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明日を切り拓く新時代のモノづくり
～滋賀に立地する工場・企業のモノづくりへの挑戦～

と　き：平成２３年１１月２１日（月）
ところ：ピアザ淡海

滋賀県　商工観光労働部

「近江の工場長サミット」
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開催概要

開催概要

日　時 場　所

主　催

後　援

第２部

参加者数

第１部

平成２３年11月21日（月）
14：00～18：30

ピアザ淡海
大津市におの浜１丁目１番20号

滋賀県

滋賀経済団体連合会
【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、（社）滋賀経済産業協会、（社）びわこビジターズビューロー】
滋賀県産業立地推進協議会

交流会　

２３０名

①開会挨拶
　　　滋賀県商工観光労働部長　堺井　拡

②講演　　　
　「製造業を取り巻く内外情勢」
　　　阪南大学名誉教授（前学長）　大槻 眞一 氏

③パネルディスカッション
　メインテーマ
　　「グローバル化の中、国内工場はどういう役割を担うのか。
　　　　　　　　　　　　　国内で製造を続けるには何が必要か。」

　コーディネータ 阪南大学名誉教授 大槻　眞一 氏

　パネリスト 王子特殊紙(株)滋賀工場長（湖南市） 伊藤　太亮 氏
　（五十音順） 京セラ(株)滋賀野洲工場長（野洲市） 和田　幸男 氏
 ダイハツ工業(株)滋賀工場長（竜王町） 中野　　等 氏
 日伸工業(株)代表取締役社長（大津市） 清水　貴之 氏
 パナソニック電工(株)彦根工場長（彦根市） 小松　照明 氏
 フジテック(株)生産本部長（彦根市） 内山　泰行 氏

（注）本報告書における発言内容、所属・役職名は、全て開催時のものです。
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開会挨拶

　本日は、「近江の工場長サミット」を開催いたしましたところ、大変お忙しい中、このように多くの
皆様の御参加を賜り、誠にありがとうございます。
　平素より本県の産業振興に格別の御理解、御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。また、この事業
の開催にあたりまして、経済関係団体の皆様、市町の皆様には、大変ご尽力をいただき、改めてお礼
を申し上げます。
　さて、本県は近畿、中部、北陸の３つの経済圏の結接点に位置し、交通の要衝である地理的な優位
性から製造業を中心に多くの企業・工場などが集積し、全国有数のモノづくり県として発展を遂げて
きました。内閣府の資料によりますと、平成20年度、県内総生産に占める第二次産業の割合は40％を
超え、全国１位となっており、全国有数の工業県、モノづくり県であることを示しています。また、
琵琶湖をはじめとする豊かな自然と産業活動との両立が図られる中で、大学や民間研究所が多数立地
するなど、多様な知的資源が集積しています。
　しかし、近年、地域間競争の激化や経済のグローバル化、価値観の多様化による消費行動の変化など、
本県の産業・経済を取り巻く状況は大きく変化しています。
　特に、モノづくり産業を取り巻く環境は、東日本大震災・電力供給不安、急激な円高の進行などに
より、大変厳しい状況が続いております。
　こうした変化に的確に対応し、本県の産業が将来にわたって、持続的に発展していくためには、こ
れまで以上に本県の持つ「人の力」「自然の力」、そして地理的優位性と知的資源の「「地」と「知」の力」
という３つの力を今まで以上に活かすことが求められています。
　御参加の企業・工場の皆様におかれましては、競争力の源泉となるモノづくりの基盤を維持・強化
するため日々努力・奮闘され、さらなる発展を目指しておられることと存じます。
　本日のサミットでは、「明日を切り拓く新時代のモノづくり」をテーマに、本県のモノづくり産業の
牽引役を担っていただいております企業、工場の皆様のさらなる成長に資するよう、また皆様方のネッ
トワーク「人の繋がり」をより一層強くすることを目的として開催させていただきました。この中で
さらなる滋賀の成長と滋賀の強みである「３つの力」を大いに発信できればと思っております。
　この「近江の工場長サミット」が、本日御参加の皆様にとって、出会い、ビジネスチャンスのきっ
かけとなり、そして、滋賀県でのモノづくりの可能性を高めていただける場となることを期待してお
ります。

　最後に、本日のサミットが御参加の皆様にとって有意義な時間となりますようお願い申し上げまし
て、開会のご挨拶とさせていただきます。

近江の工場長サミット

開会挨拶
　　　滋賀県商工観光労働部長　堺井　拡
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　本日は、パネルディスカッションの導入として、
「製造業を取り巻く内外情勢」をテーマにお話させ
ていただく。
　滋賀県は自然環境に恵まれて、また第二次産業の
非常に盛んな県である。
　第二次産業比率は、44.8％もあり、これは滋賀
県の大きな特徴である。また、１事業所あたりの付
加価値額は、滋賀県は740,300,000円となって
おり、このような大きな付加価値をつける県は、日
本中探しても滋賀県しかない。
　「モノづくり県滋賀」を取り巻く内外情勢はどう
なっているのか。海外、国内経済の現状と課題およ
び震災後の再生等について述べたい。

厳しい経済情勢が続く米国・ＥＵ、
ブレーキを掛け始めた中国経済

　まずは米国を見ていきたい。オバマ大統領がいき

なり 56兆円、追加で 27兆円の緊急経済対策を

行ったが、失業率は依然として高止まりのままであ

る。理由の一つとして、住宅価格が継続して下がっ

ていることが考えられる。サブプライムローン（※）

債権所有者は、いずれ上がれば、売ってその利ざや

で好きなモノを買おうとしていたが、逆に大損をし

た。また、サブプライム層はローンを払う力がなく

なっているので、住宅は差し押さえられるわけであ

る。（資料１参照）。

プロフィール
1935年生まれ。神戸大学卒業後、通産省工業技術試験所入所。
1991年滋賀県工業技術センタ ー所長。1997年阪南大学経営
情報学部教授。
2003年阪南大学学長就任。2009年から名誉教授。
中小企業・製造業の現場に精通し、企業OB人材による企業支援
ネットワーク（一般社団法人 関西産業活性協議会（KIAC））を
立ち上げるなど、多方面で精力的に活躍中。

講演 「製造業を取り巻く内外情勢」
　　　阪南大学名誉教授（前学長）　大槻　眞一 氏

※サブプライムローン

　低所得者、あるいはクレジットカードの延滞履歴があるなど信用力の低い人を対象とした住宅ローン。プライムローンと呼ばれる通常の

ローンに比べ、審査基準が緩和される代わりに、金利が高い。アメリカで住宅ローンを借りる人の約15％が利用するとされる。

（自由国民社「現代用語の基礎知識2012」より引用）

近江の工場長サミット
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所有権の移管

競売

デフォルト

「デフォルト」はデフォルト通知を受け取った戸数、「競売」に出された戸数、「所有権の移管」
は所有権が金融機関に移った戸数を指す。出所 米リアルティ・トラック

（出典）日経ヴェリタス　130 号　2010. 9. 7

資料１　米国の差し押さえ住宅の戸数

　2007年辺り、いわゆるサブプライムローンが

怪しくなってきた頃から、差し押さえの件数がどん

どん上がってきている。毎月20万戸、差し押さえ

られている。先程、申し上げた通り、オバマ大統領

が大胆な経済対策を実施したことから、本来ならこ

の差し押さえが徐々に少なくなれば良いのだが、資

料１を見ていただくと、近年、逆に上がってきてい

る。１ヶ月あたり、30万戸の差し押さえをずっと

続けていることになる。言い換えれば、それだけ多

くの破産があることであり、借金が払えなくなり、

さらに条件の悪い住居へ移転するか、親戚を頼って

生きていくしかない状況に陥っている人の割合が増

えている。そのため、失業率も高止まりで、10％

前後を記録し続けている。

　米国がこのような状況なので、日本の貿易も少な

からず影響を受けているのが現状である。
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（資料）「中国鋼鉄統計」各年版、「鉄鋼統計要覧」各年版および「中国鋼鉄工業統計月報」2009年12月、日本鉄鋼連盟デー
　　　　タより筆者作成 （出典）杉本  孝「リーマンショック後の」
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各国の経済状況は厳しい
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資料２　ヨーロッパ各国の経済状況

資料３　中国の粗鋼生産推移（国際比較）

　続いて、EUを見てみたい（資料２参照）。新聞

等でご存じかと思うが、EUも経済は良くない状況

だ。ギリシャから経済危機が始まったが、ギリシャ
の国債が償還されない可能性が出てきた。そうなる

と新たな国債を銀行筋が買うのをためらうようにな

り、新たな国債を発行出来なくなり、デフォルト（債

務不履行）の恐れが起こってきた。国債の買い受け

がうまく回っていれば、赤字でもなんとかなるのだ

が、そうはいかなくなってきている。失業率も高止

まりのままである。このような現象が、イタリアや

ポルトガル、スペインでも起こってきた。また、ト

リプルAランクのドイツ、フランスですら、イタ

リアやポルトガル、スペインといった国々の国債を

買っていることから、若干雲行きが怪しくなってき

た。このような事象がEUで見られており、不安定

要素となっている。

　では、中国はどうか。中国は一般的には景気が良

いと言われているが、実際のところはどうか。まず

は、中国の粗鋼生産の例（資料３参照）を見ていた

だきたい。2000年に入る前ぐらいから、急激な

伸びを示している。どのくらいかと言うと、日本の

年間生産量の２倍の量が毎年、増えている。鉄だけ

ではなく、自動車の生産も急激に伸びており、今は

日米併せたぐらいの販売実績を持っている。こうし

てみると、驚くぐらいに中国の経済力は上がってき

ている。かつては、鉄の輸入国であったのが輸出国

に変わってきた。
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資料５　賃金の伸び悩み

・    2002～2007 年は、好景気時にも関わらず賃金は伸び悩んだ。
（2005 年＝100） 一人当たり名目賃金の推移
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出所：厚生労働省「毎月勤労統計調査」

