
第3回近江の工場長サミット 
開催結果レポート 

モノづくりの現場から見た滋賀と世界 

日 時 

開催概要 

平成26年2月14日(金) 
14:00～19:00 

場 所 ピアザ淡海 
大津市におの浜1丁目1番20号 

主 催 滋賀県 

後援 

滋賀県経済団体連合会 
【滋賀県商工会議所連合会、滋賀県商工会連合会、滋賀県中小企業団体中央会、 
 滋賀経済同友会、(一社)滋賀経済産業協会、(一社)びわこビジターズビューロー】 

(公財)滋賀県産業支援プラザ、滋賀県産業立地推進協議会 

滋賀県立県民交流センター ピアザホール 
①開会挨拶 ………………………………………14:00～14:10 
 滋賀県知事 嘉田 由紀子 
 
②講 演 …………………………………………14:10～15:10 
 「グローバリゼーション下での国内工場の真の役割」 
 ～商品開発・生産技術革新や生産現場改革、人材育成の仕組みづくりの観点から～ 

 ダイキン工業株式会社 取締役兼専務執行役員 滋賀製作所長 
 松崎 隆 氏 
 
③サミットトーク………………………………… 15:20～17:30 
 「今後のモノづくりを探る～実例からの模索～」 
 コーディネーター 阪南大学名誉教授 大槻 眞一 氏 
 パネリスト(プレゼンテーション順)  
  株式会社村田製作所 八日市事業所事業所長 萱原 史也 氏 
  ニプロ株式会社 常務取締役総合研究所長 増田 利明 氏 
  株式会社アートプラン 代表取締役 渡辺 正 氏 
  株式会社大木工藝 代表取締役 大木 武彦 氏 
  オムロン株式会社 野洲事業所所長 鈴木 健 氏 
  株式会社リチウムエナジージャパン 取締役 沢井 研 氏 
  日本アドバンストアグリ株式会社 代表取締役 辻 昭久 氏 

第1部 

第2部 
ホテルピアザびわ湖 クリスタルルーム 
交流会………………………17:45～19:00 参加者数 

第1部 194名 
第2部 81名 

(注)本結果レポートにおける発言内容、所属・役職名は、全てサミット開催時のものです。 
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開会挨拶 滋賀県知事 嘉田 由紀子 

