鋳造産業ビジョン
第３期計画
（2013～2015 年度）

2013 年 10 月 25 日
一般社団法人

日本鋳造協会

鋳造産業ビジョン推進特別部会

「あいさつ」
鋳造産業を取り巻く環境は、グローバル化の進展、電気料金の高騰、欧州を始めと
した世界的な政治・経済活動の不安定さ等により厳しい状況にある。今後の進むべき
方向が描きにくくなっている。こうした中、2013 年 3 月、経済産業省により「新素
形材産業ビジョン」が策定された。その策定委員会での検討を追従する形で、日本鋳
造協会内に「鋳造産業ビジョン推進特別部会」を発足させた。この部会では経済産業
省の策定委員会の内容を確認しつつ、
「鋳造産業ビジョン第 3 期計画」の検討を進め、
このたび発表することとなった。
2006 年に策定された「鋳造産業ビジョン」は、日本鋳造協会活動の基本指針とし
て運用されてきた。今回は第３期計画であるが、振り返ると、第 1 期計画、第 2 期計
画ともに、鋳造業がおかれた環境は激しく変化している。今回の第 3 期計画の内容も、
第 2 期計画の色合いを強く引き継いでいるが、その延長上における変化と考えられる。
✲第 1 期計画（2007 年～2009 年）の 3 年間
この期の前半の状態は経済が成長していたため、鋳造業の課題は需要に対して、如
何にして安定的に顧客へ鋳造品を供給するかであった。2006 年の鋳造ビジョン作成
時は好景気であった。そのため、2006 年に策定した「鋳造産業ビジョン」は、好景
気の影響を強く受けていた。しかし、後半は金融危機後の急速な経済の減速に直面し
た。
✲第 2 期計画（2010 年～2012 年）の 3 年間
この期はリーマンショックに端を発した、金融危機の最悪期を乗り越えた時期であ
る。しかし、2008 年に発生した金融危機により、21 世紀の日本経済の課題が顕在化
した時期でもある。それは GDP が減少し、円高による空洞化や東日本大震災を契機
にエネルギー戦略が変わり、電気料金の高騰に見舞われることにより課題が表面化し
た。このように第 2 期計画は、第１期計画と全く状態の異なる経営環境下にあった。
そのため、第 2 期計画に於いては第１期計画の精神は継承しながら、かなり的を絞り
こんだアクションプランとなった。
✲第３期計画は、2013 年～2015 年の 3 年間
日本政府が、日本の再生をかけて、新しい成長戦略を実行し始めた時期である。し
かし、2013 年後半の現在、その効果がまだ現れていない。その状況を反映して、
「新
素形材産業ビジョン」では世界経済は成長するが、日本は減退するという状況を強調
している。そのため、経済産業省は世界と日本の両拠点を営業の舞台とすべく、個々
の企業の健全な成長と発展を促し始めた。その背景としては、日本経済は人口のオー
ナス状態に入り、経済の減速と同時に、労働人口の減少に見舞われ、鋳造業の雇用環
境が悪化していく状況が推測されている。

産業の規模が減少していく段階では、その環境に適応した企業か否かが、企業の存
亡を分ける。環境に対する適者生存の原則により選択が行われ、格差社会が進行する。
そのため、個々の企業は差別化・個性化しなければならない。差別化・個性化を達成
できるか否かは、経営者の夢と行動に懸っており、その経営活動は、技術や営業力に
支えられなければならない。そのためには、如何に優秀な人材を育成するかであろう。
その個々の企業の活動を、日本鋳造協会として側面より支援することと、鋳造業界
全体が力を併せなければならない事がある。個々の企業では解決できない問題が多発
するのも、この減速経済の特徴であろう。そのために、日本鋳造協会は「鋳造産業ビ
ジョン第 3 期計画」を策定した。この策定には一年掛けて、鋳造ビジョン推進特別部
会で議論を重ねた。この「鋳造産業ビジョン第 3 期計画」は第２期計画のビジョンを
基に、新しい成長戦略を求めるべく策定した。
2008 年のリーマンショック後、社会は非常に不安定な状況にある。そして激しく
急速な変化が頻繁に発生する状況にある。それを乗り切るために日本鋳造協会は、
「鋳
造産業ビジョン第 3 期計画」を「道しるべ」として活動していきます。皆様のご理解
とご協力をお願いして、会長としての挨拶といたします
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会
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長
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第1部