　一方、社会システムは、インフラ整備が経済成長

についていけず、遅れが目立つ。先日も超高速鉄道

の事故があった。また、依然として内陸部と沿岸部

の経済格差の問題もある。

　先日、中国政府は、12回目の５カ年計画を発表

した。従来は５年で10％など、高い経済成長をう

たっていたが、今回の５カ年計画は、最初から７％

に押さえている。そして農村部と都市部の経済格差

をなんとか埋めたいと言っている。例えば、農村部

のインフラ整備を政府の支援で、進めていこうと

いった考えだ。

　ともかく、中国は産業の集中化と農村と都市部の

経済格差を縮めたいといった意向がある。まとめる

と、インフラ整備はこれからも続くということと、

経済成長には、政府自らブレーキをかけ始めたとい

うこと。このあたりが、日本にどのように影響を与

えるか注視する必要があるだろう。

厳しい経済情勢　～中小企業の付加
価値を高めることの重要性～

　このような海外情勢を踏まえ、我が国はどのよう

な経済政策、産業政策を実施すべきであろうか。

　昨年の６月（2010年６月）に、政府は「新成

長戦略」を打ち出した。それぞれの省庁に指示を出

して、内閣府がとりまとめたものである。また、同

時期に、経済産業省は「産業構造ビジョン2010」

を発表している。これは、日本の産業の行き詰まり

や深刻さを踏まえ、今後、「日本は、何で稼ぎ、雇

用していくのか」について発表したものである（資

料４参照）。

　ここで、それらの戦略、ビジョンから政府、経済

産業省がどのように国内問題を捉えているのか見て

みたい。

　まず一つ目は、賃金の伸び悩み。1996年ぐら

いまで、賃金は毎年伸びていたが、それ以降、急激

に落ち込んでおり、これは憂慮すべき事項である（資

料５参照）。

資料４　日本の産業を巡る現状と課題

出所：「産業構造ビジョン2010」（経済産業省）
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○開業率が廃業率を下回る状況が続いており、企業数の減少には歯止めがかかっていない。

企業の少子高齢化（進まない起業、増える廃業）

開廃業率の推移（非一時産業） 企業数の推移
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出所：中小企業庁「2008 年版中小企業白書」 出所：総務省「事業所・企業統計調査」再編加工

（注）1. 1991 年までは「事業所統計調査」、1994 年は「事業所名簿整備調査」として行われた。
　　  2. 中小企業の範囲は以下の通り
　　　・1996 年以前は常用雇用者 300 人以下（卸売業は 100 人以下、小売業、飲食店、サービス業は 50 人以下）、又は資本金 1億円以下（卸売業は
　　　　3000 万円以下、小売業、飲食店、サービス業は 1,000 万円以下）
　　　・1999 年以降は常用雇用者 300 人以下（卸売業、サービス業は 100 人以下、小売業、飲食店は 50 人以下）、又は資本金 3億円以下（卸売業は
　　　　1億円以下、小売業、飲食店、サービス業は 5,000 万円以下）の企業

全企業数

うち中小
企業数

資料６　企業の少子高齢化

　日本の企業数は、528万社から、421万社と、

この25年の間に、約100万社減っている。先進

国で、これほど事業所数を減らした国はない。アメ

リカもリーマンショック以降、少しずつ減らしてい

るが、それまでは、微増していた。EUも近年、減

少傾向だが、これほど大きな目減りはしていない。

大変厳しい日本の経済状態を示している（資料6

参照）。
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資料７　グローバル企業とドメスティック企業の付加価値

ドメスティック企業の付加価値を高めることが鍵。

グローバル企業とそれ以外の業種の一人当たり付加価値額が乖離
グローバル企業とドメスティック企業の１人当たり付加価値

（百万円）
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出所：財務省「法人企業統計季報」から三菱UFJ 証券が作成

グローバル企業
　 （大企業）

ドメスティック企業
　 （中小企業）

ピーク
 （90/3G）

－29.2％

資料８　目指すべき産業構造の方向性

１．従来のグローバル製造業以外の産業を海外マーケットにつなげる。
２．マーケットのニーズに対応するために、製造業とサービス業の垣根を越える。

・海外での競争力を維持する ・海外マーケットに直接つながる ・社会課題への対応をビジ
　ネスに（環境・エネルギー、
　高齢者向けサービス）

海外マーケット
環境・エ
ネルギー
対応

高齢者
対応

地域
内需型
産業

システム
・インフラ

グローバル
製造業

〔搬送機械、電気機器、
　鉄鋼、一般機械〕

〔電力、鉄道、水、
省エネ、都市開発〕

技術力のあるものづくり企業

〔ファッション、食料品、
観光、アニメ〕

感性・文化関連産業

出所：「産業構造ビジョン2010」（経済産業省）

　次にグローバル企業とドメスティック企業との一

人当たりの付加価値を見て頂きたい（資料７参照）。

グローバル企業というのは、自動車産業や家電産業

など海外輸出を主としている大企業と考えて欲し

い。グローバル企業の付加価値額は、見ていただく

と分かるように、90年以降、大きく上がってきて

いる。それに比べて、ドメスティック企業、地域の

中小企業だが、80年代後半、上昇傾向が見られた

が、それ以降は下げ止まりの傾向にある。中小企業

は、日本企業の約99.5％を占めており、働いてい

る方も70％ぐらいは、中小企業に所属しており、

この付加価値の下げ止まりを改善しないと日本経済

はうまく回らないのではないか。

日本再生に向けて
～新たなサプライチェーンの構築を～

　このような状況を踏まえ、経済産業省は「システ

ムインフラ、環境・エネルギー分野、高齢者対応では、

日本には新興諸国に比べ比較優位があるから、この

分野でグローバルビジネスを進めるべき」という戦

略を取るべきだと述べている（資料８参照）。
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資料９　日系企業の低収益体質

　ところが、そのような戦略を取るには、まだまだ

困った問題が横たわっている。海外企業に対する日

系企業の低収益体質である（資料９参照）。日本の

企業というのは、なぜ海外企業に比べ、低収益なの

か、儲けが少ないのか、これをどうにかする必要が

ある。

　続いて、問題なのが、世界市場における日本企業

のシェアの低下である（資料10参照）。リチウム

イオン電池の需要は世界でうなぎのぼりに伸びてい

るが、最近の日本企業のシェアは、低下している。

DVDプレイヤーもかつては日本企業の独占上で

あったが、低下している。カーナビ等も同様だ。

日系企業は低収益体質

利益率の比較（5業種）
（利益率）

18.0％

16.0％

14.0％

12.0％

10.0％

8.0％

6.0％

4.0％

2.0％

0.0％

出所：経済産業省「2009 年版ものづくり白書」より作成
（注 1）情報通信機器産業、重電産業、半導体産業はグローバル上位 10 社、化学産業はグローバル上位 20 社、セメント産業はグローバル上位 6社を対象
（注 2）利益率は各社の単純平均営業利益率（但し、情報通信機器産業のみ当期利益率を使用。赤字企業は算出対象外）

海外企業
（6社）

情報通信機器
（2007 年・度）

化学
（2006 年・度）

セメント
（2007 年・度）

半導体
（2007 年・度）

重電
（2007 年・度）

日系企業
（3社）

海外企業
（5社）

日系企業
（5社）

海外企業
（4社）

日系企業
（5社）

海外企業
（17 社）

日系企業
（3社）

海外企業
（5社）

日系企業
（1社）
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資料 10　日本のシェアの低下

特定企業や特定製品の問題ではなく、日本企業のビジネスモデルの問題

世界市場の伸びに伴い、日本のシェアが急速に縮小

世界市場の伸び
（2001 年を 100 とした場合）

日本の世界市場のシェア
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出所　DVDレコーダー
　　　DRAMメモリー
　　　携帯電話
　　　リチウムイオン電池
　　　カーナビ

：JEITA「主要電子機器の世界生産状況」
：WSTS
：JEITA「主要電子機器の世界生産状況」
：IT 総研資料を加工
：JEITA「主要電子機器の世界生産状況」
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DRAMメモリー

