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中部圏ものづくり企業の「稼ぐ力」研究会
第１回

経済産業省の「稼ぐ力」研究会報告と今後の進め方

人口減少に伴う国内市場や労働力の縮小、AI
・ビッグデータ解析やI
oTの活用などをきっかけにした第
４次産業革命と言われる大きな変革の動きなど、中部圏の製造業を取り巻く環境は一層不透明になりつつ
あります。こうした中でも、中部圏のものづくり企業が持続的に事業を維持し継続し拡大していくために
求められることは何か、その先に目指すべき姿はどのようなものかを検討するため、参考となり示唆に富
むであろう企業の事例を集め、「中部圏ものづくり企業の『稼ぐ力』研究会」（座長:
新宅純二郎

東京大

学大学院経済学研究科教授）にてこうした企業の方からプレゼンテーションいただき、学識経験者や有識
者による議論・分析を経ながら、今後の中部圏ものづくり企業の目指すべき方向性について、研究をすす
めていきます。第１回研究会（2
017年６月８日開催）は、経済産業省素形材産業室室長補佐の岡本武史氏
にご講演いただきましたので、以下の通り要旨を報告いたします。
公益財団法人中部圏社会経済研究所企画調査部部長

■経済産業省の「稼ぐ力」研究会報告

今村

諭司

１．経産省素形材産業室の紹介
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経済産業省素形材産業室室長補佐（企画調整担当）
岡本

武史

氏

まず、経産省素形材産業室について説明します。
当室は、金属等の素材に鋳造・鍛造・プレス・熱

経済産業省（以下、「経産省」）の岡本です。本

処理など加工を施す産業、素形材の製造に必要な

日は、昨年度に実施した「素形材産業を含めた製

金型・設備・治工具などを製造する産業を担当し

造基盤技術を生かした『稼ぐ力』研究会」（以下、

ています。業界の構造は、川上である鉄鋼業や非

「稼ぐ研」）の結果を中心に、シリコンバレーの最
新情報なども織り交ぜながら話します。
今回、公益財団法人中部圏社会経済研究所が

鉄金属業と、川下である自動車産業や産業機械な
どに挟まれている川中の企業群であり、従業員20
人から50人程度の小規模の会社が大半です。

「中部圏ものづくり企業の『稼ぐ力』研究会」を

例えば、自動車製造での企画・製品設計・試作・

立ち上げましたので、先行して「稼ぐ研」を実施

量産に至るプロセスの中では、素形材産業は量産

した立場から、今後に生かしていただく意味で、

の部品製造や加工、組み立てを担当している産業

ポイントを総括して話します。

です。図２では、赤い点線で囲まれた部品製造・
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機械が黒字を支えていますが、米国でのEV（電

図２
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気自動車）開発や自動走行、第４次産業革命を考
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業が将来も高収益を維持できるか楽観視できない
状況にあると考えられます。特に北米を含む、先
進国向けの輸出が今のレベルを維持できるか疑問
です。日本の人口減少で日本市場向けの生産が減
少するのはやむを得ませんが、これまで比較的好
調であった、完成車輸出、特に主たる北米向けの

部品加工、すなわち鋳造・ダイカスト・鍛造・プ

輸出が減少するなら、全体の「量」の減少が大変

レス・粉末冶金・熱処理等々の工程を担当する企

懸念されます。

業です。素形材産業室の担当する企業の多くがこ

次に、「質」の変化です（付表③）。

の中の単一工程だけを担っています。左下の三角

大量生産を前提として、長い年月をかけて複雑

形の図にある通り、自動車産業のサプライチェー

なサプライチェーン構造が形成されてきましたが、

ンでは、Ti
e
r
Ⅱ（２次外注）、Ti
e
r
Ⅲ（３次外注）

自動車産業は歴史的転換期を迎え、ビジネスモデ

もしくはTi
e
r
Ⅳ（４次外注）以下に相当する企業

ルが大きく変わる可能性があります。その流れに

が多い状況です。

もまれ、小規模の川中の中小企業は、スピンアウ

右上のグラフは、付加価値を縦軸に、調達・量

トされる懸念があります。つまり、EV開発や自

産・販売・サービスに至るバリューチェーンを横

動走行がアメリカ発でどんどん実現する中で、自

軸に見た場合に「スマイルカーブ」と言われるよ

動車産業が形成してきたサプライチェーンが壊れ、

うに、単一工程のみ担当するこのような企業はな

川中で中小企業が利益を稼ぐビジネスモデルが崩

かなか「稼ぐ」ことができません。

壊する可能性があるということです。生産量が減

川上、川下は主に大企業であり企業数が少ない

少する懸念に加え、「稼ぎ方が変わるのではない

が、川中は、主に中小企業であり多くの企業があ

か？」、「変えなければ崩壊するのではないか？」

ります（付表①）。川上ないし川下は、自社製品

という懸念です。

の販売価格のコントロールが比較的容易な構造で

次は短期的に見た、人口減少と人手不足です

ある一方、間に挟まる川中は採算を取るのが難し

（付表④）。日本の総人口は、2015年の1.
27億人に

く、つらい構造になっています。「稼ぐ研」では、

対し、2030年には1.
17億人、2060年には0.
87億人

こうした中でも「稼いでいる」企業の意見を聞い

と減少します。これに伴い、生産年齢人口も0.
44

た結果をベースとして報告をまとめています。

億人に減少するとされます。2015年の0.
77億人か
ら、７分の４になってしまう。現在の労働人口の

２．素形材産業を取り巻く状況
次に、背景にあった、素形材産業を取り巻く日
本経済の課題についてお話します。

７分の４になって、果たして大丈夫かという懸念
です。
企業の経営者の年齢のピークは、現在66
歳です。
中規模企業が67.
7
歳、小規模企業が70.
5
歳ですが、