鋳造産業ビジョン・第 3 期計画

Ⅰ．はじめに
１．2006 年（平成 18 年）5 月に経済産業省から素形材産業ビジョンが発表され､
素形材産業の今後のあり方、方向性が示された。当協会は、これを受けて鋳造産
業の 10 年後のあるべき姿＊をとりまとめ、その実現を目指した鋳造産業ビジョン
（以下、ビジョンという）を作成した。
＊：鋳造産業の技術・技能の革新、健全な取引慣行等により収益性の確保できる企業
体質・業界となり、真のユーザーに対するベストパートナーになる

２．ビジョンは、次の①～⑦の 7 つの方向性ごとに、ビジョンが目指す方向（10
年後のあるべき姿）を箇条書きで整理し、それを実現するための課題と実施項目
をまとめた 10 カ年の行動計画をアクションプランとして作成した。
10 カ年の実施期間を 2007 年度から 3 カ年毎の 1～3 期に分けて実施すること
とし、第 1 期計画（2007～2009 年度）及び第 2 期計画（2010 年度～2012 年度）
の 6 年間にわたり毎年度アクションプランの見直しを行い、実施してきた。
① 技術・技能で製品力を高め攻めの経営
② 健全な取引慣行で共存共栄
③ 同業／異業との積極的な連携による競争力の強化
④ 海外に進出する仕組み
⑤ これからの成長産業への供給
⑥ 息の長い人材の確保・育成
⑦ 鋳造産業を国民の方に理解してもらうために
３．第 2 期計画は、2008 年秋に発生したリーマンショックを反映した我が国鋳造
産業の急激な需要減という、第１期計画策定時とは大きく異なる経済状況を踏ま
え、
「10 年後のあるべき姿」は業界として実現すべき目標であり引き続きこれに
取り組みつつも、主要ユーザーの海外展開の加速化など鋳造品の国内需要は厳し
い状況が今後も継続するものと考えて、事業の継続を最優先課題として、第 1 期
計画の全面的な見直しを行った。2010 年 4 月にまとめた第 2 期計画では 7 つの
方向性を次の①～⑥の 6 つの方向性へ整理統合を図った。
① 技術・技能で商品力を高め攻めの経営
② 経営基盤強化と健全な取引による事業継続
③ 同業／異業／地域との積極的な連携による競争力の強化
④ 海外との連携
⑤ 息の長い人材の確保・育成
⑥ 環境とエネルギー対策の強化
４．鋳造産業ビジョン推進特別部会は、2013~2015 年度を期間とする第 3 期計画を
作成するために、昨年 11 月から本年 10 月までの約 1 年間にわたり審議を行って
きた。この間、第 2 期計画の評価を行うとともに、本年 3 月に公表された新素形
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材産業ビジョンが提示した６つの方向性や現下の政治・経済状況を踏まえて、併
せてビジョンを実施する側の 7 部会や各支部などとの意見調整等も行い、ビジョ
ンの第 3 期計画を作成した。
審議経緯（部会等開催状況）
①2012 年 12 月 11 日（火）