100

90

80

70

60

50

40

20

10

0

19
97
年

19
98
年

19
99
年

20
00
年

20
01
年

20
02
年

20
03
年

20
04
年

20
05
年

20
06
年

20
07
年

20
08
年

出所　小川紘一「プロダクト・イノベーションからビジネス・イノベーションへ」
　　　　　　　　（IAM Discussion Paper Series #1）
　　　JEITA「主要電子機器の世界生産状況」
　　　IT 総研資料を加工

リチウムイオン電池 カーナビ

DRAMメモリー

1988 年：74％

世
界
シ
ェ
ア
（
％
）

液晶
バネル

DVD
プレーヤー

　さらに追い打ちをかけて東日本大震災が発生し

た。相当多くの企業が被災し、影響を受けた結果、

部品の供給が途絶え、サプライチェーンの損壊が見

られた。このことは、予想以上にあらゆる産業に悪

影響を与えた。タイの洪水も同様である。タイには、

大企業・中小企業を問わず、日系の多くのメーカー

が進出していたが、大きな影響を受けた。11月の

タイにおける自動車生産数は、前年度比３割ぐらい

まで落ち込んだ。サプライチェーンというのは、失っ

てから非常に大切だということで、中小企業の存在

意義が見直されたのも事実である。

　このような状況下で、韓国、台湾などの国が、日

本の中小企業等に、これを機会に海外での工場建て

直しを盛んにアプローチしている。それを察知して

か、日本政府も第３次補正予算で対策を打って、な

んとか国内に残って事業を継続してもらうために、

国内での工場建設の補助金を打ち出し、空洞化を防

ごうとしている。

　サプライチェーンが切れて、中小モノづくり企業

の重要性を再認識し、新たなサプライチェーン構築

の必要性が切実に求められている。
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資料11　「日本再生のための戦略に向けて」について（概要）

汚染被害
風評被害
放射線不安

放射線被害
電力不足

サプライチェーンの損壊
競争力の喪失

供給制約
空洞化懸念
需要下振れ懸念
財政不安定化懸念

将来不安

さらなる成長率低下のリスク＝「危機の中の危機」

日本再生に向けた取組の再スタート

震災後

革新的
エネルギー環境

戦略
空洞化防止
海外市場開拓

国と国の絆の
強化 農林漁業再生 成長型長寿社会

・地域再生

原則、目標・工程を堅持。ただし、大震災の影響等を踏まえ、必要な見直しを実施する

「新成長戦略」の検証

出所：新成長戦略～「元気な日本」復活のシナリオ～（内閣官房　国家戦略室）

　震災後、見直しを行った新成長戦略が発表された

（資料11参照）。我々は何を考えないといけないの

か。まずは、エネルギー戦略、電力不足、財政不安、

労働力不足、農業・漁業はどうするのか。サプライ

チェーンの再構築は。そして、地域再生はいかに行

うのか。

　さらなる産業空洞化の危険が高まっているのが現

状である。

　今の日本における、経済情勢・内外情勢を駆け足

でふり返った。このような大きな課題を抱えながら、

パネリストの皆様がどのような工夫をされて発展し

ていくのかをパネルディスカッションで、語ってい

ただけたらと思う。

質疑応答

【質問】

　日系企業と海外企業の利益率の大きな違いについ

て質問したい。海外企業は、なぜあれだけ高い利益

率を出しているのか（資料９参照）。あれだけの高

い利益率を出すのは、何か悪いことをしているので

はないかと疑ってしまう。付加価値が出る生産を

行っていても、利益を出さないと日本では生産を続

けられないと、本社からも言われている。先生のご

感想、ご意見をお聞きしたい。

【大槻氏】

　非常に重要なご指摘を頂いた。グラフ自体は、経

済産業省が昨年の２月に作成したもの。いろいろな

要素が絡んでおり、一概に言えない部分があるが、

主な理由を二つほど、挙げさせて頂く。

　一つめは、日本企業は、未だに国内企業メーカー

同士での激しい価格競争が行われていること。それ

に比べて、欧米諸国および韓国等は事業者統合がか

なり進んでいることが挙げられるかと思う。だが、

日本も最近、新日鐵と住友金属の統合話が出るなど、

外国企業に対抗するための事業者統合は進んでいく

かもしれない。

　二つめは、日本企業における小ロット多品種生産

と、例えば中国では、家電製品の基幹部品を統一し

て安く生産し、多くのメーカーが、同じ部品を使っ

て商品化するといった企業戦略の違いも挙げられ

る。小ロット多品種生産にも強みはあるが、利益率

となると、どうしても劣ってしまう部分があるかと

考えられる。
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「グローバル化の中、国内工場はどういう役割を担うのか。
　国内で製造を続けるには何が必要か。」

近江の工場長サミット●パネルディスカッション

パネルディスカッション

■メインテーマ

コーディネータ

パネリスト（五十音順）

 阪南大学名誉教授 大槻　眞一 氏
 王子特殊紙（株）滋賀工場長 伊藤　太亮 氏
 京セラ（株）滋賀野洲工場長 和田　幸男 氏
 ダイハツ工業（株）滋賀工場長 中野　　等 氏
 日伸工業（株）代表取締役社長 清水　貴之 氏
 パナソニック電工（株）彦根工場長 小松　照明 氏
 フジテック（株）生産本部長 内山　泰行 氏
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冒頭コメント（大槻コーディネータ）

　現在、日本の製造業を巡る情勢は大変厳しいもの
がある。１ドルが70円台の円高で、政府の介入も
目立った効果が見られない。原発事故による電力不
足も長期化の傾向が見られる。韓国・中国・インド
などの新興国の追い上げも激しい。日本の製造業は、
戦後最大の危機に直面していると言っても過言では
ない。国内産業の空洞化も今後、さらに進む可能性
がある。
　このような経済情勢の中、今回、挑戦的な取組、
積極的な経営をされている工場、企業から、６人の
パネリストの方をお招きしました。是非、忌憚のな
いご意見をいただきたい。

会社紹介・自己紹介

◎王子特殊紙（株）　滋賀工場長　伊藤太亮　氏

　王子特殊紙は王子製紙グループの一員であって、

王子製紙は紙の会社。紙といえば、新聞紙、ダンボー

ル、トイレットペーパー等のようなものを想像され

る方が多いと思うが、王子特殊紙というのはそれ以

外の紙、例えばヨーグルトや日本酒の紙パックの紙、

新幹線の切符、また単行本の表紙のような手触り感と

か柄のある紙を製作しているのが王子特殊紙である。

　さて、我が滋賀工場は、王子特殊紙という名前で

ありながら、現在は全く紙を作っていない。王子製

紙グループの中では唯一、プラスチックフィルムの

専門工場である。昭和50年に開業した。主な生産

品種と致しては、野菜の包装や、おにぎりやパンの

包装などに使われる食品包装用のフィルム、それか

ら携帯電話や液晶TV、太陽光発電パネルの製造過

程・製造工程の途中で使われる工業用工程フィル

ム、さらにハイブリッド自動車、電気自動車のイン

バーター（電力変換装置）に使用される電気用絶縁

フィルム等を製造している。いずれの製品もクリー

ンな製造環境で、異物の極めての少ない安定した品

質を維持し、製造している。

　さて、私個人のことだが、北海道出身で57才。

フィルムを造っている工場に勤務しているが、火

力・水力発電所の建設、マイクログリットのような

エネルギー運用技術、それから生産機械の自動制御

の開発が好きな分野である。

王子特殊紙（株）滋賀工場長  

伊藤 太亮 氏
1977年、王子製紙株式会社に入
社。王子特殊紙株式会社技術本部
技術部長、東海工場長代理等を経
て、2010年４月より、現職。休
日は、滋賀の名所を訪問すること
が多いアウトドア派。

◎京セラ（株）　滋賀野洲工場長　和田幸男　氏

　鹿児島出身で、昨年の春、転勤で滋賀県へ赴任し

た。滋賀の良さを体感すべく休日を利用し、自転車

で琵琶湖を一周するなどして、この滋賀の地に早く

慣れようとしているところ。京セラ野洲工場につい

て説明したい。皆さんご存知かと思うが、野洲工場

は1971年、IBM社によって竣工された。1979年

当時は日本でも最先端の工場といわれ、現在の平成

天皇にもご来訪いただいた。2005年８月に京セラ

と縁があり、全面的に京セラが資産譲渡の上、引き

受けた。現在の事業概況は、京セラが最も力を入れ

ている太陽光発電システム用のセルおよび低温ポリ

シリコンTFT液晶事業が主となっている。

　昨年春より、両事業部門共に、世界一を目指し、

約700名にもおよぶ人材を投入しながら事業を

行っているが、長期化する円高、また海外競合メー

カーの低価格戦略及び原材料などの高騰等、様々な

外的な要因により、現在大変苦戦している。

　しかし、このような逆境の時こそが、真のビジネ

スのチャンスと捉えている。私どもの大きな「強み」

であり、京セラフィロソフィ（京セラ哲学）である

アメーバー経営資本にプラスし、IBMの人材、文化、

プラス東芝、サンヨー、ソニー等の出身者が多く存

在し、また多種多様でかつ優秀な人材が存在してい

る。工場長として、私の責任は、資源に乏しく電力・

労務費用の高いこの日本の地で、さらに多くのハン

デを現在、背負っているが、この豊富な人材に能力
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を発揮して頂き、いかに、価値と勝ちの構図をつく