まず、中長期で見た場合の「量」の減少です

来年度から数十万人単位で、団塊の世代の経営者

（付表②）。GDPで見た場合、先進国や新興国が

の引退が始まります。中小企業の経営者の年齢が

高成長を続ける中、日本は足踏みしています。外

最も高く、円滑に事業継承がなされるかも懸念さ

貨獲得の観点では、製造業では輸送用機械と一般

れます。
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そんな中で、素形材産業に焦点を当てて話しま

て個々の取り引きで薄利になりながら売上目標を

す（付表⑤、⑥）。日本の素形材産業の強みは、

達成するような短期的な採算を追いかけたり、新

素形材産業が顧客である納入企業の要請に応えて、

技術対応や老朽更新の設備投資による償却負担の

通常では採算のとれないような製品・サービスの

増加やR&D費が経営を圧迫し、将来に備える余

「造りこみ」を行ったり、単一製品・単一工程に

裕資金は不足しているのではないか。企業にヒヤ

特化したゆえの高い技術、生産現場の改善による

リングして「稼ぎ頭は償却が終わった設備年齢10

高い製造品質や短納期の納品対応などによりもた

年以上のラインだけ」、「補助金で初期費用と償却

らされたものであると考えられますが、これは中

負担を何とかごまかしながらやっている」といっ

小企業の利益には、あまり直結していないのでは

た心配な声が聞こえました。

ないかと考えます。高品質・短納期にもかかわら
ず「安価」であるためです。

３．「稼ぐ研」の事例紹介

大企業から見た素形材産業は、高品質・安価・
短納期で少量多品種のものを提供してくれる「あ

全国多くの企業にヒヤリングしましたが、本日

りがたい」企業群となっており、だからこそサプ

はその中でも、比較的若い経営者で、従業員規模

ライチェーン構造が維持されてきたと考えます。

も数十人と少なく、ユニークな経歴や事業に取り

海外の企業が「日本の中小企業に依頼すると、

組む企業を説明します。

新興国に比べて販売価格は高いが、品質、納期は

まず、株式会社井口一世（埼玉県所沢市）（付

間違いない」と言います。海外企業が長期の日本

表⑦）です。従業員42名で売上高78億円と、「従

企業との取り引きで築いた、「Tr
us
t
（信頼）」も

業員１人あたり売上２億円」のとても収益性の高

強みの１つと思いますが、こうした「強み」にま

い企業です。プレス品の試作を「金型レス、切削

い進するかたわら、再投資に可能な利益が確保で

レス」で実施し、稼いでいる企業です。

きているか？に着目しています。

付表⑦左下の「経営危機。新ビジネスモデルで

すなわち、限界を超えた短納期・低価格を提示

第２創業」にあるように、父親の急死で事業継承

して受注に結びつけたり、過度の営業経費をかけ

したものの、量産の仕事は中国に流出し、採算が

図３
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取れず苦労していた会社です。どうしても稼げな

取引先が未開拓で売り上げが上がる前に、まず品

い中で、一旦承継した事業を全部廃業し、社長自

質管理システムの国際認証を取得したことがユニー

身が２億円の資金を調達し、会社を立ち上げまし

クです。

た。量産から真逆の発想で、小ロットの試作品を

右上のキーワードにあるように、高品質を評価

「金型レス、切削レス」で生産するビジネスに転

いただける顧客を開拓し、取り引きを拡大する事

換し成功しました。

に集中しました。国際認証基準を取るために、品

付表⑦右上のキーワードにあるように、過去の

質管理の体制を構築したことも再建に寄与しまし

失敗や加工データ履歴を蓄積して、理論上の最適

た。また、海外の展示会活動を粘り強く続け、海

レベルを超えた実務から導き出した最適データを

外の顧客に訴求し、高品質が要求される、航空・

機械にプログラミングし、機械の精度を高めまし

宇宙の分野で顧客を獲得しました。

た。
これにより、競合他社より低コストや短納期の
試作が可能となり、試作受注が急増しました。

次は、比較的規模が大きな、菊池製作所株式会
社（東京都八王子市）（付表⑨）です。元々、自
動車向けの量産の仕事でしたが、現在は、ロボッ

ユニークなのは、I
Tの知見を駆使し、データ

ト事業に軸足を移しています。一括一貫体制が可

を蓄積・分析して、従前の最適解と違うところが

能な技術の幅の広さがあり、試作から量産まで一

実は最適と分析するところまで到達したこと、プ

貫して生産ができます。「ものづくりのプロであ

ログラミングした機械はブラックボックス化され

るが、アイデアは外にお任せしよう」というユニー

ノウハウの流出は回避していますが、一方でその

クな経営方針があり、「産学連携で自社にはない

機械の使い方が分かれば、誰でも同じ精度の製品

シーズとアイデアの取り込み」と付表⑨右肩のキー

が製作できるまでに仕上げており、その点もユニー

ワードにあるように、近辺の大学教授に次の産業

クです。

の芽とアイデアを聞いています。自社でできない

次は、株式会社由紀精密（神奈川県茅ケ崎市）

難しいことは外部の力を借りて、そのアイデアを

（付表⑧）です。創業時は公衆電話のネジを生産

自社の技術で実現し、新しい分野を開拓している

する会社でしたが、需要減少に苦しむ中で一念発
起して、航空、宇宙、医療の分野に進出した企業
です。

ところが特徴です。
次は、株式会社I
BUKI
（山形県河北町）（付表
⑩）です。松本社長が製造系I
Tコンサルティン

付表⑧左下の「電気機器売上９割を、10年で航

グ会社に在職した際に、「安田製作所の再生を担

空・宇宙・医療５割に」の年表にあるように、元々

当できませんか」との案件を引き受けたのがきっ

公衆電話の部品製造の会社でしたが、1991年のバ

かけです。付表⑩右下の「突破力と価値づくりで、

ブル崩壊と2
001年のI
Tバブル崩壊で壊滅的な打

収益構造を変革」にあるように、強みの再確認と

撃を被りました。現在の３代目社長が入社した

訴求力を強化したことがポイントです。強みは、

2006年時点で多額の借入金があり、公衆電話の部

樹脂部品の微細特殊加工であり、もともとの企業

品製造を継続しても再生できないと考え、いろい

にあったものですが、必ずしも企業内において自

ろ考えた末に、自社の強みを分析するため取引先

覚されていないものでした。この点を独自のノウ

にアンケートをしました。自己分析のため自分で

ハウで社員に自覚させていった点がポイントです。

考えず、他人に聞いたことが効果的でした。顧客

また、訴求力強化につきましては、主としてそう

に「何で当社と取り引きするのですか？」と聞い

した人材を確保し活用したという点がポイントに

たら「結構品質がいいんだよ」と言われて「自社

なります。すなわち、株式会社O2（松本社長の

は品質が良い」と気づいて、高品質ならば付加価

コンサルティング会社）に、最終納入メーカーの

値が高い分野に転換した方がよいと考えました。

設計会社の設計部門、開発部門の知人がおり、直
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接株式会社I
BUKI
を訴求し、そこから直接納入

ルに転換しました。アルミ加工にポイントがあり、

のＴi
r
e
Ⅱ企業に話を下ろしていった、といった

右上のキーワードの「目標との関係でとった手段」

従前の取り引きのラインを超えることができる人

にあるように、アメリカでのニーズは、日本と違っ

材を獲得・活用した点がポイントになったと思い

て品質よりスピード重視ということに気づいたこ

ます。

とです。アルミの試作加工を迅速に対応できる会

次に、株式会社ナノ・グレインズ（長野県諏訪

社が少なく、自社技術で差別化ができると考え、

市）（付表⑪）です。親会社の株式会社小松精機

進出から３年で超有名企業を含む300社と取り引

工作所が超微細粒鋼の研究をしており、その加工

きを開始しました。

技術を行なう株式会社ナノ・グレインズを2014年
に設立しました。創業３年目、従業員７名と小規
模ですが、売上高１億円に届きそうな勢いで、高
品質な医療機器の製造で成長が期待される企業で
す。株式会社小松精機工作所の常務であった小松
社長が、「腕時計の部品製造の仕事はいずれなく
なるから、いいかげん転身すべき」と考え、電子

４．素形材産業の「稼ぐ力」向上に向
けた視座
図４
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部品から自動車部品と転換し、最終的に、新会社

َٴ༎एৡُभपऐथभྴقऩك५ॸॵউ

を設立して医療の分野に進出しました。小松社長
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ڮق
ڮ

は博士課程で超微細粒、詳しくはステンレスの組
織を微細にして、素材の構成を変えないまま強度
だけを上げる技術を発明し、高品質な医療器具の
開発に成功しました。その技術で、海外にも取り
引きを拡大しました。
もう一点は、非常に割り切った経営方針を持ち、

َكڭقઓःُृَُಉभੳطગੳ

َكگقষَُ॔؞ॡ३ঙথُपलणऐॊؚৰपःथाॊ
گق
گ

ઓःؚ৯खञ৯ఏ
َ:K\٭:KDWُ
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ڰق
كڬقधखथभ੦ຊ؞জ९ش५ಉقযु؞भ؞স؞ૼؚੴಉك

জ९ش५ಉ
َ5HVRXUFHُ

੶५ॸॵউ॑౷॒दःऎदभୖಉ
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ځكڮق
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ځكڰقৰऔचथःऎदभঁॻشঝम୦ऊءनअघॊभऊ⋉ୖ؟ء

ਂځكڬقଌघॊজ९ش५ಉभরदनअघॊभऊ╤ୖ؟ء

各社のヒヤリングからを踏まえ、素形材室が考

「中小企業は経営の身の丈からして、納入先のす

えた事を話します。「稼ぐ力」の向上のためには、

べての要望に単独で対応するのは難しいので、足

経営者の「思い」と「熱量」の認識・再認識が必

りない部分は他社との連携で補う」という考えで

要で、それを具体的なアクションに結び付け、最

す。需要先の動向を見極めながら、先端的な知識

後は「稼げる」ビジネスに結び付けないといけな

を吸収するため、学識者や大企業の研究者などの

い。また中小企業は、人・もの・金などのリソー

専門家と交流を深め、次に何が起こるかを考え、

スが不十分であり、その中で、どう実現するかが

対応しているところに、会社の「稼ぐ力」の源泉

ポイントです。抽象的ですが、こういう事が重要

があります。

だと改めて思います。

最後に、HI
LLTOP株式会社（京都府宇治市）

プレゼンテーターの話を整理すると、「ターニ

（付表⑫）です。HI
LLTOP株式会社は、HI
LLTOP

ングポイント」は事業承継の時、取引先から最後

Sys
t
e
mという多品種・単品生産システムが強み

通告を突きつけられた時など、結構ドラスティッ

で、ロサンゼルスに工場を設立し、量産ビジネス

クな変化点で「思い」と「熱量」の認識が発生し

は捨てて試作のビジネスで会社を確立しました。

ており、元々の会社は、量産系で不況であること

付表⑫左下の「多品種少量・単品生産への転換と

が多い（付表⑬）。「思い、目指した目標」は、

その後の米国進出」にあるように、最初は量産系

「量産の仕事は絶対に嫌だ」、「ものづくりで夢を

の仕事をしていましたが、現社長は薄利の量産の

かなえる」などの思いを契機に、従来の取引構造

仕事から、超短納期での試作中心のビジネスモデ

からの脱却、新分野への進出、などに取り組んだ
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ということです。また、「自社の保有するリソー

「コア技術力」は競争力の源泉として必要です。

スの組み合わせで新技術・新事業ができる」、「自

「マネジメント力／経営力」は、新分野で新しい

社で苦労して発見した事や自社の現状とは違った

ことにチャレンジするために、組織の中で働く一

新しいことに取り組みたい」との思いが非常に強

人一人のやる気がなければ困難が突破できないと

いことが特徴です。

いう意味で重要です。「見せる力・売り切る力」

また、「稼ぐ力」にはいろんな分野があるなと

は、例えば自動車メーカーであれば製品を見せる

いうことにも着目しています。医療、航空機、ロ

だけで顧客に理解されますが、部品やその単一工

ボットなど多岐に渡りますが、どの分野というよ

程の仕事では難しく、その会社が保有する技術力

りも、経営者が、どの分野で何をしたいかと思い、

を取引先にいかに理解させるか、技術をどう表現

「やりたい、やり切りたい」と思うのかが重要で

できるのかが重要です。

す。最初にお話したように、産業構造は当面、宇
宙・航空・医療・ロボットなどが、自動車産業の
代替産業となる見通しがなく、「自動車の次はこ
れです」と言えない中で、おのおの思いを持って
いる方々の後押しが一番重要と考えています。
あと、「実現の手法」、「リソース」です。もの

６．「稼ぐ力」をつけるための方策
稼いでいる人たちの事例を参考に、稼げていな
い人がこれから稼げるようになるには、どういう
課題があるかという観点で話します（付表⑭）。

づくり技術をデータベースにして、分析して独自

まず、「コア技術力」の面では、自社の保有す

のシステムや新原理を見つけ、それを競争力にし

る技術の素晴らしさ、強い競争力に無自覚であり、

ていったのがHI
LLTOP株式会社や、コアな技術

技術の言語化、訴求力ができていない。自立的・

を持ちながら、不足するリソースは連携やネット

自発的に気づくこともなかなか難しかろうと思い

ワークを利用し不足を補完していった菊池製作所

ます。

株式会社などこれらの会社は、新しく参入した事

「見せる力・売り切る力」という点では、「技

業で、ユニークな手法で、目的を実現しました。

術の訴求」は、そもそも実施しておらず、自社が
保有する知的経営資産・営業秘密・ノウハウ・知
的財産・経営理念などに加え、自社が保有する同

５．三つの重要な要素

業他社や異業種他社とのネットワーク、従業員の
各人が持っている能力、それらの価値やすごさを

図５
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く難しさがあります。
「マネジメント力」については、マネジメント

॥॔ૼৡق॥॔॥থআॱথ५ك

ঐॿ४ওথॺৡ৽طৡ؞য౫ৡ

自覚していません。これらも同様に、自前で気づ
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खك
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層が新しいことに取り組む際の「経営スキル」が
不足しています。マネジメント人材も不足してい
ると考えます。連携やネットワークを進める場合
も、どんな人にどういう形で会うかというのも難
しい。また、当面の繁忙や事業の採算悪化、金融
面での支援の得にくさなどの直近の課題に振り回

「稼ぐ力」のために重要なのは、今回の事例か

されて、長期的なチャレンジが難しく、そこで一

らは「コア技術力」、「マネジメント力／経営力・

歩踏み出す経営判断ができない、というのが実情

人材力」、「見せる力・売り切る力」に要約されま

と思われます。

す。
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７．今後の方向性
それでは苦しい中で、どうやって打破していく

８．シリコンバレー発の警鐘
図６

のかですが、まずは「諦め」にも似た雰囲気を打

ম峘ଲୗ峑କ岷峐岷峉岽峒

破するためにも「雰囲気づくり」は最低限必要だ
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と考えます（付表⑮）。今回の「稼ぐ研」での各
社のプレゼンは、実際の各社の苦労が詰まったす

TV
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ような情報発信の場づくりをしないといけないと
感じます。

ਠ

ૌு

ばらしいものでしたので、経産省としては、苦労
して稼がれた人たちの思いがライブで感じられる

6LOLFRQ9DOOH\'/DE
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また、「稼ぐ研」の委員、プレゼンテーターか