第1回

・見直しに関するフリーディスカッション
・SWOT 分析等
②2013 年 2 月 27 日（水） 第 2 回
・第 2 期アクションプランの評価、
・新素形材産業ビジョン骨子に基づく議論
③ 3 月 26 日（火） 新素形材産業ビジョンのとりまとめ・公表
④ 4 月 16 日（火） 第 3 回 ・新素形材産業ビジョンに基づく議論
・鋳造産業ビジョンの見直し方針等議論
⑤各部会審議
5/31 技術部会、 6/6 経営部会、 6/12 総務部会、 6/14 国際部会、
6/19 環境部会、 6/21 非鉄部会、 6/25 中小企業部会、
⑥ 7 月 3 日（水） 第 4 回 ・鋳造産業ビジョン見直しのための原案作成
⑦7/4～7/24 W G での検討を行い第 1 次部会案作成
⑧ 7 月 25 日（木）
正副会長会にて、第 1 次部会案検討
⑨ 8 月 5 日（月） 第 5 回 ・第 3 期計画第 2 次部会案作成
（ 8 月～9 月 主要地区での意見交換等
）
⑩10 月 2 日（水） 第 6 回 ・第 3 期計画案作成
⑪10 月 25 日（金） 理事会・協会役員会で第 3 期計画案を承認
⑫10 月 26 日（土） 秋季大会講演会にて、木村会長から第 3 期計画を公表
参考：第 2 期までの鋳造産業ビジョンに関する検討経緯
・2006 年（平成 18 年）3 月 鋳造業の 10 年後の「あるべき姿」まとめる
・2006 年（平成 18 年）5 月 素形材産業ビジョン発表
・2006 年（平成 18 年）6 月 鋳造産業ビジョン特別部会設置、検討開始
・2006 年（平成 18 年）11 月 鋳造産業ビジョン 2006 作成し、特別部会解散
・2007 年（平成 19 年）11 月 鋳造産業ビジョン推進特別部会設置し、フォロ
ーアップの開始
・2008 年（平成 20 年）4 月 アクションプラン 2008
・2009 年（平成 21 年）4 月 アクションプラン 2009
・2010 年（平成 22 年）4 月 第 2 期計画（2010～2012）
・2011 年（平成 23 年）4 月 アクションプラン 2011
・2012 年（平成 24 年）4 月 アクションプラン 2012
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Ⅱ．第 2 期計画（’10～’12 年度）における実施状況
第 2 期計画は、事業の継続を最優先課題として第 1 期計画の全面的な見直しを行い、
19 の課題、34 の事業内容、36 の実施項目について取組み、リーマンショックからの
回復から始まった。
一方、2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災は、東日本の鋳造企業関係者に大
きな被害を与えたが、サプライチェーンに大きな影響を与えることなく、速やかな操
業復帰を図ることが出来た。しかし、自動車などのユーザー業界の一時的な生産活動
停滞を招くとともに、福島第一原子力発電所の事故を契機とする電気料金の高騰は、
エネルギー多消費産業である鋳造業にとって大きな打撃となった。以下に、第 2 期計
画で実施した協会活動に関するアクションプランの実施状況の概要を述べる。
１．技術・技能で商品力を高め攻めの経営
（１）技術力アップで提案型パートナーとなるべく、技術開発力強化体制の充実を
図るために、新規委員会として非鉄部会関係の 3 分科会設立、既存専門委員会
は、内容の適宜見直しをして継続した。
（２）サポインは、業界全体のレベルアップに貢献する新規案件の提案が無く、中小
企業会員の技術力向上を支援する会員企業提案のサポートを行った。サポインは
中小企業会員の技術力アップに必要な研究開発事業であり、協会による支援方法
の見直しが課題である。
（３）
「IT の積極活用」は、協会からの情報提供にとどまり、大多数を占める中小鋳
造企業会員の IT 活用を支援するための新たな取組みが課題である。
２．経営基盤強化と健全な取引による事業継続
（１）①電気料金値上げ、再生可能エネルギー固定価格買取制度（FIT）による当業
界への負担の軽減、②エネルギー安定供給並びにコストダウンのための原発の再
稼働等を重点課題として取り組み、会員企業への情報提供と実態把握を行い、政
府・関係機関への要望・陳情を行った。
（２）東日本大震災に伴う東北・東京電力管内の会員企業の節電を支援する共同スキ