れるかということが、一つの大きな私の仕事だと思

う。今後、工場運営・事業運営にさらに尽力して参

りたい。

京セラ（株）滋賀野洲工場長 

和田 幸男 氏
1973年に、京都セラミック株
式会社（現在の京セラ）に入社。
2006年鹿児島国分工場副工場
長、2010年滋賀八日市工場副工
場長を経て、2010年４月より、
現職。社員と共に『魂の宿る工場
作り』目指し、日々奮闘中。

◎ダイハツ工業（株）滋賀工場長　中野　等　氏

　ダイハツ工業の本社は大阪の池田市にあり、

1907年に創業した。今年で創業104年になる。

当初は発動機製造（株）として設立され、大阪に所

在していたため、その後大阪の「ダイ」と発動機の

「ハツ」をとってダイハツと称したと聞いている。

主要業務は未来技術のCMでご存じかと思うが、軽

自動車を中心とする自動車の生産・製造。ダイハツ

工業には、国内で池田工場、京都工場、滋賀工場、

さらに100％出資会社であるダイハツ九州の４拠

点が存在している。海外は、インドネシアとマレー

シアに２拠点がある。生産の台数だが、一部トヨタ

自動車様の車輌エンジンを生産しており、車輌とし

ては年間100万台の生産をしている。トヨタ様の

委託車輌が20万台、プロパー車（ダイハツ車）が

80万台、といった内訳である。

　滋賀工場だが、名神竜王インターから約５分の位

置にあり、ここはダイハツの中ではエンジン・ミッ

ションといったユニットの生産から、車輌および車

輌を組んだあとの走行評価まで行い、実際の走行が

可能なテスト施設を持つ唯一の工場である。ユニッ

トの生産は1974年スタートなので、今年で36年

になる。

　車輌工場の方は、トヨタ様向けの1000ccを

越えるディーゼルエンジンや、私どもの軽用の

660ccのガソリンエンジン、こういったものを生

産している。1989年に創業開始し、今年で23年

になる。

　また、私どもダイハツ工業の軽自動車の主力であ

る「タント」および「ムーブ」という車種を工場で

生産しており、年間で25万台の生産をしている。

　続いて従業員だが、ユニット工場が約3000人、

車輌工場が約2000人ということで、ダイハツの中

でも一番従業員の多い工場である。最後に自己紹介

だが、1979年に入社後、25年にわたり生産準備

部門・生産技術を担当してきた。その後、５年間の

中国駐在勤務をし、一昨年滋賀工場に異動になった。

現在、滋賀工場を本社から自立したいということで、

日夜奮闘しているところ。

ダイハツ工業（株）滋賀工場長  
中野 等 氏
1979年にダイハツ工業(株)に入
社。以後、国内外の工場建設と新
車生産準備を担当。2004年から
中国天津、吉林での現地合弁会社
総経理を経て、2010年より滋賀
工場に転籍。現在工場長として工
場従業員と一丸になって製品品質
に加え、そこで働く従業員の人の質を高めるべく『竜王モデル』
構築を目指し、日々推進中。

◎日伸工業（株）　代表取締役社長　清水貴之　氏

　日伸工業は、いわゆるプレス屋で、小さな金属部品

を主に生産している。会社の由来だが、瀬田の１号

線沿いに「日本電産キョーリ」というプレス機械を

製作している会社があるが、実はそこから分家した

のが当社である。今から53年前、日本でブラウン管

テレビを作り出すという時に、京都で創業した「京

利工業」というプレス会社が、滋賀県に移ってきた。

　その時、ブラウン管テレビの中の電子ビームを打

ち出す電子銃という部品を試作しないかという話が

京利工業に持ち込まれ、そこから、テレビというも

のは必ず日本で増えるということで、テレビ部品を

製作する部分が分離独立したのが、今の日伸工業に

つながっている。

　その後、日本中で、こういったテレビ部品の製造

が増えてきた。当社は栃木県の宇都宮、岐阜の大垣

にも工場があるが、テレビの電子銃部品を主に作っ
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ていた。このブラウン管というものは世界中に、日

本から伸びていき、我々も、1990年から海外へ

進出するということになりまして、アメリカを皮切

りに、シンガポール、インドネシア、中国、メキシ

コと、ブラウン管の電子銃部品を作りに、世界中に

工場を進出したという経緯がある。しかし皆さんご

存知かと思うが、今、日本の中で、あるいは世界の

中で、ブラウン管テレビを作っているというところ

はない。６、７年前に吉永小百合さんが持って行く

もの、置いていくものをというCMをやっていたが、

見事に置いていかれ、６、７年前にズバッと生産が

なくなった。まだまだ続くだろうと期待をしていた

が、日本国内３工場、海外５工場、一度につくる物

がなくなったことから、新しいプレス部品を何とか

やっていこうと日夜奮闘している真最中である。

　現在生産しているのは、自動車に使われるデバイ

スの新規部品、ハイブリッド車等で使われるバッテ

リー関連部品、あるいはバッテリー関係、そして携

帯・パソコン等のIT部品、また家電の小さな精密な

プレス部品を作っている。

　プレスと言うと板を折り曲げるとか、穴を開ける

とかいう風に思われるかもしれないが、我々が生き

残っていくためには、そういうプレスではなく、絞

るとか、肉を寄せて造形するとか、そのような特殊

なプレスに特化して、その金型の設計製作から、プ

レス加工、各種組立を目指していかないといけない。

これからなんとか生き残っていこうという思いで、

仕事に取り組んでいる。

日伸工業（株）代表取締役社長   

清水 貴之 氏
1977年、松下電器産業株式会社
（現パナソニック株式会社）入社
を経て、1989年、日伸工業（株）
に入社。1998年、代表取締役社
長に就任。毎月１～２回の海外出
張をこなす国際派。

◎パナソニック電工（株）　彦根工場　小松照明　氏

　パナソニック電工は、住宅関係、情報機器等の六

つの事業本部からなっているが、私ども彦根工場は、

その中の電器事業本部という位置づけの工場。生産

しているものは、メンズシェーバー、電動ハブラシ、

最近テレビでタレントの仲間由紀恵さんが宣伝して

いる家庭用のエステ商品などが主。また、マッサー

ジ器などの健康商品といったものも製造している。

また、メンズシェーバーの刃、ドライヤーに使う「ナ

ノEイオン」関連のデバイスも製造している。

　売上は年間約１千億円、海外生産比率はその約

30％である。従業員は、社員が約1250名で、ま

た製造は約700名の請負・派遣の方々に働いてい

ただいている。トータルで約2000名が働いている

工場である。

　電器事業本部の製造工場としては、国内では彦根

工場だけである。この工場の中には企画の一部、開

発、製造等、全ての機能が一つの工場の中で集約され

ており、社内ではマザー工場と位置付けられている。

　海外では中国に３工場、タイに１工場存在する。

彦根工場は、来年２月に50年を迎えるという歴史

を持っている。

　私自身は、昭和51年に当時の松下電工に入り、

名前が小松照明（てるあき）、照明（しょうめい）

ということで、「君なかなか電工にふさわしい名前

や」ということで、名前だけで入社できたという経

緯があるのだが、ずっと彦根工場において、生産技

術・金型設備を中心に、現場を一貫して歩んできた。

パナソニック電工（株）彦根工場長  
小松 照明 氏
1976年、松下電工株式会社（現
パナソニック株式会社）入社。電
器デバイス綜合部長等を経て、
2005年11月より、現職。入社
以来35年間彦根工場で勤務。彦
根市教育委員等の公職を現在も努
め、地域社会貢献活動も積極的に
行っている。

◎フジテック（株）　生産本部長　内山泰行　氏

　ご存知ない方が多いかと思うが、フジテックはエ

レベータ・エスカレータの専業メーカーということ

で、大阪の地に1948年に創業した。1960年代に、

業界に先駆けて、いち早く香港に進出して以来、常
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に世界を活躍の場として、生産拠点を次々と拡大し

ている。

　現在ではアメリカ、中国、ヨーロッパを始め、世

界の222の国と地域でグローバルな活動をしてい

る。創業以来、「共存共栄」を企業活動の基本理念

としてやってきた。それぞれの国と幅広い分野で協

力しながら、お互いに信頼を高め、共に繁栄するこ

とを目指してやっている。2006年に、本社・研究

開発・生産の機能を集結させ、事業の拡大に向けた

新たな活動拠点として、彦根市と米原市に跨る敷地

にビッグウィングを完成させた。本社と研究開発・

生産の各機能を集約することで、開発から生産まで

の一貫体制で、軽くて速いモノづくりを実践すると

ともに、世界最大規模を誇るエレベータの研究塔を

活用して、世界に先駆けた独創的な新技術・新商品

を産み出してきた。私は2010年より生産本部長を

務めていたが、11月に異動があり、来月より上海

に赴任することになっている。

フジテック（株）　生産本部長  
内山 泰行 氏
1977年、フジテック㈱に入社。
2000年フジテックシンガポール
副社長、2006年生産本部副本部
長、2007年エスカレータ事業本
部長、2010年執行役員生産本部
長、2011年11月10日 付 で グ
ローバルオペレーション本部 副
本部長（兼）上海調達センター総経理（兼）上海RDセンター総
経理に就任。趣味は魚釣り、テニス、ゴルフ。