6RQ\3DQDVRQLF$LZD.HQZRRGؼ

க岶岝崷嵤崱岵峳8;峢

ら「経産省もいい人を選んで集めてくれたじゃな
いか」という意見もあり、「やる気があり、次に

冒頭お話しした、今後の日本経済の懸念に関し

進みたい、何か新しいことをしたい、連携する場

て、「稼ぐ研」の本体報告に加えて、自動車産業

が欲しい」という意見がありましたので、マッチ

での自動走行・電気自動車・コネクテッド・シェ

ングの場も考えたいと思います。

アリングは、今後どうなるのかについて話します。

実際のムーブメントづくりは具体的にはなって

不透明な要素が多いが、大きなうねりへの対応は

いませんが、あまり聞き慣れないかもしれません

今から取る必要があり、実際に危ないと感じてい

が、動画配信を含めて「TED（Te
c
hnol
ogy En-

ることを話します。「DLab」という団体は、シ

t
e
r
t
ai
nme
ntDe
s
i
gn）」という思いを持った人が

リコンバレーに在り、企業の駐在員など有志のメ

情報発信する場みたいなもので、それがユーチュー

ンバーで構成されています。図６にある通り、テ

ブに掲載されて、誰でも見られるようになってい

レビ、携帯電話、オーディオ機器などが、日本の

るものがあります。難しい点はありますが、地域

企業から海外企業に軒並みシェアを奪われました。

別でそういったことをやってみることもおもしろ

同じ事が日本の自動車産業でも起きるのではない

さがあるかなと漠然と考えています。

か、と懸念されます。

付表⑮右下のTe
am Japanの組成ですが、経産
省が、集めたい、会わせたい、と考える会社や人々
を、ひたすら会わせることを繰り返してもおもし
ろいかと思います。「異分野でも分かるコード作

図７
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こういう精度でこういう加工ができます」と医療
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の機器メーカーに営業しても理解されない場合に、
「自分たちの加工をベースにすると、あたかも物
体を空中に浮いているかのように固定できる。そ
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ういう技術を持っています」と表現したほうが、
訴求力があるかもしれません。そういう言語の変
換の可能性にトライしたいと思っています。

携帯電話からスマートフォンに変わった時、全
体がどうなるかは皆がわかりませんでしたが、振
り返ってみると、こういうことだったとわかりま
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す。最初にスマートフォンが出てきた時には、皆

できないことが怖さでもあろうかと思います。例

が「不便な電話」程度の認識でした。全然違うも

えばカーシェアについてみると、日本ではタクシー

の、驚異の発明品との認識がなかったことが、敗

が便利であり最近ではアプリも整備されてきてい

因だろうと思います。

るため、あまり自覚できませんが、日本を除く世

図８

界の都市部では、シェアリングが急速に伸びてい
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ます。
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破壊的イノベーションのイメージですが、「当
初はおもちゃのように見えて欠点だらけだが、い
つの間にか既存業界の市場を席けんし、市場を破
壊する」というような事と理解すれば分かりやす
いかもしれません。シェアリング、電気自動車、
自動運転、コネクテッドなど、どれも今はあまり

図11
 8%(5ಉ崟崏崊嵒嵛崘হ峘୍峘૭ચਙ
• ঽ嵉嵤崓嵤ق2(0ك峼崰崫崿峒峃峵
崼嵑嵇崫崱ଡୗ

• 2(0峙ਲ਼峘峘ਹ৷岿島্峼ੴ峳峔
岮

6LOLFRQ9DOOH\'/DE

• ঽ峘ல峙8%(5ಉ岶ৠ峫峵
• 8%(5ಉ岶2(0ਰৣ峼૨岮峵ଡ
• 8%(5ಉ峙峒য峘ੲਾ峼৸峐པ

崟嵒崛嵛崸嵔嵤'/DEীෲ
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UBERは世界的に有名なシェアリングサービス
ですが、ほかにも数社のシェアリングのサービス
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があり売り上げを伸ばしています。このビジネス
ਟ峘ਵ峑峃峲峗"

は、確実に自動車ユーザーの一定の層を奪ってし
まいます。日本車だけが影響を被るわけではあり
ませんが、海外での生産台数が減少する懸念があ
ります。

シェアリング、コネクテッド、電気自動車、自

コネクテッドについては、自動車メーカーから

動運転が独立して動いているのではなく、同時に

見たコネクテッドとGoogl
e、 Appl
eなどI
T関連

起こり、全部リンクしていることが、危機感の根

企業から見た自動車は、かなり認識が違います。

源です。なお、シェアリングについては、シェア

つまり、製造業である自動車メーカーから見れば、

リングビジネスのインパクトを中々日本では自覚

車中心の世界でのさまざまコンテンツです。一方、
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I
T産業から見ると、スマートフォンの延長線の

次に、自動運転です。自動運転はどれだけ走ら

ように見えてしまう。コネクテッド関連が、車を

せたかで、有利不利が決まります。サンフランシ

簡易に製造できるようになると、コモディティ化

スコで事故があった時に「もうやっちゃ駄目」と

する可能性があります。

言ったら、隣の州のアリゾナが手を挙げて「やっ

図13

ていいよ」ということになりました。結局、サン
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て、規制緩和の動きが比較的スムーズです。一方、
日本では簡単には緩和されない、すなわち自動運
転の走行試験が許可されず、不利な中で自動走行
の開発が、欧米に負けないスピードで、進められ
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るかが課題です。
ここまでの話を総括すると、自動車一本足の量
産型のビジネスモデルで、複雑な産業構造を形成
してきたが、本当にこの先20年、30年、大丈夫な
のかと懸念されます。だからこその「稼ぐ研」で

EV(
電気自動車)
は、各国の環境規制（燃費、

あり、今後も継続して研究を進めていただきたい

排ガス規制）と関連があります。主要先進国中心

と思います。「どうやって稼げばいいか」という

に環境規制が厳しくなるのは不可避であり、既存

共通的な解は無く、今後もいろいろなところで議

のガソリンエンジンは、電気や水素といった代替

論しながら継続的に検討していきたいと考えてい

燃料に変わっていきます。EVは部品点数が少な

ます。

く、新たに必要になる技術、生産技術がある一方
で、既存の優位な技術力を生かした部品、工法が

【質疑応答】

消滅もしくは陳腐化する可能性があります。自動

加藤：自動車産業などは、例えば、市場が電気自

車業界の構図が塗り替わり、素形材産業も大きく

動車に転換したら、大企業も追随せざるを得ませ

影響を受けます。勝ち組にとっても負け組にとっ

ん。消費者が何を選ぶかによって常に左右され、

ても、現状を逆転させるチャンスでありピンチで

我々中小企業は生産を柔軟に構えていかざるを得

もあります。EVは機構が簡素で日本の自動車メー

ないのです。

カーの得意な「すり合わせ」が強みになりません。

中小企業も５つに分けるべきです。元々ひとく

はめ込めば動くので、それが怖さだと思います。

くりでしたが、中小企業と小規模企業に分かれて、
83
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更に従業員５人以下の企業が零細企業となり、よ

分個人として1
0年後にそこでどうなっているかが

うやく３層に分かれました。今後の製造業の活性

見えるか、全く見えないのか、これが重要です。

化を考えると、中小企業は「稼ぐ研」でも取り上

３年前に全日本電機・電子・情報関連産業労働

げられた株式会社アスカのような中堅企業は、中

組合連合会（電機連合）と日本の電気業界の職場・

小企業とは分けて、行政の戦略も変えるべきと考

工場を100社3
,
000人ぐらい調査しました。工場も

えます。

同じで、先が見えないから従業員は下を向いて仕

また、中小企業は、産業別ではなく要素別に分
けるべきです。自動車産業、航空機産業という分

事をしている。外から見れば、いろんなイノベー
ションがあり得るのに、前向きに行かない。

類ではなくて、例えば、切削・研削であれば、技

今回経産省の「稼ぐ研」で企業に訪問しました

術・生産技術力を航空機・自動車・医療分野など

が、総じて従業員が明るく、ある金型メーカーは

でどう発揮するのかということです。本日のお話

「前とは全く変わった」と言っていました。

でも、自動車産業から他産業に転換した例があり、

藤井：HI
LLTOP株式会社のように、系列から脱

マッチングなどを検討する際も業種でくくらない

出して苦労しながら事業を確立したところと、系

ほうが良いと思います。

列の中に入って、利益を上げ、技術を高め、とい

私は内閣府の「プロ人材」として、昨年220か

う方針の会社があります。系列の中でやっていく

ら230社、零細企業に近い会社を訪問しましたが、

か、出るか、それが１つの選択であり転換点にな

経営力の問題で、市場創造ができずに売り上げの

りますが、頑張っている会社は系列の中で生きて

確保ができないところが多く、どの産業に売り込

いく、出るというリスクも含めて、どのように考

むのか、そのときに大事なのが事業領域で、意外

えているのでしょうか。

と狭くて、それで売り上げが止まって苦労してい

岡本：今回は「出る」企業に着目しましたが、中

ます。自社の強みや製造技術力が重要です。中小

にいる判断も全く問題ないと思います。ポイント

企業は、生産技術力が重要であり、その基は「技

は事業継続をできるかどうかです。系列の中で再

能」です。これが中小企業の役割であり、大企業

投資可能な利益を稼げるとの判断ができればよい

の要求にマッチする技能がある会社は、やはり伸

ですが、そんな企業は相当少ないかもしれません。

びて、それが市場創造につながっています。

まだ明確ではありませんが、全ての企業がサプラ

それを支える人材育成をどうするかも問題です。

イチェーンの中で生きていく事は難しいかもしれ

企業訪問して、市場創造、人材育成などの視点で

ないので、それ以外の選択肢もあると良いと思い

見るわけですが、経営者に戦略があれば、10年先

ます。正確には両方の選択肢があれば、企業にとっ

は難しいが、５年先ぐらいまでは見えてきます。

ては良く、量産の仕事をやりながら試作の仕事を

先が見えないので、社員も意気消沈して、毎日の

やれば良いし、「量産だけに基軸を置くことには

仕事をこなしているだけだが、先が見えてくると、

リスクがあるのでは？」と助言しました。サプラ

頑張ろうかなという気になって、会社の中が明る

イチェーンの中で継続できるなら、それはそれで

くなります。

問題ないと思います。

新宅：我々の研究でも「先が見える」というのは

藤井：ヒヤリングされた企業にも段階があり、

大事です。同僚の高橋先生は、組織活性化の研究

HI
LLTOP株式会社も1
0年前なら大変苦しんでい

をしており、「ホワイトカラーの現場で活性化し

ましたが今は乗り越えたのでしょう。一気にゼロ

ている組織とは何だろうか、どういう組織が活性

にしなくても、量産、試作を行いながら、徐々に

化しているか」その要因を20年調べて、「見通し」

比重を変えていくという選択肢がありますね。

という変数を作りました。10年後の自分の働いて

新宅：ヒヤリングした結果では、量産と試作を共

いる会社や職場の姿が前向きに想像できるか、自

存させるのは難しく、自動車関係で、系列一本や
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りから少し広げて試作もやります、というのは継