ームを策定した。東京電力の電気料金値上げに際して東京電力をはじめ政府、関
係機関への要望を行うとともに、原材料・エネルギーコスト増等に理解を求める
会長名文書の随時発行と配布等の情報提供を行い、会員企業の適正な価格転嫁へ
の支援を行った。
（３）取引条件適正化の推進として、協会発足以来進めてきた模型の保管・返却、廃
棄に関する成功事例に関する講習会等の開催等の普及活動を行い、一定の成果が
得られたが、需給環境が厳しいこともあり第 1 期に比べて限定的とならざるを得
なかった。
３．同業/異業/地域との積極的な連携による競争力強化
（１）グローバル化に対応できる業界規模及び企業数の集約化の検討を行うために、
Ｍ＆Ａや転廃業に関する情報の提供を積極的に行ったが、具体的な進捗事例を得
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られていない。
（２）支部規程や支部申請・認定手続きを定め、2012 年度に東海支部と北陸支部が
発足し、2013 年度の中国四国支部設立につながった。
（３）ユーザーとの連携は、統計データの提供は実施出来たが、主要ユーザーとの協
議は出来なかった。
４．海外との連携
（１）ドイツ鋳造協会（BDG）との定期協議及びドイツ鋳造工場見学の実施、米国
鋳造協会（AFS）との交流の実施、アジアでは、インド及び台湾との相互交流
に関する MOU を締結するなど積極的に行った。会員企業の情報収集機会の場
の提供として、欧米に 4 視察団、アジア地区に 5 視察団を派遣した。
（２）2012 年 4 月、京都で開催したアジアで初の世界精密鋳造会議（WCIC2012）
に世界から約 400 名の参加が有り、成功裏に終了するとともに国際会議開催
のノウハウを得ることが出来た。
（３）メタルチャイナに協会ブースを出展、インド IFEX に国・ジェトロ支援によ
る日本館を出展して、会員企業の PR の機会を設けた。国際鋳造フォーラム（IFF）
やアジア鋳造フォーラム（AFF）に参加して情報収集と相互交流を推進した。
５．息の長い人材の確保と育成
（１）鋳造カレッジ事業は、新たに鋳鋼、軽合金、銅合金コースの追加と開催地区
の増加、新テキストの作成などの内容の充実化を図った。この結果、2012 年
度で 483 名の鋳造技士を認定するに至った。鋳造技士フォローアップのため
に、各地での鋳造技士会の設立を行った。今後は、その内容の充実が課題と
なる。
（２）新人教育の充実を図るために、鋳造入門講座にアルミニウム鋳物コースの追
加、テキスト作成を行った。今後の全国展開が課題となる。
（３）若手経営者全国大会は、2012 年度から夏季講演会を追加して年 2 回開催し、
若手の相互交流、経営力向上を支援した。国家技能検定の取得支援は、技能
検定用の型の斡旋、ホームページでのＰＲ活動が中心で、国家技能検定の受
講生を増やすことが課題である。
６．環境とエネルギー対策の強化
（１）2010 年度に環境部会を設置し、エネルギー多消費産業として、地球環境、作
業環境に配慮した鋳造産業を目指して、CO2 排出量の削減と効率的な省エネ化の
推進、再生可能エネルギーの活用、ゼロ・エミッション化の推進、粉じんと騒音
等の少ないクリーンファンドリー化の推進を図った。
（２）粉じん防止、省エネ、廃砂低減策に効果が大きい人工砂導入を積極的に推進す
るために、人工砂委員会を 2 年間限定で設置して、人工砂の物理的性質をとりま
とめるとともに、人工砂導入に関するメリット・デメリットを明確化し、人工砂
へ切り替える際の初期問題に関する解決法を立案した報告書を作成し、各地で講
演会を行い導入に関する PR を行うことが出来た。
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Ⅲ．第 3 期計画の作成方針
１．新素形材産業ビジョンは、鋳造業をはじめとする素形材産業を取り巻く経済状況
が、厳しい状況にあることを指摘している。具体的には、①少子高齢化という社会
構造の変化を背景に、労働力資源の減少と国内需要の成熟化を迎えつつあること。
また、②国内でのものづくりが国外と比較して割高になっていること。（38 頁）
２．さらに、2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所
の事故により我が国原子力発電所のほとんどが停止状態となり、代替火力発電の増
加による電気料金の高騰は、未だリーマンショックからの回復に至っていない、エ