改めまして皆様、こんにちは。 

 本日は大変お足もとの悪い中、「第３回近江の工場長サミッ 

ト」にご参加いただきまして、ありがとうございます。 

 改めて日頃から皆様の、本県産業振興への格別の御理解、 

御協力に対しまして、感謝を申し上げます。 

 さて、皆様の研究所あるいは企業の製造拠点などどのよう 

な理由で滋賀県に立地をしていただいているでしょうか。 

 交通の便の良さ、あるいは人の確保、そしてさまざまな誘 

致策などあったかと思いますが、ありがたいことに昭和38年の名神高速道路の開通を受けて、

滋賀県は内陸モノづくり県として大きな発展を遂げて参りました。 

 この１０年間振り返ってみますと、それぞれ厳しい局面がございました。何よりも２００８

年のリーマンショック、そして２０１１年の東日本大震災の影響などで皆様の企業、工場でも

大変な状況ではなかったでしょうか。 

 経済情勢は回復傾向にあるといわれておりますけれども、まだまだ本県の場合も隅々まで回

復しているわけではありません。 

 こうした中にあるからこそ、将来にわたって、本県産業が発展をしていくためには、滋賀の

持っている「人の力」「技術の力」また研究開発の「知の力」そして私たちは産業活動を支え

る暮らしというところでは、教育も文化も自然も、大変豊かなところにありますので、その社

会成長ということも皆様とともに支えていきたいと思っております。 

 本日のサミットでは、ダイキン工業株式会社の松崎様から「グローバリゼーション下での国

内工場のあり方」についての御講演をいただきます。 

 サミットトークには、7社の皆様から御参加いただき、それぞれの会社での技術開発、商品開

発についての発表等いただくということになっております。 

 さらに私ども行政といたしましても、大学、企業とのマッチングのお手伝いをさせていただ

いたり、あるいは企業と様々な金融機関とのマッチングもさせていただいておりますけれども、

様々な事例を発表いただけると伺っております。 

 私の尊敬する経済学者にシュンペーターという方がおられます。丁度40年前近くですが、ア

メリカに留学した時に、シュンペーターの本の中で「イノベーションとは何か」という言葉が

今でも大変印象に残っております。 

 イノベーションとは多様な主体の出会いの中で、多様性の中から生まれる、ということを学

びました。 

 今日もそれぞれの地域、あるいは職種の違う皆様が、お集まりいただくことによりまして、

新たな、今の時代にふさわしいイノベーションをこういう場から発信をいただけるとありがた

いと思っております。 

 そして、本県の「住み心地日本一」経済的にも社会的にも安定した滋賀県づくり、皆様とと

もに歩んでいきたいと考えております。 

 最後になりましたけれども、本日のサミットが皆様にとって有意義な時間となりますことを

お祈りし、開会の挨拶とさせていただきます。 
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講 演 

「グローバリゼーション下での国内工場の真の役割」 
  ～商品開発・生産技術革新や生産現場改革、 
            人材育成の仕組みづくりの観点から～ 
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ダイキン工業株式会社 取締役兼専務執行役員 滋賀製作所長 

                   松崎 隆 氏 

 ダイキン工業株式会社の松崎様から、

会社概要を含め、講演テーマに沿った

御講演いただきました。参加者からも

90％の方が「参考となりました」との

お声をいただき、非常に熱い御講演で

した。 



サミットトーク 

「今後のモノづくりを探る～実例からの模索～」 
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コーディネーター 阪南大学名誉教授 大槻 眞一 氏 

 先ほどのダイキン工業の松崎様の御講

演にありましたように、今、製造業は大

変な状況にあります。商品開発のスピー

ドが大変上がってきていることにどのよ

うに対応していくか、あるいはコストを

下げる競争に直面している。今、日本の

製造業は大きな転換点を迎えていると

いっても過言ではない状況です。さて、

この工場長サミット、3回目です。1回目

は国内工場の役割、あり方について議論

をさせていただきました。マザー工場の

役割、そしてそのための技術開発、商品

開発が重要となっている。これらがマ

ザー工場でうまく生産システムに乗せら

れるかどうか。 

 あるいは海外で生産に携わっていく人

材の育成、こういうことがマザー工場に

求められている役割ではないか。特にこ

の滋賀県というのは立地上、県内外含め

て近郊に、大学等研究機関も多いところ

です。非常に有利な点がある。豊富な水、

交通の要衝、災害が少ないなど色々な利

点を加味し、滋賀県で工場を立地するメ

リットは大きいということが分かったわ

けです。 

 第2回目では、今、日本の製造で「オー

プンイノベーション」という形態をとる

ことが望ましい、重視をする時代となっ

てきており、いかにその「オープンイノ

ベーション」を進めるか、そのためには

企業と企業の信頼関係、これが一番重要

である、情報、技術を世界から集める必

要がある、こういう内容について御議論

いただきました。 

 今回のサミットはこれまでの中でも最

大のパネリストの方にお願いしました。

工場長、研究所長、企業経営者といった

第一線の方々に今の時代、どのように商

品開発、技術開発を進めていけばいいの

か、こういうお話を伺いたいと考えてお

ります。 

 進め方としては大勢の方にお願いして

おりますので、2つのグループに分けてお

話をいただきたいと考えております。第1

の方は、研究開発をどのように行うか、

ということに焦点を当ててお聞きしたい

と思います。第2は、国内に立地するにあ

たって県とのかかわりをどのように行っ

ているか、という点についてお聞きした

いと思います。 



サミットトーク 
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パネリスト  
株式会社村田製作所 八日市事業所事業所長 萱原 史也 氏 



サミットトーク 
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パネリスト  
ニプロ株式会社 常務取締役総合研究所長 増田 利明 氏 

パネリスト  
株式会社アートプラン 代表取締役 渡辺 正 氏 



サミットトーク 
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パネリスト  
株式会社大木工藝 代表取締役 大木 武彦 氏 

ディスカッション１ 

〈コーディネーター 大槻 眞一 氏〉 

 第1グループの4名の方、どうもありが

とうございました。今、4人の方にプレゼ

ンテーションをしていただきました。少

しご質問をさせていただきたいと思いま

す。 

 最初の村田製作所の萱原さんにお教え

いただきたいのですが、最先端材料の使

用、しかもグローバル展開の中、イノ

ベーションの創出をするときに必要な点

について、どのようなことをお考えで

しょうか。 

 