すし、自動車関連の仕事が、今後減少するかもし

続発展的、前進的な変化だと思いますが、異業種

れない中で、自動車部品の関連企業が他分野に進

で、量産と試作を行うなどの両立はやはり難しい

出することが増えればという思いです。事業戦略

と聞きます。菊池歯車株式会社が株式会社Ae
r
o

とか事業計画などの難しい言葉を使わずに、経営

Edge
を作って、量産、試作を両方やっています

者に実質的に考えてもらう事ができるようにする

が、分社化し、人材もトップも分離しています。

にはという問題意識で、戦略の勉強会を実施して

HI
LLTOP株式会社のような試作ビジネスも、両

います。

方やっていたら成功しなかったのではと思われま

話は変わりますが、経産省が「よろず支援拠点」

す。

という中小企業の支援活動を行っています。いろ

藤井：発想とか、人も違うでしょうし、量を稼ぐ

いろモデルがありますが、富士市の「f
Bi
z
」の

のと、一品で30万円か100万円稼ぐのとはやはり

小出センター長は、ほとんど財務諸表を見ずに１、

違いますよね？

２時間話を聞いて、「おたくさまの強みはこれで

新宅：全然違う業界ですが、朝、授業で話しまし

すね」とずばり指摘されます。強みをアピールす

たが、最近話題のヤマト運輸株式会社が宅急便に

るため、こんなI
Tの方法があるとか、ホームペー

参入したときには、それまでやっていた株式会社

ジがこうあるとか、こういう名前を付けたらどう

三越（当時）の仕事を全部捨てて、最初は企業か

ですかとか助言されます。これを経産省が高く評

らの受注荷物、今でいうamaz
onなどの宅配は請

価して、小出モデルを広げるために「よろず支援

けませんでした。当時の小倉社長が社員やドライ

拠点」を各地に１つ設立しました。ただし、小出

バーの資源を全部Ct
oCにつなげたかったからで

モデルは、サービス業や零細企業の強みの指摘に

す。

強いのですが、自動車部品関連などのものづくり

中小企業は資源が限られており、事業を拡大し

企業向けに本質的な強みや成長戦略を助言するこ

て資源を分散させることは戦略的にまずいことが

とは非常に難しいことだと思います。由紀精密株

多いので、そういうことも必要ではないかと思い

式会社はお客様に聞いたとの事で、１つの手だと

ます。

思います。「自社の本質的な強み」が認識できれ

「稼ぐ研」でも「きっかけが危機だったから、

ば、他産業に出るときに、その強みをきっかけに

そうせざるを得なかった」、「社長の思いでそうし

やっていけます。あるいは、従業員が「それなら、

た」、そういう話でした。

いろいろ知恵を絞るよ」となるかもしれません。

笹野：一般社団法人中部経済連合会（以下、「中

ものづくり企業の強みを言い当てられる人は少な

経連」）ではここ２年ぐらい「中部コーディネー

いと思いますが、加藤会長は多分そういう方だと

ター研究フォーラム」を実施しています。中経連

思うので、その辺りはいかがでしょうか。

は大企業が会員に多いのですが、成長したい中堅

加藤：「プロ人材」で訪問すると、企業は目に見

企業・中小企業の役にも立ちたいので、

える課題ばかり言います。「よろず支援拠点」も

（※１）

「Li
nke
r
s
」 を中部で広げたいと考えております。

それを心配しています。本質的な課題はどこかを

もう１つの企画は、中部５県、各地域で中小企業

聞こうとしても、結局過去の延長線上で見るから、

支援のネットワークであるコーディネーターの方

見える課題しか出てきません。「あなたの会社は

を集めて、勉強会を３カ月に１回実施しています。

将来どうしたいのですか」、「どんな経営をしたい

中小企業には中堅企業に成長していただきたいで

のですか」と聞いても話が合わず、「これのほう

（※１）地元の企業・大学・研究機関のことを熟知するコーディネータの目利き力を活用し、大企業・中小企業（＝発注企業）のニーズと中堅・中小
企業、ベンチャー企業や大学・研究機関（＝受注企業）の技術シーズをマッチングするサービスです。リンカーズ株式会社によって運営され
ています。（一般社団法人中部経済連合会ホームページより）
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が問題ですね」と言うと、「言われてみれば、そ

ぐらいのプレスメーカーがありました。各生産ラ

うですね。それでは、そこを少し掘り下げてみま

インでどれだけの利益を稼げているか、社長が見

しょうか」となります。もう１つは、中小企業は

て分かるので、設備にいくらかけて、従業員をど

経営資源がありませんが、無い経営資源を、更に

のように配置して、との管理ができている会社が

有効に使っていません。「これは使っていません

ありました。例えば、トヨタ自動車向けであれば、

よね？金も何も要らないし、今いる人材でいいの

売り上げ（生産計画、納入製品の販売単価）、コ

で、ここだけでも、まず使ってみましょうか。無

スト（稼働率、マシンレート、人件費）から、年

駄というか、ロスがありますね？

潜在能力が出

間のおおよその粗利が生産ラインごとに分かり、

それでは、風土的にどうしま

会社の採算見込みが出せます。採算が確保できる

しょうか」と助言します。５Ｓ（整理・整頓・清

受注しか受けず、利益率15％で常に回しているそ

潔・清掃・しつけ）の推進についても、必要性か

うです。

ら説いていくと、社員は一生懸命やって、「きれ

浜松：組織能力や現場力に着目していますが、強

いになってどうですか」と言うと、「そうですね、

いなと見えて、実は利益率を見ると、そんなに高

雰囲気がよくなりました」となります。少し誘導

くなかったという企業があり得るのではないでしょ

をかけるだけでそれで変わってくるのです。

うか？「企業が利益を再投資できるレベル」を目

浜松：この研究会も「稼ぐ力」と名付けています

線にするならば、そこを見るときに利益率はどう

が、この議論の立脚となる「稼ぐ企業」はどう定

見ていったらいいか、私自身もまだ疑問です。こ

義されているかをお伺いできますか。

こに挙げられている企業はすべて高い利益率を挙

岡本：今回は、厳密に定義づけていません。グロー

げているという前提で、その中で特徴的な競争優

バルに稼いでいる大企業の「稼ぐ」という概念と、

位を築いているという目利きをしているというこ

地域に立脚して事業展開しておられる中小企業の

とでしょうか。

ていませんよね？

「稼ぐ」の意味は違うと思います。

岡本：採算が大幅赤字ではまずいですが、今回の

利益率、営業利益率、当期純利益などの財務デー

視点は、あくまで事業転換やユニークな経営方針

タの数値内容が良いことに着目したというよりは、

で「稼ぐ力」を向上させた企業に着目しました。

「事業転換により少なくともこのまま会社として

製造業、特に自動車部品産業の場合、20年前の設

継続できそうだ」、「こんな強みを生かして会社が

備で作り切れればいいが、部品の仕様変更、設計

継続できるようになった」というような観点を重

変更により新たに設備投資、R&D、技術開発に

視しました。再投資に回せる資金が確保できて、

お金をかけなければいけません。人の研修、投資

少なくとも５年、10年ぐらい何とかできそうだと

それらは全て製造原価です。売り上げから材料を

いう企業を目利きして研究してきました。

引いた後、開発費用や設備投資の減価償却費、人

浜松：業界の平均利益率以上の高い利益率を継続

材投資を引いて、最後に利益として残りますが、

している、という定義ではないということですね。

その利益分がある程度蓄積できないと、次の例え

岡本：そういうのではなく、会いに行って、この

ば3,
000万円の投資が出来なくなります。次も必

企業は面白そうだなという属人的な判断です。

ず必要になるであろう再投資のための元手分につ

浜松：どの企業もすごく特徴的で面白いですが、

いても稼げていないと駄目だという意味です。そ

中小企業から「実はうちは言っていないけれど、

の意味では、財務体質的なデータもある程度考慮

利益率はすごく高い」と聞くこともあります。表

しますが、利益、単に営業利益率がいいとか、付

に出てこない「稼ぐ力」のある企業がたくさんあ

加価値率がいいとか、そういう視点だけではない

るのではないでしょうか。

と思います。

岡本：たくさんあります。例えば、利益率が15％

田島：三角形のピラミッドでよくTi
e
r
Ⅰ、Ti
e
r
Ⅱ
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と言われるが、最近「Ti
e
r
Ⅲの企業を探してくれ」

次に移すための努力の中で、ある事業を買収し

と依頼されます。探そうとしますが、10年前はい

たり、ある事業を新しくつくったりしているとこ

ましたが、今はほとんどいません。よく見ていく

ろがあります。これが、稼ぐ力のための事業転換

と、全てTi
e
rⅡの会社になっています。以前の

と言えるかどうかも疑問です。例えば兄弟で今ま

Ti
e
r
Ⅲ、Ti
e
r
Ⅳは、現在、Ti
e
r
Ⅰと直接取り引き

で事業をしていましたが、弟の息子が入社し、兄

しており、定義に当てはまりません。「Ti
e
rⅢの

貴である社長の息子も入社しました。この先、い

中小企業を探してくれ」と依頼されますが、Ti
e
r
Ⅲ

とこ同士がうまくいかないかもしれないので、弟

の定義に当てはまらないので、「その企業はいま

のほうを切り離そうと子会社にして弟が経営する。

せん」という状態になります。

そういう分社化をしたところは結構たくさんあり

逆に言うと、中部経済産業局が今、よく知って

ます。その会社が伸びてきた、そのきっかけは何

いる企業は、実はTi
e
r
ⅡとかTi
e
r
Ⅰになってしまっ

だったのかというと、兄弟げんかをしたくないか

ています。Ti
e
r
Ⅲがいるはずですが、見漏らして

ら分社したというのが本音ですが、形式上はこう

います。我々は見えていないです。30万社、40万

いった産業が伸びてきたので、伸びたところを分

社いるのに、その３番目が見えていません。

社化したと報告されます。こういう話もよく見る

要は、いい企業しか見えていないので、こういっ

とあったりしますから、簡単には分析できません。

た場でも、いい企業しか推薦できない。企業を調

よく知っている企業からの方がいいかもしれませ

査するために、若手の経営者を集めて、周辺にネッ

ん。

トワークを作らせて、我々もその中に入って、

新宅：皆さんにご発言が行き渡っていませんが、

「隣にいる人は誰？」とゲーム感覚で広げていく

また次回以降にぜひご意見いただきたいと思いま

事を実施しています。

す。

自動車産業では、利益率はトヨタ自動車株式会
社から厳しく見られています。５％を上回ると削
られるので、５％を上回って利益率を確保するこ
とはほとんど不可能だといいます。しかしながら、
これは不公正な取り引きというわけでは決してあ
りません。そのための利益を確保されているし、
設備投資もできる余裕資金も確保できます。
利益とは、率で見ていくことがすべてではない
し、額で見ることもすべてではありません。企業
の長期戦略の中で来年投資したいものを、今ある
中でどれだけ利益として見られるかという事です。
「川上、川中、川下の、真ん中の企業を選んで」
と言うと、この会社は川下の仕事もしていたよね？
どっちの企業だろう？となります。「売り上げで
選んで」と言われたから、「じゃ、川下だね」と
川中から除外してしまう。商社機能をあわせて持っ
ているところが「ものづくり企業か」と言われた
ら、「商社機能の売り上げのほうが大きいので、
商社ですね」と言い、ものづくり企業から外れる。
というのが今、我々が思っているジレンマです。
87

