。 経営ビジョン
策定から実践までの継続的なサポートを実施します。

経営デザインシート（ＫＤＳ）活用のメリット
　「これからの姿」を検討・見える化することで、
社内の意識合わせや事業承継に役立つことはもち
ろん、事業計画のエッセンス資料、金融機関等の
ステークホルダーへの説明資料等、「想い」や「長
期ビジョン」の共有に活用することができます。

　ＢＣＰアドバイザーが、中小企業の事業継続力強
化計画の策定をサポートします。
　支援期間は令和３年度内となります。
対 象 者 県内に事業所を有し、事業継続力強化計
　　　　 画が未策定の中小企業（50社程度)
支援方法 オンライン（Zoom）または対面にて策定
　　　　 支援します。
支援回数 ３回（１回当たり３時間程度）
費　　用 無料

【支援内容】
　第１回：事前ヒアリング、計画の作成準備
　第２回：計画案の作成
　第３回：計画の完成
問合せ先　公社　経営支援グループ
　　　　　TEL　０４８－６４７－４０８５

　製造現場における省力化・省人化に関する課題に
ついて、専任のアドバイザーがご相談をお受けして
います。「人手不足」「働き方改革への対応」などの
課題解決にご活用ください。
　例えば、このようなお悩み事はございませんか？

「若年層の採用難もあり、人手不足により残業時間
が増加」「顧客からの注文が、多品種・小ロット化し、
生産性が低下」等。
　現状分析から、省力化・省人化診断による課題の
見える化、課題解決の提案を行い「生産性向上」「設
備投資」の促進を図ります。
対 象 者 県内に事業所を有する中小企業
費　　用 無料
高橋慎一（たかはし しんいち）アドバイザー

「生産性向上」をテーマに、製
造業・サービス業の業務プロセ
スや現場改善、省力化・省人化 
などのさまざまな経営課題の解
決に取り組んでいます。

問合せ先　公社　経営支援グループ
　　　　　TEL　０４８－６４７－４０８５

https://www.saitama-j.or.jp/seminar/reiwa3jigyoukeizokuryokukyoukakeikaku

https://www.saitama-j.or.jp/kikaku-2/sandaikadai

https://www.saitama-j.or.jp/chizai/chizaikeiei

知財経営力向上支援 
未来の経営戦略を考えませんか
～10年後も顧客に選ばれ続けるために～

事業継続力強化計画策定支援
　将来のリスクに備えた計画を
　無料で策定支援します　　

製造現場における
省力化・省人化相談をご活用ください

公社
情報

公社
情報

公社
情報

知財経営コーディネータ
西村 孝司（にしむら たかし）
経営視点での知財活動を支援いたし
ます。 経営者から実務者の皆様まで、
お気軽にご利用ください。

稲葉　敦（いなば あつし）
知財・標準化活動を通じて得た経験、
知識を元に経営目線でご支援すべく
お悩みに対しご相談に応じます。

問合せ先　公社　産学・知財支援グループ
　　　　　TEL　０４８－６２１－７０５０
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出典：内閣府知的財産戦略推進事務局－経営をデザインする－
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/keiei_design/siryou01.pdf
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創業者紹介　埼玉で起業した　・　　・　　

中鶴 日南（なかづる ひなみ）さん (63)
　30年以上勤務した老舗食品メーカーの営業職を55歳
の時に早期退職し起業。その２年後には自社ブランド
商品を本格的にスタートさせ、起業７年目には百貨店
での販売を実現させた。今後は実店舗のオープンを目
指す意欲あふれるシニア起業家。

株式会社伊奈京
北足立郡伊奈町栄4-120-3
ＴＥＬ　048-723-2141　　　　創業　2012年10月
事業内容
　のり、お茶、梅干し、お菓子などの職域販売

　のりを製造販売する会社で営業職として30年以上勤
めた後、早期退職して「いつか挑戦してみたい」と思
っていた起業を実現しました。よく「起業には不安が
つきもの」と言いますが、私の場合は扱う商品が現役
時代とほぼ変わらず、社内ベンチャーの立ち上げに関
わった経験もありましたので、販売先や売り上げの確
保には見通しがありました。退職前から付き合いのあ
る会社に起業を計画していることを伝え、独立後に職
域販売をさせてもらう仮約束を取り付けていました。
また、勤務先とは起業後の取扱商品や販売ルートにつ
いて話し合いをさせてもらい、互いにすみ分けができ
るように調整を行いました。気持ち良く商売をするに
は「恩義を払った上で独立する」ということは大切で
す。

創業のきっかけは？

　のりやお茶、乾物などを扱っており、販売形態は主
に「職域販売」といって、企業の従業員様向け社内販
売や、企業様主催のファミリーセールなどに出店して
います。

事業内容は？

　地元百貨店の期間限定販売など、販路が広がった矢
先、コロナ禍で現在は大苦戦しております。
　今は我慢の時期と捉え、終息後、自分が良いと思え
る商品を集めたセレクトショップのような実店舗の運
営が目標です。

今後の展開・夢は？

・ノ ノ
ひと ヒト

www.nitto-tech.co.jp

広告

中 鶴  日 南 さん株式会社伊奈京

銀行や保険会社などのオフィスの一角で行って
いる「職域販売」

スーパーでは売っていない「特別感があって産地に
こだわった品」をとりそろえている

「独立事業者にとって同業他社はライバルである一
方、持ちつ持たれつの関係だと実感した」と語る中
鶴さん
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-714-0345

2014年4月 WindowsXP、2020年1月 Windows７
　　　　　正式サポートが終了しました。
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〒367-0073　埼玉県本庄市都島570-43　
　　　　　　　　　　　　　 FAX.0495-21-88530495-24-2451TEL 楽天市場 ヤフーショッピング

紙製マスクケース

各サイトから
ご購入いただ
けます。
１セット100枚入り

大口注文・オリジナルデザイン(会社ロゴや裏面

などに広告等を入れられます。）承ります。
お気軽にお問い合わせください！

折りたたまずに
収納できる！
折りたたまずに
収納できる！

日本製

マスクを外す場面での一時保管用にお客様に大変喜ばれます。
食事の時や携帯用予備のマスク入れにもお使いいただけます。

飲食店 旅館・温泉 病院・医療機関 学校・教育機関冠婚葬祭 美容院・理容院

大大

な

お見積り
無料!

裏面

表面
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の解決をサポートします

さいたまさいたまさいたま