〈㈱村田製作所 萱原 史也 氏〉 

 弊社、材料開発から商品開発、製品開

発まで独自に進めておりますが、技術の

ブレークスルーは必要不可欠なイノベー 

ションにおける要素と考えています。一

つの製品が終焉するときには次の製品が

主流となり、またそれが収束するときに

はまたさらに次の製品がというサイクル

を立ち上げることが必要となります。 

 こういうふうに技術のブレークスルー

を行っていくことにより、画期的な技術

トレンドを生み出すことを意識している

ことが1点目の要素です。 

 次に得意技術の組合せにより新たな市

場用途に応えていくということ、モノづ

くりという視点ではなくコトづくりとい

う視点も組み合わせることが不可欠と考

えています。そのために広く世の中をみ

ること、バランスを取ることも必要と考

えています。 

 



サミットトーク 
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〈コーディネーター 大槻 眞一 氏〉 

 ありがとうございました。技術のブ

レークスルーのためには材料、製品開発

まで一貫して取り組むこと、また、今ま

での技術をうまく組み合わせることが必

要であるということ、さらに広く、多く

の情報を取り入れることが重要ではない

かということでした。 

 それでは次にニプロの増田さんにお伺

いします。 

海外拠点、アジアに拠点をたくさん持っ

ておられ、医工連携でも成果を生み出し

ておられます。医工連携にとって重要な

点についてお願いしたいと思います。 

 

〈ニプロ㈱ 増田 利明 氏〉 

 弊社では医療分野を担当していること

から、患者さんに直接かかわることでも

あり、リスクの高い事業を行っているこ

とになります。ですので、先生方と緊密

に連携が取れるか、ということも重要と

なり、その点でも医工連携が重要である

ということになります。 

 もう一つは当社の持つ技術のみでは限

界もあり、応用の技術、他の会社が持っ

ている技術、大学の持っている技術を組

合せて最終商品に仕上げる、ということ

が一番のポイントと考えています。 

 当社の医療関係の製品では承認を取っ

て、販売することが必要で、これがモノ

づくりとなります。これは日本だけでは

なく、欧米、すべて同じです。 

 よく「出口」といいますが、出口を見

つけて製品化することが重要です。モノ

ができたからいいでしょうではなく、売

れるものでなければ商品ではない、と考

えております。それが医工連携の一番の

ポイントでもあると考えております。 

〈コーディネーター 大槻 眞一 氏〉 

 ありがとうございます。売れるもので

なければ商品でない、これはその通りか

と思います。医工連携といっても、患者

さんの情報を取り入れることが必要、そ

のためにはお医者さんとの連携が重要に

なってくる、承認がとれるような商品開

発に心掛けていらっしゃるということで

した。 

 では3番目にアートプランの渡辺さんに

お伺いしたいと思います。従来と違う分

野、医療、介護、福祉に研究開発を進め

られましたが、この開発にあたって特に

留意されている点についてお話しいただ

けますでしょうか。 

 

〈㈱アートプラン 渡辺 正 氏〉 

 福祉分野へのチャレンジ、弊社は産業

用機械をオーダーメードで製作していま

したが、自社商品がない、というのが弱

みでした。また弱者に対して、さらに地

域に貢献できる製品がないかな、と漠然

と考えていた折に、滋賀県立大学で旧知

の教授の技術発表があるとお聞きし、出

席したところ自立支援型移乗補助装置の

お話がありました。弱者に対する支援、

まさに「これだ」と、さらに弊社の技術

を活かして製品化できると考え、共同研

究開発をスタートしました。 



サミットトーク 
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 弊社はオーダーメードでお客様の想い

を形にすることが本業です。そして一発

で仕上げます。しかしながら開発につい

ては、部材の検討から始め、補強、部材

の見直しといったものが必要となります。

そしてランクアップしながら、必要最小

限「これでいい」というところをいかに

探すか、さらにどのようにコスト低減に

つなげていくのか、ということで開発し

ていきます。一品一様のものが量産とな

りますとたとえ10円、100円でも変わって

くるということを実感しながら開発を進

めてまいりました。 

 また福祉分野は初めてでしたので、最

初から福祉施設、福祉機器のレンタル販

売企業を巻き込んで開発を行ってまいり

ました。これは今後においてもユーザー

ニーズを把握するのに必要不可欠と感じ

ています。 

 現在は施設からの要望でより重度の方

の移乗動作ができれば、ということで愛

移乗くんⅡの開発を行っております。 

 さて4番目に大木工藝の大木さん、龍谷

大学をはじめ多くの大学と連携され、た

くさんの成果をあげておられますが、こ

れは大学と連携をするうえでコツのよう

なものがあるのでしょうか。 

 