調査研究レポート

付表①

素形材産業の位置づけ（１／２）
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付表②

外部環境・構造要因（1／３）:
「量」の減少（中長期）
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付表③

外部環境・構造要因（２／３）：「質」の変化（中長期）
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ফ৻ਰఋभரभ৽ੋ؞সਃभরदؚ॥५ॺ؞ৈષସ॑ৰਠघॊुभतऎॉ৬॑१উছॖॳख़شথदଡണखथऌञभु
হৰ؛

্ؚ੶भਘाऋมदऌবেਓ॑दऌथःॊभमঽਓभा؛

ীपेढथमؚଲષਲ਼दमऩऎजभभ१شঅ५द༎एঅ४ॿ५ঔॹঝऋਠৰ৲؛
(9؞ঽষಉभऌमؚঽਓपउऐॊહਸகभ३ইॺॻشঁقऊै९ইॺषुكഃਟ؛
ਸ਼ઃਓ୵ق,R7भਤனؚ$,؞অॵॡॹੰॱشෲभણ৷ಉؚكঈটॵॡॳख़شথपेॊৗञऩਦ৷ୗقਠ૾
दमधखथসએكಉؚਈभৗखःऌमؚइयਰৣ॑ৰਠघॊ੦ຊૼ؞੦ೕधऩॊ૭ચਙ؛
كڭଲષਲ਼दमऩःؚ৸ऎ୳भ౮ऩॊঅ४ॿ५ঔॹঝभଡണ
ॹكڮ४ॱঝऩुभतऎॉभৰਠ⋇ܒঐ५ढ़५ॱঐॖ८ش३ঙথ⋈ؚਂਏܒಛਂਏ'گقউ
জথॱृ೫࿒সരਸੵਃಉكपेॊజभ१উছॖॳख़شথଡୗभઍ ಉ

ٳ

০मؚঽਓपउःथघैؚ০ਓ॑धखञঅ४ॿ५ঔॹঝृ१উছॖॳख़شথभଡ
ୗऋઍघॊق2(0ऋ2(0दःैोऩऎऩॊؚିभইছॵॺ৲ؚଲୗੵஙभહਸகभಌऩॊಉك૭ચਙ؛
 ٳजभؚਊჾ१উছॖॳख़شথपੌाऽोथःॊಞ౫ਓ؞র৵ଲୗमেऌଋोॊभऊ؛

ْෘହٓ
z ಞ౫ਓقর৵ଲୗ¼كਸ਼ઃਓ୵भधखथؚଲୗਠৃदষॎोथःॊွभૼقွभૼ
ुكभఐ৾ੰऋਏقजअदऩऐोयୁؚ৲ৄ؞इॊ৲ृॹॱش৲ुउऻणऊऩःमङ؛ك
z ੰऔोञజभૼق౫મؚਸੵಉ॑ك੦ຊपؚള়౫મقসരधط०ಉكधजभਸੵૼؚਸੵ
पखथभӀӔұӞҴӀҲӡؚਫ਼ਪૼಉؚবभ୯ྖ॑ಅऔऩःૼী॑નয়घॊऒधुਏ؛
z ੰऔोञွभૼभӇӢҴӄӑӢҴӁमؚઃभҶӍӑӢҴӀҲӡभ੦ຊधऩॊ૭ચਙुँॊमङ؛

付表④

外部環境・構造要因（３／３）：人口減少～人材・後継者の欠乏（初期）

ਗ୭؞ଡୗਏ؟كگطگقযઠعয౫؞ಲभಳ࿅قಢك
ٳ

లਟযઠੑقলে؞ଈಝরਜ਼كदमؚফৎਡदभযઠऋযقেਓফೡযઠ

যكभधऒौؚফपमযઠमযقেਓফೡযઠযؚكফपम

যقেਓফೡযઠযكप؛
 ٳ॔জথॢ॑खञಞ౫੫भऺध॒नमؚമऩযু؞য౫ਂଌपฎ॒दउॉؚয
ুਂଌपेॊਭିऋেखथःॊெ؛
ٳ

੫৽भফೡभআشॡमୃप؛ઉभ৽भਬফೡमؚরૠெ੫द
ୃؚ৵ૠெহदमୃधऩढथःॊ؛ਸइथؚਟফ২ऊैमਯેਐਜ਼दभ
మ৽भਬऋऽढथःऎ૾ய؛
ق্ؚ ٳഄभಢःكু৽भরपमؚط౮ரभ0 $ृৱমಉप
ாदँॊपुऊঢ়ॎैङؚৱসऋଌॉथःऩःقৱস॑ૐीॊऒधऋखःكधः
अਖुँॉ؛
ْෘହٓ
z ْয౫ٓਲਗয౫भਫૠ৩धखथभ఼৷૭ચਙभઌ໐ऩਫ਼ୈऋਏ؛
z ْয౫ٓর৵ଲୗपउःथुؚாऩঽ৲ૼ؞ਝಉभ৫؞োऋਏ؛
z ْಲٓෟऩఀ੍ରྼؚमఀ؞ਓपेॊૼলभଆૃੁभਫ਼ୈपਸइؚ
0 $पாऩقুৄ॑৽كणऐؚਡप੍ରघॊऒधुਏपऩॊभदम
ऩःऊ؛
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付表⑤

素形材産業の課題等：アクションする「元手」を稼げていない

ಞ౫ਓभୖಉ॔؟ॡ३ঙথ॑घॊَ੪ুُ॑༎ऑथःऩः
ٳ

ऋবभಞ౫ਓभ଼ଥৡभ౺َؚਘाُ؛

䃺প੫दमঌॖखऩःेअऩଲષ؞१شঅ५भَॉाُ؛
્كڭ৲खञૼपഫઊठऔोञৈષସऩଲષ
كڮਠৃ؞ड़ঌঞش३ঙথभఒभबपेॊৈષସଲષभಢವವષ ಉ
䃺ಞ౫ਓ৸৬दाञৃ়ؚਬপ੫पৌखथؚৈષସ؞؞ಢವदभષரଲષ
भ॑ৰਠखथःॊਡ؛
䃺ँقॊਲਗ੫भৄੰَكTrustقਦقُكম੫पൂघोयୀःऋऩः كಉ

ٳ

峁岵峁峔岶峳岝岽岰峁峉岣ਘ峩岤峙ৰ峕岴স峼༎岺岽峒ٙৈ岮ઽஇ૨嵣ਹஇ૨峕峎峔岶峍峐岮峔岮岞
䃺岣ಢವ嵣ત岤岶૱ஓقٙਹஇ૨كपऩढथखऽढथःॊ؛
䃺৽ৡٙਜ਼Tierقਬكऊैभऩਏपૢइॊऒधؚ؞ӓҴҽӇҬӡҼӢਂਏ؛
䃺૿岰峘峙ੵங峘峩عਗିો岿峽峒峁峐峘ಞ౫ਓ ಉ

 ٳટ峒峁峐岝ৗૠਝৱ峘ే岝ফ峒峘5 'ા৷岝য౫ৱા৷岝峇峘వ峫峘ৱ
峕ਏ峔౾ા৷峔峓峼ಲਢ峕峨岵峔岲峵峊岻峘႗ਹஇ岶ન৳峑岷峐岮峔岮岞
䃺ਝফೡফਰقే岶ી峹峍峉ਝ岶峘༎岸୍ك
䃺ଓஃস峩峘ਝৱੂقા৷峝ే૿峘ೄ كಉ

ْෘହٓ
z ऩऎधुؚజ৩भઇ੍ରभप৽ؚઇपৡਡ॑؛
z ৬दखऩः੫भॉੌाभखق৴ॺॵॿ؞ডشॡଡണಉ؛ك

付表⑥

素形材産業の課題等深掘り～稼ぐ研を通じて得られた各種の課題等

ಞ౫ਓभୖಉॉع༎एଢ଼॑ৢगथ੭ैोञரभୖಉ
z َ༎एଢ଼ُ॑ৢगथ੭ञಞ౫ਓभਞतऌमؚશभୖੰৠषभ੍ରقใோ੍ରुৼૢपౄ
ৰكभधखथؚਰৣभਡभఒपऐञ੍ରऋਏदमऩःऊؚधःअऒध؛
پ

َ॥॔ૼৡَُؚঐॿ४ওথॺৡ৽طৡ؞য౫ৡُৄَؚचॊৡ؞ਲ਼ॉજॊৡُभگणमؚ༎
एଢ଼भহଢ଼॑ৢगथ੭ैोञ༎एৡभपखथਏधઅइैोॊਏಞ؛

॥॔ૼৡق॥॔॥থআॱথ५ك

धऩॊ୭ಉ

ुقभतऎॉૼǼఐ৾Ǽॹشॱشঋش५ك

ঐॿ४ওথॺৡ৽طৡ؞য౫ৡ
قੴ৽ৱਓषभਞतऌ؞ਘ৲அिك
৽كڲभ५य़ঝਂଌ
كڳঐॿ४ওথॺ৽؞য౫भਂଌ
قர
كڴঽऋভअसऌط৴ಉघसऌৼুभႼقரؚ
৳થૼؚੴಉكٙन॒ऩপ৾ृ੫؞য౫ಉ
धভःؚ৴ಉघोयःःऊभ્؞৭උधजभ
॔ॻঞ५भखऔ
كڵଌ੪भ෬႞২ृਹஇ૨ؚসએदभ৶ੰभ੭प
ऎऔಉ॑ూବधखञقؚশऩॳكকঞথ४॑
खञऎथुखः࿇೧ਞ؞হ୭ಉقٙన॑
౷ाলघ৽ਖ਼भଌऊचك
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كڭঽभ৳થखथःॊऔऽकऽऩ
ૼभኂऔ؞ಞอैखऔषभ
َ૮ঽಁُ
ୁكڮ৲ؚ୪ৡभಓਂଌ
্ؚكگঽয়؞ঽपਞतऎ
ऒध؞ঽಁघॊऒधभखऔ