   国内工場はどういう役割を担うのか

◎パナソニック電工（株）　彦根工場　小松照明　氏

　彦根工場で製作しているものは、白物家電のよう

に必需品ではない。嗜好品。お客さんの潜在的な要

求・ニーズをいち早く見つけて、その欲求を満たす

商品を次々と生み出し、流行を生み出すのが、パナ

ソニック電工の中での彦根工場の役割だと言える。

　現在、工場で取り組んでいる、大きな課題が二つ

ある。一つめは、商品開発のリードタイムをいかに

短縮するか、早く世の中に出すかが重要。これは、

企画した商品が本当に狙い通りできるのか、企画部

門の充実がポイントとなってくる。近年は、音波振

動ハブラシ「ポケットドルツ」等、女性をターゲッ

トとしたものがヒットしている。商品開発のやり方

を、我々は「デジタルモノづくり」と呼んでいる。

商品開発から販売までの流れにおいて、一つのデー

タベースを持って設計する。これは、10年以上前

からやっている。従来は１年ぐらいかかっていた商

品開発期間を、半年まで短縮することに成功した。

　もう１点は、コストの削減、特に変動原価をいかに

削減するかが大きなポイント。我々パナソニックグ

ループは、板粉（イタコナ）活動を実施している。板

（イタ）と粉（コナ）という上流まで遡って分析する活

動である。コストの見える化を図って、コストの削減

を行っており、いかに部品数を少なくするかという

点と、サプライヤーの適正化には力を入れている。特

にサプライヤーの選定については、近年、グローバル

な視野で行っている。まとめると、国内工場は、海外

工場に先駆けて、リードタイムの短縮、コストの削減

を行って、商品開発をすることが重要である。

パナソニック　ポケットドルツ

◎ダイハツ工業（株）滋賀工場長　中野　等　氏

　まず、国内と海外の特異性について述べたい。海

外、特にダイハツが進出している所は、安価な労働

力が魅力。一度しっかり決めたことはきちんとそれ

に従って仕事をするといった特徴もある。但し、構

造は複雑になればなるほど、技術力が必要となって

くる。海外では、まだそういった対応は難しい。国

内は、人件費の割合が高く、高コスト体制となり厳

しい状況となっている。しかし製品のコアの部分や、

難易度の高い複雑な調整等は国内でないと難しい。

例えば、ダイハツが生産しているタントの左ドアに
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はセンターピラー（柱）がない。これは、日々の研

究、管理、調整等が必要不可欠。これらのノウハウ

を海外に伝授するのは難しい。

　さて、国内工場の役割であるが、パナソニック電

工の小松さんがおっしゃっていた最先端な技術を集

結させ、リードタイムを短縮し新商品を開発するこ

と。そして、それらの技術をシンプルにし、そして

発展・熟成させ、いずれは海外に持っていくことが

国内の役割。最新の設備等を導入しても、すぐには

使えない。カスタマイズして使いやすくして、海外

に持って行くということも国内工場の役割。最後に

なるが、人の要素も非常に重要。優れた指導者やリー

ダーを養成することも国内工場の役割だと考え、日

夜取り組んでいる。

ダイハツ　タント

◎京セラ（株）　滋賀野洲工場長　和田幸男　氏

　京セラ野洲工場では、太陽電池のセル、液晶パネ

ルを生産している。1973年に全世界的に発生し

たオイルショック不況を、２度と経験してはいけな

いという思いから、京セラは、世界で最も早く、太

陽光発電システムの開発に、通産省（現在の経済産

業省）と共に着手した。その後、世界に社会貢献す

べく太陽光ビジネスを展開している。その中で国内

工場の役割であるが、量産工場の役割も担っている

ことから全世界に対する安定供給が求められてい

る。我々が生産しているセルは、太陽光発電の心臓

部である最重要部分である。セルが完成した後、世

界の４極体制である、日本・中国・欧州・米国のモ

ジュール工程に供給している。よって、いかなる局

面においても、絶対的な安定供給が求められる。こ

の滋賀県は日本の中心地に位置し利便性はさること

ながら、何より滋賀の自然災害の少なさが大きなア

ドバンテージ。このアドバンテージは安定供給に寄

与している。

　二つ目はグローバル化に対応する成長戦略の立

案・実践の場となること。この太陽光発電システム

は、お客さんにとって、一生に一度買えるかどうか

の品物である。原子力に代わる代替エネルギーとし

て、品質向上、研究開発に取り組んでいる。多くの

国で国策の領域まで高め、太陽光発電に取り組んで

いる中、我々も材料部門、開発部門、システム部門、

工場に関わる全ての人間のたゆまぬ努力のもと、成

長戦略を持って、日夜努力している。

京セラ　太陽電池セル

◎王子特殊紙（株）　滋賀工場長　伊藤太亮　氏

　昨年11月にプレス発表したが、新素材分野への

積極的な進出・拡大をすることとなり、ハイブリッ

ド車へのコンデンサーフィルムの生産設備の増設を

決定した。これは、今後必ず需要拡大が見込める分

野で、世界で最も薄い３ミクロン以下の厚さで生産

する技術を我々は持っている。紙パルプメーカーと

して、プラスチックフィルムを生産していく上で、

大切なことは、技術面で海外メーカーに対し、競争

力を持つ製品の開発に力を集中すること。それが、

このテーマの答えの一つかと思う。エンドユーザー

である電気メーカー、自動車メーカーの要望「コン

パクトで大容量なインバーターを設置したい」に応

えることによって、海外への競争力が維持出来てい

る。また、今月同時にプレス発表したが、工場内に

研究開発の拠点としてフィルム研究所の設置も進め

ている。製品にいかに付加価値をつけるか、国内で

生き残るためにはそこが重要。またユーザーの視点

にたって、いかに早く商品開発を行うかも重要。フィ
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ルム開発の拠点・マザー工場としての立場をこれか

らも維持していく。

王子特殊紙
ハイブリッド自動車用コンデンサーフィルム

◎フジテック（株）　生産本部長　内山泰行　氏

　エレベータ、エスカレータは不特定多数の方に利

用されており、安全に対するニーズは非常に高い。安

全性の追求を最優先に取り組んでいる。世界最大級

の研究塔、ビッグウィングにおいて、安全性を前提に

した、新製品開発のための研究開発を行っている。こ

こで開発した技術を、グローバルに展開していくと

いう形をとっている。また現在、マーケット規模が世

界最大となった中国には、上海に生産工場、研究開

発センターがある。現地の中国人スタッフが中心と

なって活動しているが、滋賀工場ビッグウィングと

は、頻繁な交流を行っている。世界中から求められる

安全・安心を、タイムリーに滋賀から発信していく。

これが国内工場である滋賀工場の役割かと思う。

フジテック　ビッグウィング

◎日伸工業（株）　代表取締役社長　清水貴之　氏

　皆様は最終製品をお持ちだが、我々は部品屋。な

んとか日本の中で商売ができるよう、努力をしてい

るところ。国内工場の役割は技術開発。続いて、技

術開発の人材育成の場と考える。我が社では、滋賀

県のおうみの名工制度（※１）を活用しており、社内

では４名選ばれている。おうみ若者マイスター（※2）

も１名選ばれている。こういった制度で応援いただ

きながら、職人・技能職を育てるには、国内でしか

出来ない。もう一つは、商売を取るための活動。大

企業にどうやって使ってもらうかという活動であ

る。もちろん日本の中で、新しい商売を取るための

活動を各分野で行っているが、日本の中で、後発組

の我々が、新たな仕事を取るのは難しいのが現状。

それで今行っていることは、自社海外工場において、

コストダウンのため海外に進出している日本メー

カーに営業をして、出先でお客様のニーズを聞いて、

それに対応することを心がけている。しかし海外工

場では全部対応できないので、設備面、金型面等を

国内工場がサポートし実現している。日本で取れな

かった新規の契約を海外で取って、そこで得た信用

をもとに「日伸さん、次は日本で開発を一緒にやろ

うよ」と言ってもらえるような海外営業を国内工場

がバックアップするやり方。このようなやり方で、

最終的に日本の大手メーカーさんとの信頼関係を築

けたら理想だと考えている。

日伸工業　ハイブリッド自動車用電池部品

（※１）おうみの名工制度
滋賀県では、広く社会一般に技能尊重の気運を浸透させ、もって技能者地位および技能水準の向上を図ることを目的に、滋賀県内において現役の優秀な技能者
を「おうみの名工」として表彰しています。

（※２）おうみ若者マイスター認定事業
滋賀県では、優秀な若い技能者を「おうみ若者マイスター」に認定し、おうみ若者マイスターによる技能振興活動を行うことで、若い技能者の技能研さんへの
意欲向上と、社会全般に技能を尊重する気運が醸成されることを目的として、平成19年度より「おうみ若者マイスター認定事業」を実施しており、現在39名
の方を認定しています。
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   国内で製造を続けるには何が必要か