〈㈱大木工藝 大木 武彦 氏〉 

 私自身が研究者でも技術屋でもないの

で、データ等を集めるためにどうすれば

いいかと県に相談したところ、「大学に

持ち込むのが一番」と説明され、龍谷大

学の教授を紹介いただきました。小さな

企業ですので、データ等について公の機

関の結果を出さなければ、なかなか取引

に応じていただけないということもあり

ます。アイデアを弊社で考え、それを大

学に持込み、最後までやり遂げるという

気持ちをもつこと、が第一であると思い

ます。 

 資金面からも長期にわたってというこ

とは難しいため、ある程度のチャンピオ

ンデータが出た時点で、すぐに持ち帰り、

メーカー等に持込み製品化を図る、とい

うことで今日があるということになりま

す。 

 大学に持ち込むのは、やる気と根気と

スピード、それに尽きると思います。 

 

〈コーディネーター 大槻 眞一 氏〉 

ありがとうございました。やる気、根気、

スピードということでした。データにつ

いて県に相談したところ、龍谷大学を紹

介いただいたということでした。そのと

き大事なことは、大学の先生にこの製品

はどうしても完成したいというやる気、

根気、スピードを見せることが成功への

近道であったということでした。 

 

〈コーディネーター 大槻 眞一 氏〉 

 ありがとうございました。自社製品が

なかった、オーダーメードで応えてきた

が、愛移乗くんの完成には福祉関連企業、

施設の情報をあわせて開発することに留

意されたということでございます。 



サミットトーク 
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パネリスト  
オムロン株式会社 野洲事業所所長 鈴木 健 氏 

パネリスト  
株式会社リチウムエナジージャパン 取締役 沢井 研 氏 



サミットトーク 
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パネリスト  
日本アドバンストアグリ株式会社 代表取締役 辻 昭久 氏 

ディスカッション２ 

〈コーディネーター 大槻 眞一 氏〉 

 それでは第2のグループ、3名の方にご

質問させていただきます。まず、オムロ

ンの鈴木さん、滋賀県の立地促進を受け

ておられたということですが、野洲に拠

点を置かれたメリットはどのようにお考

えでしょうか。 

 

〈オムロン㈱ 鈴木 健 氏〉 

 2009年4月に野洲事業所として操業を開

始し、また、滋賀県の創造型モノづくり

企業立地促進助成事業を受けました。弊

社が野洲に拠点を置いた背景ですが、弊

社のマイクロエレクトロニクス事業を野

洲に結集していこうという事業戦略的な

部分があります。 

 もう一つは弊社の草津事業所がありま

すが、草津と野洲というのは非常に近い

距離ですので、技術的なコミュニケー

ション等メリットがあるということにな

ります。もっとも野洲には野洲川、半導

体では大量の水を使うこともあり、地の

利を活かすということもあります。 

 逆によく言われるのが、滋賀県という

のは排水の基準が全国で最も厳しく、そ

の基準を満たすためにコストがかかると

いうこともよく聞きますが、弊社として

は、滋賀県で工場を持っていることが環

境に優しいということにもなり、ステー

タスシンボルとなっていることもありま

す。それもメリットとなるのではないか

と思います。 



サミットトーク 
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〈コーディネーター 大槻 眞一 氏〉 

 ありがとうございました。野洲を選ん

だのは事業戦略ではあったが、草津との

技術コミュニケーション上、商品開発上

も非常に便利ということでした。 

 それではリチウムエナジージャパンの

沢井さんにお伺いします。京滋地域に工

場立地を進めておられますが、御社では

滋賀県をどのように捉えておられますか。 

 

〈㈱リチウムエナジージャパン 

 沢井 研 氏〉 

 当初のプロトタイプ工場から量産用へ

10倍程度の規模の工場を建設する必要が

ありました。技術員の移動を考え、まず

は近くというのがありました。 

 その後EVがブームになった時点で、次

の大きな工場を建てる際に、近畿、中部、

中国、北陸、遠くは九州、東北からも自

治体からオファーをいただきました。中

には数十億という補助金をというような

ところもありましたが、やはり社の方針

として、次は20倍の規模という時、身の

丈に合った事業が展開できるようにしよ

うということでした。 

 今栗東工場、栗東インターから3分、草

津工場は草津田上インターから1分。京都

の工場は京都南インターから15分、1時間

圏内で行き来ができることの重要性が社

の方針としてありました。 

 しかもこれだけ大きな工場を建てられ

るチャンスがあったということ。もちろ

ん地元自治体からの補助金もいただきな

がらということではありますが、立地と

いうことに重きを置いてきたところです。 

 