ৄचॊৡ؞ਲ਼ॉજॊৡ

كڰঽऋ৳થघॊૼؚपऽैऩःੴ৽
ৱਓषभَ૮ঽಁُ
্ؚكگঽয়؞ঽपਞतऎऒध؞ঽಁ
घॊऒधभखऔ
ৄكڱचॊৡ؞ਲ਼ॉજॊৡभಳ
پੴ৽ৱਓमؚੴଃਓदँॊഡृঀक़ঁक़ؚੴଃਓਥ્ق
ಅ؞ৰ৷ৗ੧؞෩ਥಉكटऐदऩऎ৽⋇ؚ৶ق੦ম৶্؞ଉँؚ
ॉञःಉ⋈ؚكಕથૼ⋉ؚल౮ரधभॿॵॺডشॡ⋊ؚয
ৱਓ௶ੌ⋋ؚ৽ୡ؞ৰౚಉभؚ੫भஉୌ॑ਛघ૮भৱਓ॑घ؛
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付表⑦

株式会社

井口一世

⌆੩ઠ਼ق൮ਚك

ुभतऎॉ¼,&7¼ੴଃਅറؚসঞ५؞જచঞ५ॱشॹؚ१ॖग़থॸॕ५ॺ

੫ਏ

य़شডॻش

৻ٴഁ૽ ੩ઠ਼
ٴਲ਼ৈ؟৺ ফা
ৰౚ
ٴৱমস؟ਐ ٴజ৩
ਯ؟
ٴਝয় ؟ਛফা
ٴহઍ؟ಖഡਃஓभષଲؚ
ਲ਼ரಖഡਃஓ
भ৫ர९ইॺ
क़ख़॔৫؞ਲ਼
সരਸੵ৷সभਝ
ੑؚଲসരউঞ
५ਸੵഝসਸੵ 
ٴ൹؟ரওشढ़ڶۄقਃஓؚ
ಖഡਃஓؚঽؚఫ૬ਃ ಉك

ْृॉञःऒध؞৯खञ৯ఏ
ఏٓ

؞ใோ峘ਸੵ্১岵峳峘ే؟峬峘峏岹峴峒,&7峘়峕峲峴岣স嵔崡岤岣જచ嵔崡岤峼ৰਠ峁岝ৗ峉峔嵆嵤崙崫崰峼ল峃峵岞
قস崿嵔崡ો岵峳ഝসਸੵভ峢ܒజਟ峘ഝসਸੵૼ峑峙ৰਠলਟ峔岵峍峉୩ୠ峢ك
؞ਲਗऊैुૼৡ॑ीؚমषେःपقदكآਟथुैइॊভष
ु؞भतऎॉभ਼ੀఏق३থॡॱথॡك
ु
ुभतऎॉभ਼ੀఏق३থॡॱথॡك

ْ
ْुधुधढथःञुभ؟য௶ੌ؞ૼ؞ಉ
ಉٓ

؞ધ௺෮ك৽قदँॉऩऋैुؚ৶௺भੴق,7५य़ঝ؞উটॢছথॢؚك৶ਙधؚધ௺ਏಞق
ઓઅ॑كणऒधदؚৗञऩ୳भলؚใோऊैभేઓઅઁ்؛ःযဿ؛

ઓઅ॑كणऒधदؚৗञऩ୳भলؚใோ
ோ


ْ
ْ৯ఏधभঢ়બदधढञু؞इथःढञुभ
भٓ

؞జਟभਸੵ্১दँॊؚস॑ઞढञਸੵقসਓكऊैَؚઌಗقস॑ઞॎऩःُكभ୳قসঞ५ؚ
જచঞ५كषभૡఌ؛
َ؞ഝসਸੵधള়ਸੵपेॊُীقসউঞ५ਸੵؚજచਸੵكषभਤল؛
؞যૼटढञૼঀؚक़ঁक़भঅॵॡॹॱش৲धؚਈৗਝقঽढ़५ॱঐॖ६كभ়पेॊुؚभतऎॉ
भ,&7৲؛৸ऎৗखःਸੵ্১भল؛
ঀ؞क़ঁक़॑ᅮ৲ؚෘ୳৲ؚੴଃਅറ॑ฌઞघॊহदইছথॳকॖ६ன৫్॑अ؛

৽ਃ؛ৗঅ४ॿ५ঔॹঝदਸ਼ڮ

ফ

ফ
ফ

付表⑧

؞প৾෮ؚফदखؚৰੇभসউঞ५॑ুः
ीॊ؛जभؚধাद೯ऋଈखহഅಲ؛
؞পেਓऐقসਓكभலহमরবपो৽ؚਃप⎯घ
ॊ؛
؞সউঞ५ਸੵपेॊؚ१شঅ५ঃؚॶش৵টॵॺષदभ॥
५ॺقসपऊऊॊ॥५ॺكभॽش६पਞतऎ؛
؞நஆखؚਃ༊ওشढ़पथৈਙચঞش२شঐ३থ॑ৄ৾؛
؞జਟधमઌಗभ୳दؚਠभঅ४ॿ५ਅറभঔॹঝ॑અ੧؛
َসঞ५َُજచঞ५ُ
ੇ؞॑ఀৃੵ؛धঽ୧॑ਲ਼ॉ௸ःؚத॑ऊऌૐीؚঐ३
থ॑භোखथَઙૄভ੩ઠ਼ُ॑ਝয়؛
؞मౌभटढञऋઁؚःযဿ॑ણऊखؚਭି॑ੜृखथः
ऎقऒभႃीञ૮મ१شঅ५म০ुಲਢ؛ك
َ؞౭ঋথॳকॻشজشೖُभਸ਼दတཫೖ؛जभؚ
ষೖृওॹॕ॔दॉऑैोॊਯऋੜइथःऎ؛
؞ਠभৃਚपৗੵৃ॑૦ਝ؛ਲ਼॑ಇयखथःऎ؛

株式会社

َଢ଼৫ُੵৃؚજచਸੵؚड़شউথॖঀঋش३ঙথؚષସଵ৶३५ॸ

੫ਏ
৻ٴഁ૽ পཁ ਫয৻ق৯ك
ٴਲ਼ৈ؟৺
ٴৱমস ਐ
ٴజ৩ਯ
ٴਝয় ೣਮফ
ٴহઍ؟ఫ૬ഌຬঢ়৴ષभ؞
ਓؚୢਃஓঢ়৴ષभ؞
ਓؚঽ؞যੵୋయऩन
ٴ൹ഌຬঢ়৴ؚఫ૬ঢ়৴
 ਗ਼ਃؚপ৾ऩन

य़شডॻش
ْृ
ْ
ृॉञःऒध؞৯खञ৯ఏ
ఏٓ
 ؞শଳ峑અ岲峵¼હਸக岞峊岻峬峊峫岞
嵣਼ੀ峑峬峘峏岹峴峼য়峋岼峵峒岷岝岣ম峕峬岰岤峒峔島峚岮岮
਼ੀ
ੀ峑峬峘峏岹峴峼য়峋岼峵峒岷岝岣ম峕峬岰岤峒峔島
峒峔島
島峚
ْ
ْुधुधढथःञुभ؟য௶ੌ؞ૼ؞ಉ
ಉٓ
؞ਘामષସ؛ਬषभ॔থॣॺش৹ਪदਖ਼؛
ਘामષସ؛ਬ भ॔থॣ ॺ৹ਪदਖ਼؛
ਘ
؛
ْ
ْ৯ఏधभঢ়બदधढञু؞इथःढञुभ
भٓ
؞ভभഄఴधૼभघयैखऔ॑ੳघॊऒधऋ५ॱॺش
؞বੳ੦पजभऽऽৌૢदऌॊષସଵ৶३५ॸभଡണ
؞ঽै,7पਘा؛औैप,7ੀऊैૡखञੴযऋ३५ॸ॑ଡണ
؞ఫ૬ഌຬীषभਤল్॑ःؚবఫ૬ഌຬனपলன؛
؞ਠदभেਓ৬॑ॊञीؚইছথ५র৵੫धभَड़ॺঔॲॳਅُ؛

ਗ਼ਞਃஓਲ਼સؚ॑ফदఫ૬؞ഌຬ؞ୢڱસप

ফ
ফ

ফ

ফ
ফ
ফ
ফ
ফ

ٴমऋ༵ॊnुभतऎॉ|द਼َੀُष؛
ٴ൹भॽش६पঐॵॳखञؚৗञऩਸੵ্১َજచঞ५َُসঞ५ُ
दؚৱ౫ؚৱ౺ؚ॑ৰਠखؚؚ१شঅ५ঃؚॶش৵টॵॺષभ
ৃपোܒ؛ৗञऩঐॺॵॣشभল؛
ٴ൹ॽش६କਡभૼ৫؛ใோभਸੵ্১पधैॎोङؚৗञऩ॔উ
টॳشदؚॖঀঋش३ঙথ॑লखਢऐؚ९জগش३ঙথ॑؛
ٴਈৗਝ॑ாपোखؚওথॸॼথ५ؚय़কজঈঞش३ঙথஅीঽ
ढ़५ॱঐॖ६؛
ٴযभฏृྠपैङؚආघॊૼमؚଷॹुॱشஅीञॅैँؚ
ॊਸੵ੯॑অॵॡॹॱشपखؚীෲघॊহदَؚਈి੯ُऌল
घॱشॹܒ؛१ॖग़থॸॕ५ॺ؛
ٴঅॵॡॹ॑ॱشણ৷खञؚ९ইॺक़ख़॔৫؞ਲ਼قਸੵৄ९ইॺك
ٴऔोञঀक़ঁक़॑ஹॊನपَੴଃਅറُऋਈਏ؛
ٴ,&7ૼभણ৷पेॉؚᅮ৲खञૼ॑৷ःुؚभतऎॉभૼ॑ল
औचङपؚਲਗ॑அीुؚभतऎॉभইছথॳকॖ६ன৫खथःऎ