◎パナソニック電工（株）　彦根工場　小松照明　氏

　非常に難しいテーマ。モノづくりのグローバル化

は間違いなく進む。そこで国内で続けるには、現状

の延長では難しい。３つのイノベーションをやって

いく必要がある。

　まずはプロダクトイノベーションといって、製造

している物をどう変えていくかが重要。完成品の単

なる組み立てだけでは、国内生産は難しい。それに

代わるものとして、新しいデバイス、海外では出来

ない超精密部品など、複雑なデバイス生産へシフト

する必要がある。

　続いてプロセスイノベーション、つくり方をどう

変えていくか。国内生産のキーワードの一つに、自

動化というのがある。我々はいかに生産性を上げる

ために、自動化と人手のセル生産とを組み合わせた

ハイブリッドセル生産を実施している。このベスト

な組み合わせを常に考えないといけない。また、従

来の「塗装」という取組を「整形」というやり方に

変えられないか検討している。

　最後はオープンイノベーション、５年前までは、

中国に負けないモノづくりを目標にやっていたが、

今は国内だけで完結するモノづくりは非常に難し

い。グローバルな共存共栄なやり方が必要。アジア

全体が内需という考え方もある。重要なものは国内

部材だが、海外部品もうまく活用していきたい。そ

のことにより、円高対応も可能となる。サプライ（供

給）の道筋をきちんとつける。海外サプライヤーの評

価力をつける必要が今後さらに求められるであろう。

◎王子特殊紙（株）　滋賀工場長　伊藤太亮　氏

　我々王子特殊紙は、先程おっしゃられた日伸工業

さんと同様に、最終製品をつくっているのではな

く、素材メーカーである。取引している国内の自動

車メーカー、電気メーカーがまだ、国内に開発拠点

を設置しているところが多く存在しており、海外へ

の競争力をつけるという点では、いかに早く海外よ

りも、新しい技術、NO１の技術を確立するかが重

要。それは、開発のスピードでもあるし、海外より

も、ほんの少しでも性能の一部分が改善されたもの、

上回ったものは、NO１である。いかに早く打ち立

てるか、新商品を開発するかが重要。必ずしも大幅

な技術革新はいらない。着実に性能を向上させるこ

とが大切。

　さて、我々は今年度、滋賀工場に新しい製造ライ

ンを増設した。若干、論点とはずれるかもしれない

が、滋賀に新しい製造ラインを増設した理由を述べ

させていただく。

　まずは、滋賀は国内物流面での優位性が挙げられ

る。国内の主要顧客、原料メーカーへのアクセスが

非常に近い場所にあるということ、それは、堺井商

工観光労働部長が先程おっしゃった通り、流通の拠

点であり、日本海側、太平洋側にも比較的アクセス

が良いということに起因している。よって、物流コ

ストの削減はもとより、小ロット多品種工場の生命

線である、短いデリバリータイムが可能となってい

る。また、我々の工場は、海外向けの製品を何割か

を生産しており、大阪港、名古屋港に近いのも、滋

賀県の大きなアドバンテージだと考える。さらに大

規模自然災害が非常に少ないというのも大きなメ

リット。大規模な地震、台風、津波の発生の可能性

が非常に少ないということは滋賀県に立地する工場

にとって、大きなアドバンテージと考えている。最

後に、滋賀県は、第二次産業の割合が全国で１番大

きく、多くの工業団地があり、異業種の工場が多く

立地している。個人的な専門分野がエネルギーを得

意としており、近隣工場とのエネルギーを中心とし

たユーティリティ（※３）の相互融通、相互協力の可

能性が高いと思う。マイクログリット（※４）構想ま

ではいかないが、隣接する工場と生産する物は違っ
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ても、ユーティリティであれば、相互融通できる可

能性が高いのが、工場群が集積している滋賀県の特

徴・メリットであると考える。

◎日伸工業（株）　代表取締役社長　清水貴之　氏

　中小企業の部品屋として、大手企業に日本に残っ

て欲しい、大会社に日本でモノを作りつづけて欲し

いというのがやはり前提にある。円高や新興国の施

策等により、量産工場は海外が行っても仕方がない

かもしれないが、開発部分は日本国内に残って欲し

い。我々部品屋は、研究開発の段階で図面を出して、

一番安い提案をした企業に発注するやり方だけでな

く、新しい技術・素材を用いてこのような部品が欲

しいというやり方、オープンイノベーションを進め

ていただきたい。そして、日本の中で、大企業と中

小企業が一緒になって出来るモノづくりの仕組みを

残していただきたいと思う。パネルディスカッショ

ンが始まる前に他のパネラーの方々と少しお話させ

ていただいたが、滋賀県の中で、モノづくりを完結

できるシステムが出来ると素晴らしいという意見を

共有することができた。滋賀県下の大企業を中心と

したモノづくり城下町として中小企業も共に発展で

きれば素晴らしい。

◎フジテック（株）　生産本部長　内山泰行　氏

　エレベータ・エスカレータは、家電製品等と異

なっていて、受注生産。モノづくりの３大要素であ

るQCDの観点では、C（コスト）への強い要求と

いうのはもちろんあるが、特にQ（品質）とD（納

期）には、発注者から厳しい要求がある。エレベー

タは建物の設備機器ということで、比較的仕様が決

まるのが遅く、仕様決定から商品引き渡しのリード

タイムが非常に短い製品となっている。これに対応

するには、ベースとなる組み立て品、もしくは標準

的な部品については、中国にある量産工場で生産し、

滋賀工場にあるビッグウィングの方で、お客様の仕

様に合った最終製品を完成させておくことが必要。

国内の厳しい品質と納期に対する要求に対応するた

め、我が社のビッグウィングが必要不可欠であり、

お客様の信頼を勝ち取るため、日夜努力している。

　最後に滋賀・彦根に工場があるメリットを述べさ

せて頂くと、高速道路・新幹線が通る交通の要所で

あること。さらに、滋賀、福井、石川、岐阜、愛知

等にそれぞれ優秀な大学があり、それぞれの大学か

ら優秀な学生がUターン、Iターンで就職してくれ

ており、優秀な理系人材の確保が容易であることが

挙げられる。

（※3）ユーティリティ
用役設備ともいう。石油開発用プラットフォーム、掘削リグ、製油所、貯蔵基地などの各種設備、装置を運転するために必要な電力、燃料、蒸気、工業用水、
圧縮空気などを供給する設備の総称。具体的には発受電設備、燃料タンク、ボイラー、ガス・コンプレッサー、エア・コンプレッサーなどを指す（独立行政法
人石油天然ガス・金属鉱物資源機構「石油・天然ガス用語辞典」より引用）。

（※4）マイクログリット
一定のエリア内で複数の分散型電源を組み合わせ、これらを制御することにより需要に合わせた効果的な電力供給を行うシステムのこと（独立行政法人新エネ
ルギー・産業技術総合開発機構「よく分かる技術解説」より引用）。
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◎ダイハツ工業（株）滋賀工場長　中野　等　氏