〈コーディネーター 大槻 眞一 氏〉 

 ありがとうございました。10倍程度と

いうことで草津を選ばれていた、2つ目は

20倍というスケール、他県からのお誘い

もある中、立地、用地の大きさ、地元か 

らの働きかけもあり栗東に建てられたと

いうことでした。 

 それでは日本アドバンストアグリの辻

さんにお伺いしたいのですが、農商工連

携、滋賀県の補助金等を活用されたこと

について、どのように受け止められてい

ますか。 

 

〈日本アドバンストアグリ㈱  

 辻 昭久 氏〉 

 2点あります。補助金や助成金、弊社が

応募するのは競争的資金というものにな

ります。とることは簡単ではないものに

なります。農商工連携では半年くらいの

準備期間が必要でした。延べ60枚程度の

書類が必要となります。そこで、国の方

向性はどうなっているのか、弊社は何を

したいのか、どういう技術があるのか、

ライバルの状況、今後の見通し、販路拡

大は、等幅広い知識がないと難しいもの

です。弊社のようなベンチャーの場合、

半年かけても取りに行く、という姿勢、

またそういう競争的資金を取ることで国

から認められるということになるため、

信頼が高まると思います。 

 もう1点はR&Dばかりで販路拡大までで

きる競争資金がないということ。販路拡

大は企業の責任といわれますが、ベン

チャーには厳しいものと考えています。 



サミットトーク 
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・本県のモノづくり企業への主な支援事 

 業について(近江の工場長サミットHP 

 内) 

・しが水環境ビジネス推進フォーラムに 

 ついて(滋賀県HP内) 

・滋賀健康創生特区について(滋賀県HP 

 内) 

  この3年間にわたって実施してきまし

たこの「工場長サミット」ですが、有意

義な御意見等もいただきましたが、当初

から3年の目標ということで、今回で一旦

納めさせていただこうと思っています。

今後については、産業振興ビジョン、近

江金石会等で皆様からの御意見は伺って

まいりたいと考えております。さらに元

気な滋賀を目指してまいりたいと思って

おります。ありがとうございました。 

 

〈コーディネーター 大槻 眞一 氏〉 

 ありがとうございました。さて、グ

ローバル化の中で製造業を取り巻く環境

は大変厳しくなってきております。しか

し、モノづくり、製造は、付加価値を生

み出し、雇用を増やし、多くの人々の生

活環境の向上に大変な貢献をしておりま

す。 

 本日多くの企業の皆様から、研究開発、

技術開発、商品開発等について様々な戦

略をご紹介いただきました。これからは

大企業、中小企業、大学、行政機関、金

融機関のネットワークが一層求められる

時代が来ると思われます。この「工場長

サミット」が本日お越しになられた方々

に、明日を切り拓く新時代のモノづくり

への指針となるということを期待して、

このサミットを終わらせていただきたい

と思います。本日は大変ありがとうござ

いました。 

〈コーディネーター 大槻 眞一 氏〉 

 ありがとうございました。競争的資金

を取るにはたとえば60枚程度の書類を作

成しないといけない、大変なこと、多く

の作業が必要であるということ。ただ、

それでもメリットがありますよね。 

 

〈日本アドバンストアグリ㈱  

 辻 昭久 氏〉 

 基本的に有名になります。8年目の会社

ですが、植物工場ではベスト3に入るくら

い有名な企業ではないかと思います。 

 

〈コーディネーター 大槻 眞一 氏〉 

 それでは、ここで滋賀県商工観光労働

部長の羽泉さんにもご登壇いただいてい

ますので、県の技術開発支援や企業誘致

活動等、大企業、中小企業に対する展開

について御意見を伺いたいと思います。 

〈滋賀県商工観光労働部長 羽泉 博史〉 

 本日は御講演やサミットトークで様々

なお話を大変詳しく伺うことができまし

た。いただいたお話はまとめまして、こ

れからの施策に反映させていきたいと考

えおります。私の方からは、県の産業関

係施策の主だったものについて、お話を

させていただきたいと思います。 

・滋賀竜王工業団地について(滋賀県土地  

 開発公社HP内) 