由紀精密

⌆ಖഡقઋఱਆনك

ফ

ुभतऎॉ¼,&7¼ੴଃਅറ

ਁ؛ಃਗ਼ਵभષଲୗ
 پక๛ऋॉदਛশ
ংঈঝടശقਲ਼ॉऑౕك
ٜ॥ॿॡॱشଲୗਭିद୦धऊଭॉજॊ
ۉھংঈঝടശقગलਲ਼ॉऑك
ٜਝৱ॑खञदؚপऌऩઝ؛
ःणਓखथुउऊखऎऩः૾யप
ਠশऋॖথॡ५खୃदো؛
ଞਜधखथ॑ਤीॊ
پऒभਊৎؚফਲ਼ॉऑभभॉোोऋँढञ૾ଙ
ଙमਗ਼ਞਃஓؚஓؚॉ॥ॿॡॱشभਓ
বఫ૬ഌຬனقఫ૬؞ഌຬীषभਸ਼నك
,7৽পೖَਭିেਓभেਓଵ৶३५ॸُ
শભ
ইছথ५জচথपುਡधऩॊਠ১যਝয়
ਠؚఫ૬ಉऋਲ਼भڱસ؛জشঐথؚ৴ਢహஊ

ਓऊैॖঀঋشॱش੫ष
ٴঽभਘा॑ীෲघॊञीؚਬप॔থॣॺش
َٴષସभৈऔُ॑ણऊचॊীقఫ૬؞ഌຬ؞ୢ॑كহ୩
ୠपीञ
ڀષரؚৈહਸகपᑭ॑જॊ
ٴजभञीؚऽङमবੳ੦पजभऽऽৌૢ૭ચऩષସଵ৶
३५ॸ॑ଡണ؛
ٴঽैु,7पਘऎؚऽञ,7ੀऊैभૡয౫ऋણඩ؛ਧળ১
প৾ઇ౸भউছॵॺইज़ش॑ઞ৷؛
ٴଐःષସؚৈહਸக॑ৄथऎोॊৼুधःअਔदमؚਲਗ
ुਛশ॑ਢऐॊপऌऩঐॺॵॣشधኇइؚਲਗனંভपா
ਸ
ٴਸੵੵங؞ਸੵ੯؞षभऒटॎॉऋؚଲષभலऋॉृ
ଐષସभৈऔऩनَؚષସभৈऔُ॑েाলघ
ٴরশभঅ४ঙথ॑৩पંघ
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付表⑨

菊池製作所

株式会社

ໜଲਚ⌆ূقழك

ฐฮ৬ुؚभतऎॉॺॱشঝ९জগش३ঙথؚৗଲષ॑েिञीभਓ৾৴

੫ਏ

य़شডॻش

৻ٴഁ૽ ໜ 
ٴਲ਼ৈ؟৺
ٴৱমস 
ٴజ৩ਯ
ٴਝয় ೣਮফ
ٴহઍ؟সരलউছ५ॳॵॡଲષभ
ధलपਓਝੑ؞ଲ؞ਲ਼ؚ
ரসਝੑ؞ଲ؞ਲ਼
ੵਃ༊भਝੑؚଲؚਲ਼
ٴ൹ش

ْृ
ْ
ृॉञःऒध؞৯खञ৯ఏ
ఏٓ
ु؞भतऎॉऋऌ؛൹ॽش६प໌खञुभतऎॉ؛
嵣ঽଲષ峒峇峘峘ৃ岞્峕嵕嵄崫崰ী峑岝崝嵤崻崡৲峬அ峫峉嵕嵄崫崰嵆嵤崙崫崰峘ল
ঽ
ଲષ峒峇峘峘ৃ岞્峕嵕嵄崫崰ী峑岝崝 崻崡
崡
ْ
ْुधुधढथःञुभ؟য௶ੌ؞ૼ؞ಉ
ಉٓ
؞ฐฮ৬૭ચऩਸੵૼभ்भઁऔ؛
؞ৃधभமඡ॑ोॊेअऩॿॵॺডشॡ॑ऎढथःॊऒध
ৃधभமඡ॑ोॊेअऩॿॵॺড ॡ॑ऎ

ऎ
ऎ
ْ
ْ৯ఏधभঢ়બदधढञু؞इथःढञुभ
भٓ
؞ਓ৾৴दঽपमऩः३ش६ध॔ॖॹ॔भॉा
؞ওढ़ॺটଢ଼ਚ॑ਝয়खؚଢ଼৫হपିৡ؛ৱসৡಉન৳भञीभৃ؛
؞৫॔ॖॹ॔॑ुणর৵ঋথॳক੍॑شରखؚथृؚऋथଲୗभலহ॑ुैइ
ॊ१ॖॡঝभଡണ

ওشढ़شधभુ৫भణपଭॉயఁপखञഄఴ
ফ
ফ
ফ
ফ

ফ
ফ
ফ
ফ
ফ

付表⑩

ढ़ওছदقಖഡഝসਸੵؚসଲؚك
উঞ५ਓ৫
ૣਣਸ਼ੵৃ॑৫ਝقਸ਼ڭਛশك
پৎੑષ৷भউঞ५ਓ؛ওشढ़شधુप౫મ৫ؚ
ৗखःউঞ५भலੌा৫؛পऌऎহఁপ
ওشढ़شਲਗன৫प়ॎचؚব؞রবਤল
پऒभႃऊैਓ৾৴पৡ॑োोॊ؛
,62੭
ওढ़ॺটଢ଼ਚਝয়؛মતपଢ଼৫হ৫؛
৫ષ਼॑पলघؚਦਙ؞ৱসৡभञीৃ॑৯घ
پऒभႃ਼ؚੀਈුभఝपੈৡघॊऩनؚ૬भঁ
ॖॸॡੇਗ਼ঈشदౚभਛশधૠெఁপقਸ਼ڮਛশ؛ك
পଚଊਬਚ-$6'$4ৃपઙૄ॑ৃ
پটॵॺহ৲भਸச
ୢਃஓଲୗಅ૭੭؛ঐॵ५ঝ५ॶشਲ਼৫؛ୢ
ਃஓपমતৱॻؚ؛টشথ৫ऩनਤीॊ

株式会社

I
BUKI×

株式会社

ुभतऎॉॺॱشঝ९জগش३ঙথधৗञऩ৴
ٴৎपଭॉؚਈഈभ৫पুऎ൪ाؚजभরदਸੵૼ
॑༿ऌणणઽஇ॑੭ؚਸੵૼभ்॑ઁऑॊञीपਝৱ
॑बञટؚএॺشইज़জड़॑ীങखथ৽؛
ٴฐฮ৬॑੦ೕपؚऊैਓषभষৎभॺছঈঝৌ
ૢऩनुَؚभतऎॉॺॱشঝ९জগش३ঙথُ॑घॊঅ
४ॿ५ঔॹঝदઽஇ੦ೕ॑ਛ
ٴञटख৽ؚঽ৬मखथःथुৣؚடऐலহदमਂऋ
ଋॊञीؚঽଲષଲ॑ெดघॊञीभਓ৾৴؛
ٴপ৾ଢ଼ਃঢ়भ३ش६ध॔ॖॹ॔॑ॉथؚঽभਘादँॊ
ुभतऎॉ়॑औचथৗଲષ॑েाटखহ৲घॊঔॹঝ
ऋुअणभ؛
ٴ৫॔ॖॹ॔॑णর৵ঋথॳক੍॑شରखؚਓৌૢदঀक़
ঁक़॑खؚऒोैऋਛশघॊऒधदટधखथଲୗध
खथभலহ॑ुैइॊ؛

O2

⌆,%8.,¼⌆2قఖਨك

2ؚਗ਼ਃऊैप३ইॺؚহഓ৲&ؚ$(ੰෲঁ؞ॖ१ॖॡঝ؞્ரਸੵ

੫ਏ

य़شডॻش

৻ٴഁ૽শ ૈম 
ٴਲ਼ৈ؟৺ ফ
ٴৱমস  ٴజ৩ਯ
ٴਝয় ೣਮফ
ٴহઍ؟ೝলਛসभਝੑ؞ଲୗؚ
উছ५ॳॵॡਛષभ؞
ਓ્ؚਸੵभଢ଼৫
ؚস؞ਛपঢ়घॊঀक़
ঁक़ऩन
ٴ൹قਬਓ؟ك
ঽওشढ़؞ش7LHUऩन ਲ਼સ

ْृॉञःऒध؞৯खञ৯ఏ
ఏٓ
؞ଲୗ॑ेऎखञः ؞সੀٙৣடधाऩऔोॊ৬ସभઊقৗखःँॉ্
؞கभઐ୷ਡؚଞप୦ऊ॑েाলघभँॊভقৃল੫ك
؞ୠ൴
ୠ൴ ؞মभुभतऎॉभ਼ੀषभਦ

মभुभ ऎॉभ਼ੀ भਦ
ਦ
ਦ
ْ
ْुधुधढथःञुभ؟য௶ੌ؞ૼ؞ಉ
ಉٓ
؞೮িଲਚ
೮িଲਚ
೮
؞્ਸੵقਸ෪ਸੵك
્ਸੵقਸ෪ਸੵك
ْ
ْ৯ఏधभঢ়બदधढञু؞इथःढञुभ
भٓ
؞2पेॊয়थઉख ؞ड़شউথॖঀঋش३ঙথ ؞বਗभॿॵॺডشॡଡണ
؞ংজগॳشख़شথ॑ฌऐँऋॊقৡ؞ كக୪भல্धৼু॑इॊ
؞ਔଡୗदَbঔঀbऊैbੴb॑घॊଲୗૐ੮ُषभମ ૼ؞ৗ
؞b,QSXW ৄइऩःૼكbَੴُषभৱदؚৗਃચ৫
ૼ؞भbୁ৲b दஆঽଲષق%&
ੈ؞दdகb਼॑ੀपઉமඍऐॊலੌा

621<ৣடऐऊैഓ৲ؚગেषभඅ
ٴ೮িଲਚৎ৻
嵣崼嵤崗ৎ峘ਲ਼
嵣સਰ岶621<ৣட
嵣ੵৃ岝৬
৬

ਹஇ૨

20.0%
0.0%

-20.0%
-40.0%
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ٴ621<崟嵏崫崗
崗
嵣+I\岵峳
ফ৴ਢஊ
嵣ੵৃ峼൷峫峵