　皆さんが今までおっしゃっていたとおり、新工

法・新技術などで、他社にない比較優位の高い商品

を生み出すことが必要ではないか。例えば９月に発

売した、ミライースは、イノベーティブなエンジン

で、リッター30kmの燃費を誇る車だ。このエンジ

ンは、最先端の各種技術を集積して、滋賀工場で製

作している。このエンジンを今現在、海外で製作す

るのは難しい。高品質で高度な管理をしていくため

の緻密な管理技術は、我々の大きな強みだ。もう一

つの強みはSSC（シンプル、スリム、コンパクト）

といって、軽自動車に相応しい、製造工程・設備を

作り上げてきたこと。工場自身が新しい工法、やり

方を逆に生み出していくこともあるかと思う。こう

いった強みを活かして、売れる商品づくりを進めて

いくことが国内工場には必要ではないか。

◎京セラ（株）　滋賀野洲工場長　和田幸男　氏

　非常に重たい課題かと思う。現在、我が社は中国

メーカーとの戦いとなっている。電力料金で約40

パーセント、法人事業税で17パーセントの差があ

る。労務費では実に約60パーセントの差がある。

日々、この差をどのように埋めるかが、野洲工場の

一番の課題。まずは、国家レベルの支援が今一番必

要ではないか。やっと、再生可能エネルギー特別措

置法が可決されて、来年の年初に再生エネルギー買

取価格が決まり、来年の７月から再生可能エネル

ギーの全量買取制度がスタートする。大型なメガ

ソーラー案件を含め、ワールドワイドに普及するこ

とになるかと思うが、中国政府は、国策として自国

のメーカーを育成するために数十兆円の支援投資を

行っているが、そのような中国メーカーに打ち勝つ

には、我が国も国策として、何らかの支援を早く実

施すべきではないかと考える。

　２点目は我々が努力すべきことであるが、大きな

ハンデを抱えている中で、どうやって戦うかだが、

人間の力は無限。モノづくりにおける人材強化に賭

けていきたい。工場の新規採用において、工業系の

人材の採用を重要視している。例えば、滋賀県に

は工業系の学科は６校しかないが、鹿児島県では、

20校まで広がっている。モノづくりが好きで、日

夜、大変努力している。そういった優秀な工業高校

生を採用し、現場の実習を通じて、ソーラーシステ

ムのプロセス、設備の稼働率の重要さ等を学んでも

らっている。現場重視の人材育成を行うことにより、

彼らの知識吸収は一層早くなり、各種国家資格等の

取得も盛んとなり、今彼らが工場の装置等の改善・

改良に最前線で取り組んでいる。例えば、タクトに

おいて、中国メーカーを圧倒する早いスピードで行

うことが可能になることにより、大きな戦力となる。

こういった優秀な若い人材育成を武器に戦う一方、

単一商品だけでなく、サービス体制の充実および関

連製品の組み合わせ等の総合力にて、競い合いをし

ていきたい。

　最後にお願いだが、企業は、スピードが命。常に

進化しており、早い判断・対応が重要。そのような

状況下、京セラ野洲工場は、工業専用地域になって

いるが、工場拡張および建屋の新設時、その度に、

埋蔵文化財調査が、現状では必要となっている。

　非常に申請が煩雑、承認に非常に時間がかかる。

また調査費用も自前という、非常に大きなハンデを

抱えている。これは国にお願いすることになるのだ

ろうが、嘉田知事も、モノづくり県滋賀を謳ってお

られることから、県としても工業専用地域であれば、

モノづくりに専念出来るようにお願いしたい。

　どうしても難しい問題であれば、現状の緩和策を

検討して欲しい。埋蔵文化財調査緩和策などの製

造業における様々な規制緩和に取り組んで欲しい。

我々も県の期待に応えるよう、頑張って製造を続け

ていきたい。
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   今後の戦略ビジョン等について

◎王子特殊紙（株）　滋賀工場長　伊藤太亮　氏

　ハイブリッド車のコンデンサー用フィルムを

2004年以降滋賀工場で製造し、その分野において

は、世界のトップランナーに仲間入りさせていただ

いたが、今後も製品の品質の向上および新技術新製

品の開発に向けた、たゆまぬ努力が重要と考えてい

る。工場内に新しい研究所の設置も既に着手してい

る。滋賀工場がフロンティアとして、新商品の開発

に積極的に取り組んでいきたいし、また本社からも

それを求められている。また、近隣工場ともユーティ

リティの共有化等で協力体制を強化して、滋賀県の

発展に少しでも貢献したい。

◎京セラ（株）　滋賀野洲工場長　和田幸男　氏

　先程、申し上げた課題に、誠心誠意、一つ一つ取

り組んでいきたい。課題は明確であり、真摯に取り

組んでいく。

◎ダイハツ工業（株）滋賀工場長　中野　等　氏

　５年後に滋賀工場がどうあるべきかという、ロー

ドマップを今年、工場で独自に作成した。キーワー

ドは「工場の自立化」。皆様の会社、工場では当た

り前だと思われるかもしれないが、人事面・デザイ

ン・製作・部品調達とその評価など、かなり本社に

依存している。製品原価の７割を占める購入部品は、

まだ本社の調達が権限を握っている。滋賀工場で、

県内企業のサプライヤーを発掘し、良い部品を調達

しかつ原価を下げたい。現在、工場内でロードマッ

プを推進する検討グループを設けて、前向きに進め

ている。

　もう一つ積極的に進めていることは「竜王モデ

ル」の創造。高品質の製品を目指すことは言うまで

もないが、竜王工場で働いている人の品位を高めた

いと考えている。「ダイハツ竜王工場で働いている

人たちは素晴らしい。だから、竜王工場でつくられ

たタントやムーブは間違いない。」と言っていただ

けるような、竜王モデルの構築を目指したい。工場

には、5000名近くの従業員がいて、すぐには難し

いかもしれないが、徐々にこの竜王モデルを浸透さ

せていきたい。

◎日伸工業（株）　代表取締役社長　清水貴之　氏

　良い部品をつくる。日本の中で、強い産業を築く

ために少しでも良い部品をつくりたい。環境・エネ

ルギー・安全・ヘルスケア等の成長が今後、見込め

る分野において、精密で安全でかつ競争力のある部

品を、それも価格競争力をつけるために、切削や溶

接などの工程を無くさせるプレスというシンプルな

やり方で開発したい。ただ、日本だけでいくら頑張っ

ても生き残っていくことは難しい。海外で出来るこ

とは、海外でしっかりやっていきたい。海外でも、

出来る限り日系企業のサポート活動を行い、それが

信用となって、日本でもビジネスが出来るようなサ

イクルを構築したい。当社はプレス屋として、金型

の設計・加工そして部品の生産をやっているが、自
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社で新しい技術を持ったプレス工法を生み出し、ま

たプレスの機械そのものも開発し、他社、他国に負

けないような技術力を生み出していくことが今後の

目標。日本の産業界に貢献することで、生き残って

いきたい。

◎パナソニック電工（株）　彦根工場　小松照明　氏

　パナソニックグループは、６年後の2018年に創

立100周年を迎える。現在、大きな構造改革を行っ

ているところである。冒頭、彦根工場は海外販売比

率が３割だとお伝えしたが、それを大きく伸ばす目

標を立てている。今後、生き残っていくには、先程

申し上げたようなイノベーションを繰り返す必要が

あるかと思うが、さらにグローバルマザー工場を目

指す必要がある。彦根工場で開発したものを世界に

広めていくこと。そのためには、京セラ和田さんも

おっしゃられた通り人材育成が重要。日本は人材の

強さで勝ち残っていくしかない。今後も、時間はか

かるが、人材育成計画を立てて、しっかりと実行し

ていくことが必要。10年先の人材を作るというこ

とだ。例えば、シェーバーのステンレスの刃の金型

ができる人間は、彦根工場でも２～３人しかおらず、

こういったコア技術の伝承が重要。工場の技術を海

外展開するには、現場と開発を結ぶ、量産化技術者

をいかに育てるかも今後求められる。

　彦根工場の考え方の一つに「深堀井戸と強味伝

い」といった経営の考え方がある。井戸をコツコツ

と掘って、地下の水脈まで辿りついたら、地下の水

は長い間コンコンと湧き出るということ。商品開

発等でも、コツコツと時間をかけて水脈が出るまで

やっていく、そういう考えを今後も継続していきたい。

◎フジテック（株）　生産本部長　内山泰行　氏

　日本市場における厳しい要求に対応するには、滋

賀工場にあるビッグウィングが必要不可欠。ただ、

グローバル的も高性能・高品質商品の「日本ブラン

ド」商品が求められてきている。これらの要求に対

しては、コスト面も含め、しっかり対応していきた

い。そのためには、中国の上海工場、調達センター、

研究開発センターとの更なる連携、コラボレーショ

ンを強力に進めていく必要があると考えている。ま

た、マザー工場として、新技術・新製品の開発はも

ちろんだが、スピーディーにグローバル展開を進め

ていく上で、品質管理、生産管理をグローバルに指

導できる人材育成の継続的な取組が必要。滋賀県は

環境立県であり、そこに拠点を置く企業としては、

環境を意識した経営方針で、これからのリーダーを

育てていきたい。今後もぜひ、フジテック、お客様、

滋賀県による三方よしの関係を築きたい。
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◎大槻コーディネータ　総括コメント

　工場は付加価値を生み、雇用を生み、人々の生活

に貢献していることを、本日改めて痛感した。また、

そのことに本日出席いただいたパネリストの方々が

誇りを持って、日々挑戦的な取組をされていること

がよく分かった。

　本日は、パネリストの方々から、多くの貴重なご

意見を頂いた。重要なことをいくつかピックアップ

し、まとめに代えさせていただく。

　これからの製造業を見ていくと、滋賀県だけでな

く日本全体において、国内外に難しい問題を抱え込

んでいる。滋賀県の工場群として、今後大事なこと

は、商品開発のスピードアップである。開発部門の

生産部門の一体化、企画部門と生産部門の一体化が

重要となってくる。そういう意味では、滋賀県の工

場には研究開発拠点として、大きな役割を果たすこ

とが今後さらに求められるし、今日お越しの工場長

の方々は既に取り組んでいるだろう。

　国内で、製造すれば高くつく。しかし、複雑なも

のは海外にそう簡単には出せない。だからこそ、品

質の向上・改善、新製品を滋賀県から、どんどん打

ち出していく必要がある。

　その滋賀県だが、自然災害の少なさ、物流環境の

良さでは大いに恵まれている。これは、マザー工場、

研究開発拠点を運営していく上で、大きなアドバン

テージとなっている。

　モノづくりのグローバル化は間違いなく進む。プ

ロダクトイノベーション、プロセスイノベーション、

オープンイノベーションといったイノベーションを

進めていくこと、さらにしっかりと次世代へ繋がる

人材育成し、優秀な人材で世界に打ち勝っていくこ

とで、国内工場は生き残っていくことができる。

　逆境の中にも、ビジネスチャンスがあるというこ

とで、今後も引き続き、滋賀のモノづくりを牽引し

ていただきたい。本日は長時間、ありがとうござい

ました。
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あいさつ
阪南大学　大槻眞一名誉教授
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パネリスト所属工場・企業紹介