・中小企業の活性化の推進に関する条例 

 について(滋賀県HP内)  

http://www.pref.shiga.lg.jp/f/shokokanko/files/seizogyoichiran.pdf
http://www.pref.shiga.lg.jp/f/shokokanko/files/seizogyoichiran.pdf
http://www.pref.shiga.lg.jp/f/shokokanko/files/seizogyoichiran.pdf
http://www.pref.shiga.lg.jp/f/shokokanko/files/seizogyoichiran.pdf
http://www.pref.shiga.lg.jp/f/shokokanko/mizukankyobusiness/
http://www.pref.shiga.lg.jp/f/shokokanko/tokku/
http://www.shiga-kousya.or.jp/tochi/ryuou/index.html
http://www.pref.shiga.lg.jp/f/chusho/chushokasseika/top.html
http://www.pref.shiga.lg.jp/f/chusho/chushokasseika/top.html


第２部(交流会) 
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 第1部の講演、サミットトークに続い

て、「第３回近江の工場長サミット」

第２部交流会を実施しました。 

 これは「モノづくり県滋賀」を担う

県内工場と県内企業関係者の皆様の

ネットワークをさらに強固なものとす

るために実施したものです。  

 会場内では、参加いただいた皆様の

積極的な交流・意見交換を行っていた

だきました。ありがとうございました。 

主催者挨拶 滋賀県知事 嘉田 由紀子 

阪南大学名誉教授 大槻 眞一 氏 

閉会挨拶 商工観光労働部長 羽泉 博史 



「第３回近江の工場長サミット」来場者アンケート結果 
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 (アンケート回収枚数 85枚) 

あなたの勤務先は？(個人の方はご住所でお選びください) 

湖南地域 
45％ 

甲賀地域 
14％ 

東近江地域 
7％ 

湖東地域 6％ 

湖北地域 4％ 

高島地域 2％ 

県外 
22％ 

１ 湖南地域………………………………38人 

  (大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市) 

２ 甲賀地域………………………………12人 

  (甲賀市、湖南市) 

３ 東近江地域…………………………… 6人 

  (近江八幡市、東近江市、日野町、竜王町) 

４ 湖東地域……………………………… 5人 

  (彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町) 

５ 湖北地域……………………………… 3人 

  (長浜市、米原市) 

６ 高島地域……………………………… 2人 

  (高島市) 

７ 県 外…………………………………19人 

あなたの業種は？(もっとも該当するもの一つ) 

１ 商社・卸売業………………………… 6人 

２ 小売業………………………………… 1人 

３ 製造業…………………………………44人 

４ 運輸業………………………………… 3人 

５ 情報処理・通信業…………………… 1人 

６ 建設業…………………………………11人 

７ 電気・ガス…………………………… 4人 

８ 金融・保険…………………………… 2人 

９ 大学・研究機関……………………… 2人 

10 官公庁………………………………… 4人 

11 その他………………………………… 7人 

商社・卸売業 7％ 

製造業 
52％ 

運輸業 4％ 

情報処理・
通信業 1％ 

建設業 
13％ 

電気・ガス 5％ 

その他 
8％ 

小売業 1％ 

金融・保険 
2％ 

大学・研究機関 
2％ 

官公庁  
5％ 
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御来場の目的は？(複数回答可) 

１ 講演者からの情報収取………………60人  ２ パネリスト企業の取組の情報収集…49人 

３ パネリスト企業との交流……………15人  ４ 交流会参加企業との交流……………28人 

５ 取引先の開拓………………………… 9人  ６ その他………………………………… 2人 

講演は参考になりましたか？ 
また、その理由も教えてください。 

とても 
参考になった 

20％ 

参考になった 
70％ 

どちらとも 
いえない 

10％ 

１ とても参考になった…………………17人 

２ 参考になった…………………………59人 

３ どちらともいえない………………… 8人 

４ 参考にならなかった………………… 0人 

参考になった理由▼ 
 
・海外経験豊富な事実に基づく内容に共 
 感した。 
・取組の着眼点とプロセスが大変参考に 
 なりました。 
・グローバリゼーションの中、日本の役 
 割について参考になりました。 

サミットトークは参考になりましたか？ 
また、その理由も教えてください。 

１ とても参考になった…………………16人 

２ 参考になった…………………………55人 

３ どちらともいえない………………… 9人 

４ 参考にならなかった………………… 0人 

参考になった理由▼ 
 
・多様性あるモノづくり企業を知ること 
 ができた。 
・最新技術開発や開発連携の姿が分かっ 
 た。 
・各社様の強みと特長の背景がわかり参 
 考になりました。 

とても 
参考になった 

20％ 

参考になった 
69％ 

どちらとも 
いえない 

11％ 