ٴ2岶େઽ
嵣ౕ峔୮
嵣ਹஇ૨
峬৯ಥ

ৡधகतऎॉदؚઽஇଡୗ॑

ਔ

嵣
ଡ
ୗ


嵣
崒
␗
崿
嵛
崌
崶
嵁
␗
崟
⑄
嵛

ম

ਘ
৲

¼
ৗ
ૠ
হ


ਭିৡਘ৲

ਘा॑ગનੳखؚ୪ৡਘ৲
ਠৃभग़ش५॑पૡఌؚ੧ৡਘ৲
ॳشইग़থ४ॽ॔ ੲਾૐ৺ दਜச২

4&'ৡ
৩ৡਘ৲

ঀक़ঁक़૭ଳ৲ؚ,R7$,भোदਠৃৡਘ৲
ऺीॊધ৲ؚણऊघ৽௶ੌؚभણਙ৲

এ४३ঙॽ
থॢ

జਟभੀपऽॊभदऩऎؚৃधभ॑
ऎघॊଳਡ

१شঅ५
৲

औोञঀक़ঁक़ؚ॑੫৴द॥থ१ঝ
ॸॕথॢ؞ਲਗওথॸॼথ५१شঅ५पன৫

ৗਃચ؞

ঽঈছথॻ

َ॔ॖॹُ॔¼ َ॥॔ૼُ¼َੴध॥ছُ
दৗਃચଲષ৫؛औऎै॒ऻহؚஆঽ
ଲષق0DFKLQHU\dV .LWFKHQಉؚكbঔঀ؞॥ॺ
ॖঀঋش३ঙথdಉदؚbd
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付表⑪

株式会社

ナノ・グレインズ

⌆ॼঀॢ؞ঞॖথ६قশၧ௰ك
੫ਏ

य़شডॻش

৻ٴഁ૽ ৵ૈ ඤఴ
ٴਲ਼ৈ؟৺
ٴৱমস ڭਐ
ٴజ৩ਯ
ٴਝয় ਛফ
ٴহઍ؟த၄ଲୗૼधਸੵૼ
॑৷ःञષன৫ؚୢਃஓ
ષ৫ؚశமඡ७থ१ॹشংॖ५
भ৫٭ਲ਼ऩन
ٴ൹ୢਃஓওشढ़ऺشऊ
پಟ৬भ৵ૈಖਃੵਚमؚৱমস
ਐؚజ৩ؚਲ਼ৈ
قবফৰౚك

ْृॉञःऒध؞৯खञ৯ఏ
ఏٓ
岽島
島峨峑峘৫峁峉ૼ峼峘ী峑ણ৷峑岷峔岮岵
岮岵
嵣岽島峨峑峘৫峁峉ૼ峼峘ী峑ણ৷峑岷峔岮岵
ْ
ْुधुधढथःञुभ؟য௶ੌ؞ૼ؞ಉ
ಉٓ
؞ฏৎੑષभଲୗૼ॑'1$धखञಖഡਸੵૼ؛
؞த၄भଲୗૼधਸੵ્ਙॹॱش
த၄भଲୗૼधਸੵ્ਙॹ ॱ
த
ْ
ْ৯ఏधभঢ়બदधढञু؞इथःढञुभ
भٓ
৾؞ীథपेॊૼभৄइॊ৲؛ৰध৾ହपेॊૼஉುभৄइॊ৲
؞৫औोञ౫મधਸੵૼ॑৷ःञୢਃஓृঽષऩनभৗञऩৃ৫ิ
شॱؚୖ؞।ॵॺप໌खञ৴भृॉ্
پউট४ख़ॡॺपৌखथؚષସ৳॑नऒऋষअऊपेढथ৴৬भরदभ
ॺॵউقভكऋฑໞपॎॊலੌा॑৭උ

ฏৎੑષଲୗૼऋ'1$
ফ

ফ
ফ

ফ

付表⑫

৾ऩীథप੦तऎૼभৄइॊ৲ؚ౮ரؚฑໞऩ৴भலੌा

৴भலੌा

ಟ৬भ৵ૈಖਃੵਚਝয়؛
ฏৎੑષभੌ
پ७ॖ॥شग़উ९থभ௧ੈৡভ
য়थڀઃਸੵ
عফ৻पमฏৎੑৃऋᆳਮ
ڀએ૪৶؞
؞ফ৻ੂ୍पम,7ષपुো
૪৶ڀউঞ५ਸ
پञटखফ,7ংঈঝടശदౕ
ੵषधଲୗ୩ୠ
ਠम
॑ఁপ
؞ফ৻यपؚঽષपुো
پ৵ૈಖਃੵਚभਲ਼भ॑ಚीॊ
ಟ৬भ৵ૈಖਃੵਚऋਗ਼મྱೝ৷ड़জইॕ५भਸੵૼ
॑৫قফदम਼ੀ३ख़॔ك
ସ؞౫મଢ଼ਃଡق೭ౖكध౫ସقத၄كभਸ
ੵ્ਙभଢ଼॑৫؞ঀॼؚঐॖॡটષऐभ౫મधखथ
ిखथःॊऒध॑ৄॢ؞ঀॼقঞॖথ६ਝয়भ੪धऩॊૼ
ଢ଼ك
த၄भଢ଼॑੪पखथؚ৫౫મभৗञऩৃன৫॑
घसऎॼঀॢ؞ঞॖথ६॑ਝয়

ٴಟ৬भ৵ૈಖਃੵਚदॵ३গधभਬ॑૿ਊ؛ऒभরदؚ
ॻॖॶभਝੑઓ୳पඡोؚ৾ऩীథप੦तऎૼभৄइ
ॊ৲भਏਙ॑ੳ
ৄٴइॊ৲खञૼ॑ঋش५पؚ৾ऩৃृ౮ரभযधणऌ
ँअরदؚऒोऽदି৯खथऩऊढञঽभ३ش६ऋؚશभ
ৃਚदக॑ढथःॊऒधपਞतऎ
ٴजभ৬धखथभୢਃஓ؛౫મਛীभಌऋৈःঁॻشঝ
धऩॊୢਃஓੀपउःथؚத၄म౫મਛী॑ಌ
ऩखपৈਘ২৲दऌॊ३ش६धखथৈः௬॑੭ॊ
ٴञटؚৗীؚৗ୩ୠपোघॊद্ؚর৵੫मؚऱ
धु؞भ؞ऊबऋଞपਂଌ؛৴घॊखऊऩः؛
ٴ৴पमਸघॊউঞॖখشभपेॊୀः॑ੳखؚਈి
ऩ৴भல্॑ெด؞৭උघॊਏਙऋँॊ
ٴ੫৴दमؚષସ৳भ৬पेढथॺॵউ॑इॊ

HI
LLTOP 株式会社

+,//723⌆قਿഌؚ৪বढ़জইज़ঝॽ॔ك
੫ਏ
৻ٴഁ૽ ম ਫ
ٴਲ਼ৈ ফ ؟
মবؚ৪ব১যਐॻঝ
ٴৱমস ਐ
ٴజ৩ਯ
ٴਝয় ೣਮফ
ٴহઍ؟ਃ༊ਸੵহؚಎ઼৫হؚ
,PDJLQHHULQJॢقছইॕॵॡॹ
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付表⑬

（２）各プレゼンテーター企業のステップ概要

؝ڮಞ౫ਓभَ༎एৡُभपऐञଳౠ

كڮقউঞ८থॸشॱش੫भ५ॸॵউਏ
z ઓः॑पखؚ॔ॡ३ঙথपᇽऑॊૌஙྼमधखथَؚঽम୦ऋदऌॊभऊؚ୦ऋਘाऩभऊभ
ྕखُ॑ৰق५ॺشজ؛ك⋇ش
z जऒऊैৄइञुभभੌा়ॎच؞ਘ৲ؚଌॉऩःীभ৴ಉपेॊଓःق५ॺشজৢ॑ك⋈شगؚ
ৗञऩ५ॸش४ٙৗৃुطभतऎॉटऐदऩः९জগش३ঙথ१شঅ५ಉق५ॺشজك⋊⋉شष؛
ॱॽشথॢএॖথॺ
َ7XUQLQJ3RLQWُ

ઓःؚ৯खञ৯ఏ
َ:K\٭:KDWُ

ৰਠभু১ಉ
َ+RZُ

ӁӈҴӜҴ⋇ु؟भतऎॉૼ¼ఐ৾¼ॹॱشঋش५
ुभ
भतऎॉૼ¼ఐ
भ
भत

ਓலহमബৌपट

؞भসരਸੵૼ٭ਠৃ
؞


ীष

ਠभশऋਬऌಲःटৎ

॥॔ૼقҾҵҾӡӏӣӄӡӁك
قҾҵҾӡӡӏӏӣӄ
ӣӄӡӁ؞ ك
؞३গঞش३ঙথૼ
३

৾؞ੴ؞ੴৄ
؞
৾
ੴৄ

ुभतऎॉदต॑ቸइॊ

ਬऌಲएভम
ਓ௺दਂய

ਬऊैभਈৢᓴಉ

জ९ش५ಉ
َ5HVRXUFHُ

ఫ૬؞ഌຬष

ஆঽ३५ॸ

జभਬଡୗऊैేखञः

সੀदৗঅ४ॿ५

ୖ⋇⋈

ৗਉ৶

ӁӈҴӜҴ⋈؟৴؞ӌҳӈӠҴҼपेॊӔҳӀӡҼӢӎӣҴӆभଓ

ۥڸ
؞৽؞য౫
؞ৗञऩযဿؚ2%
؞ੀੴؚரभੲਾ؞ੴৄ

মपඇुोथःॊজ९ش५॑
ણ৷ૢ؞৷घोयऽटऽट
ৗखःகলऋदऌॊ

ୖ╤⋉

ৗखःகٙઽஇ౺भଡണष
ണष
ष

৾ऩলভः

付表⑭

ӁӈҴӜҴ⋉
؟ৗৃदृॉજॊ؞ৗৃप༃ॊ

ୢীಉष

ӁӈҴӜҴ⋊
؟ҵҼӂӁӒӣҶӡӈ٭ӈҴӄӝӃӜұҴӀҲӡभ

ଲୗटऐदऩःঅ४ॿ५ঔॹঝ॑
অ४ॿ५ঔॹঝ॑
ಂखञःؚజ৩ऋଞपृॊਞ
॑थॊহઍपखञः

ҩҩҩ

జؚਓ௺ऋ
ওॖথदயப৲

ଞपਂଌघॊ৽ৱ౺भরदु
ৗखःகୗप൴
खथःऌञः

টॵॺীष

（２）ビジネスに結実していくまでの様々なハードル（２／２）
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付表⑮

（３）今後の取り組みの方向性
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