パネリスト所属工場・企業紹介

■事業所長／滋賀工場長　伊藤太亮
■従業員数／140名
■敷地面積／163,000㎡
■設　　立／1975年４月

■事業所長／滋賀野洲工場長　和田幸男
■従業員数／621名（2011年４月１日 現在）
■敷地面積／198,197㎡
■設　　立／2005年８月

●お問い合せ 
〒 520－ 3251　湖南市朝国65番地
TEL.0748-72-2691
FAX.0748-72-2838

●お問い合せ 
〒 520-2362｠滋賀県野洲市市三宅800
TEL.077-587-8782
FAX.077-587-8781

主な営業品目、主要製品等

主な営業品目、主要製品等

包装用フィルム

太陽電池セル

ハイブリッド自動車用
コンデンサーフィルム

低温ポリシリコン
TFT液晶

一般二軸延伸ポリプロピレンフィルム、一般二軸延伸ポリプロピレンフィルム、一
般二軸延伸ポリプロピレンフィルム、一般二軸延伸ポリプロピレンフィルム、一般
二軸延伸ポリプロピレンフィルム、一般二軸延伸ポリプロピレンフィルム、

太陽電池セル、液晶を製造

プラスティックフィルム専門工場、ポリプロピレンフィ
ルム、フィルム加工等の製造開発拠点で、世界トップ
クラスの加工品等の製造拠点で、世界トップクラスの
技術を誇る。来年、新たな製造ラインを着工し、更な
る事業展開を実施

液晶パネルおよび太陽電池セルを生産し、特に、太陽
電池セルは昨年８月より本格操業。工場に太陽光発電
システムを導入し、CO２排出量の削減によって地球
環境保護に積極的に貢献している。

王子特殊紙株式会社滋賀工場

京セラ株式会社滋賀野洲工場

【湖南市】

【野洲市】
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パネリスト所属工場・企業紹介

■事業所長／滋賀工場長　中野　等
■従業員数／4,180名（第１地区と第２地区の合計）
■敷地面積／ 1,980,000㎡ （第１）、520,000㎡（第２）
■設　　立／1974年４月

■事業所長／代表取締役社長　清水貴之
■従業員数／約350名、海外約500名
■敷地面積／12,400㎡（本社および大津工場）
■設　　立／1959年８月

●お問い合せ 
〒 520-2593 蒲生郡竜王町大字山之上2910番地
TEL.0748-57-1510
FAX.0748-57-1534

●お問い合せ 
〒 520-2152　滋賀県大津市月輪１- １- １
TEL.077-545-3011
FAX.077-543-2451

主な営業品目、主要製品等

主な営業品目、主要製品等

第１地区（エンジンライン）

HV車用電池

第２地区（タント）

リチウムコイン電池

第１地区では、エンジン、トランスミッション、各種鋳造部品、汎用エンジン等を
製造。第２地区では軽自動車タント、ムーブを製造

自動車関連：HV車用電池・アルミ材部品、センサー部品、インジェクター・ブレー
キ部品等の自動車関連部品およびリチウムコイン電池部品、円筒電池部品、ガ
ス機器部品、携帯機器部品等の家電・IT 関連を製造

21世紀のクルマづくりに対応したダイハツ工業㈱の
基幹工場。工場の「SSC（シンプル・スリム・コンパ
クト）化」をコンセプトにエコなクルマづくりに取り組
んでいる。

精密絞り、コイニングや増肉などの板鍛造を得意とす
る総合精密プレス部品メーカー。国内３拠点、海外６
拠点によるグローバルネットワークによる世界各地に
信頼性の高い製品を供給できる生産体制を確立。

ダイハツ工業株式会社滋賀工場

日伸工業株式会社

【竜王町】

【大津市】
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パネリスト所属工場・企業紹介

パネリスト所属工場・企業紹介

■事業所長／彦根工場長　小松照明
■従業員数／1,250名
■敷地面積／88,990㎡
■設　　立／1962年２月

■事業所長／代表取締役社長　内山高一
■従業員数／3,000名
■敷地面積／150.000㎡
■設　　立／1948年 2月

●お問い合せ 
〒 522-8520　彦根市岡町33番地
TEL.0749-23-1511
FAX.0749-27-0302

●お問い合せ 
〒 522-8588　滋賀県彦根市ビッグウィング
TEL.0749-30-7111
FAX.0749-30-7054

主な営業品目、主要製品等

主な営業品目、主要製品等

メンズシェーバー 
ラムダッシュ

マッサージチェア
リアルプロ

工場用電動工具
インパクトドライバー

世界各地でグローバルに活躍
（納入実績）

シェーバー、電動ハブラシ、刃製造、マッサージチェア、電動工具、
アルカリイオン整水器、デバイス部品（ナノe，小型ポンプ）

エレベーター、エスカレーター、動く歩
道、新交通システムなどの研究開発・製
造・販売・据付・保守

理美容商品、健康商品の製造マザー工場として「人
が癒される商品をカタチに」を基本理念に事業を掘り
抜き、強み伝いにシェーバーやマッサージチェア、電
動工具などパナソニックグループのウエルネス家電を
世界へ届けている。

約15万㎡の敷地に、本社・研究開発・生産機能を集
約させたエレベーターの最先端拠点。
高精度・高品質の製品を世界へ送り出すとともに、積
極的な環境保全活動も推進している。

パナソニック電工株式会社彦根工場

フジテック株式会社

【彦根市】

【彦根市】
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官公庁 . 13％

建設業 . 7％

運輸業 . 6％

金融・保険 . 5％

商社・卸売業 . 7％

製造業 . 39％

大学・研究機関 .
 4％

その他 . 18％

製造業

官公庁

商社・卸売業

建設業

運輸業

金融・保険

大学・研究機関

その他

業　種

QQ
来場者アンケート結果（回答数１６１人）

Q1.あなたの勤務先は？　

Q2.あなたの業種は？

湖南地域（大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市）························································································ 66人

甲賀地域（甲賀市、湖南市）·································································································································  24人

東近江地域（近江八幡市、東近江市、日野町、竜王町）························································································ 12人

湖東地域（彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町）························································································ 11人

湖北地域（長浜市、米原市）···································································································································  13人

高島地域（高島市）················································································································································· 3人

県外 ········································································································································································ 31人

商社・卸売業 ··············································· 12人

製造業 ··························································  63人

情報処理・通信業 ·········································· 0人

電気・ガス ····················································· 4人

広告・放送・出版 ········································· 4人

官公庁 ··························································· 21人

一般 ································································· 5人

小売業 ······························································ 1人

運輸業 ···························································· 10人

建設業 ·························································· 12人

金融・保険 ····················································· 8人

大学・研究機関 ·············································· 7人

ＮＰＯ ····························································· 0人

その他 ···························································· 16人

湖南　.41％

東近江 . 8％

湖北 . 8％

高島 . 2％

県外 . 19％

湖東 . 7％

甲賀　.15％

勤務先
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来場者アンケート結果

Q3.来場の目的は？（複数回答）

Q4.基調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。

Q5.パネルディスカッションは参考になりましたか？また、その理由を教えてください。

講演者からの情報収集 ···································· 96人

パネリスト企業の取組の情報収集 ··············· 107人

パネリスト企業との交流 ································· 32人

交流会参加企業との交流 ································ 26人

取引先の開拓 ··················································· 13人

その他 ······························································· ３人

とても参考になった······································· 29人

参考になった··················································· 85人

どちらともいえない········································ 36人

参考にならなかった········································ ３人

とても参考になった········································ 55人

参考になった·················································· 90人

どちらともいえない········································ ８人

参考にならなかった········································ ２人

参考になった理由
○製造業の現状について認識ができ、パネル
ディスカッションの導入として大変役立った。
○グローバル化が進む中、現状の把握・分析を
見つめ直す機会となった。
○内外情勢を踏まえた上で、日本企業（製造業）
をどのように再生していくかが、少し見えて
きた。

参考になった理由
○滋賀県の優位性や課題を提供いただ
き、有意義であった。
○各工場、企業の未来を見据えた取組が
よく分かり、滋賀に残ることを前提に
考えておられることに少し安心した。
○製品メーカー、部品メーカーの考え方
の違いやグローバル化の中での国内産
業需要の維持への工夫が参考になった。
○国内工場の役割がよく分かった。

参考にならなかった ,
2.0％,（3 人）

参考になった ,
55.6％,（85 人）

どちらともいえない ,
23.5％,（36 人）

とても参考になった ,
　　19.0％,（29 人）

基調講演

参考にならなかった ,
1.3％,（2 人）

参考になった ,
58.1％,（90 人）

どちらともいえない ,
5.2％,（8 人）

とても参考になった ,
　　35.5％,（55 人）

パネル
ディスカッ
ション
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滋賀県商工観光労働部
商工政策課

〒520-8577　大津市京町四丁目１番１号
TEL.（077）528-3712　FAX.（077）528-4870
e-mail  fa00@pref.shiga.lg.jp

この印刷物は再生紙を使用しています
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