ネルギー多消費産業である鋳造業にとって事業継続に関わる深刻な問題となって
いる。（33～34 頁）
３．我が国国内の経済環境が年々厳しさを増す中で、ASEAN 諸国や中国、インド、
ブラジルといった新興国は確実に成長している。中国や東南アジア等の新興国は、
安価な労働力やインフラを活用した生産拠点としての従来の役割にとどまらず、急
速な経済発展を背景とした需要地（市場）としての存在感を着実に高めている。グ
ローバル競争の主戦場が、これまでの先進国市場から新興国市場へ移りつつある。
４．鋳造業の最大のユーザーである自動車産業は、少子高齢化を背景とした国内需要
の落ち込みが懸念され始めた 2000 年初頭から、新興国を中心とする海外での旺盛
な需要を取り込むため、海外生産を急速に増加している。さらに、最近では、工作
機械や産業用ロボットといった生産財メーカーにおいても、徐々に海外での生産や
部品の調達が増加する傾向にある。鋳造業の主要ユーザーの海外生産比率は今後と
も上昇していくものと考えられ、今後円高基調が調整されても、海外工場の稼働を
下げてまでして、国内回帰させることは考え難いといえる。（38～40 頁）
５．新素形材産業ビジョンは、このような厳しい経済環境の中で素形材産業が目指す
べき方向性として、次の①～⑥の 6 つの提言を行っている。
（１）世界で勝てる技術力を持つ
①中小企業の多い素形材企業の競争力の源泉は技術力。絶えず技術革新を続け、
技術力で差別化することで、グローバル競争を勝ち抜く。
②技能に偏重したものづくりから、IT（情報技術）等を積極的に活用した、技術
に立脚したものづくりに変革する。
③技術は自らを差別化する素形材企業の「魂」。技術流出対策を徹底し、技術情報
の管理体制を整備する。
（２）仕事の幅を広げて、付加価値を高める
①単工程の下請企業形態から脱するため、前工程や後工程を内製化していくこと
で、自らができる仕事の幅を広げ、生み出す付加価値を高めていく。また、対
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応できる仕事の幅を広げることによって、素形材企業のユーザー企業に対する
提案力や営業力などの向上を目指す。
②素形材産業は自動車産業に多くを依存。今後も自動車産業は極めて重要なユー
ザー産業であるが、航空宇宙分野、医療機器分野、環境エネルギー分野など素形
材部品を使う他の産業分野に対しても新たな需要の獲得を行う。
（３）魅力的なものづくりの現場で魅力的な人材を育てる
①素形材産業において優秀な人材を確保するためには、まずは職場環境を整備す
ることが重要。3K とされる工程は徹底的に自動化・省人化することによって、
女性を含めた幅広い人材を確保・育成する。
②素形材分野のエンジニア人材や技能者人材を育成するためには、OJT のみなら
ず、企業外部の人材育成リソース（産学共同の技術開発を通じた人材育成、業
界全体の人材育成プログラム、国家技能検定制度等）を活用する。
③営業人材やマネジメント人材の確保・育成も不可欠。即戦力として、大企業 OB
や外国人等の活用も重要。
（４）健全な取引慣行で強靱なサプライチェーンを作る
①健全な取引慣行の確保は、これが資源の最適配分を実現し、我が国素形材産業
の健全な発展と競争力の強化に貢献し、強靭なサプライチェーンを構築する上
で極めて重要であることを、ユーザー企業を含めた関係者が共通認識を持つ。
②ユーザー企業及び素形材企業が各種の取引ガイドライン等の内容を社内で周知
徹底する。不健全な取引慣行の排除に向けたベスト・プラクティスを素形材業
界で情報共有する。
（５）自らの仕事をもっと世の中に発信する
①素形材製品は一般の消費者に認識されることは少ないが、素形材製品無しでは
国民生活は成り立たない。素形材産業の重要性を広く国民に理解してもらい、
素形材業界の活性化につなげるため、産学と共同して自らの取組等について情
報発信する。
（６）海外市場を取り込み「グローバル企業」を目指せ！
①国内にしっかりとしたものづくりの現場を維持した上で、旺盛な海外需要の確
保を目指した海外展開を行う。
②目立たない製品に特化しつつも、自社の定める製品市場において、グローバル
に活躍できる素形材企業（＝グローバル・ニッチトップ企業）を目指すべき。
６．鋳造業界を取り巻く環境が第 2 期計画以上に厳しい中で、2006 年に作成した鋳
造産業ビジョンに掲げた「鋳造業の 10 年後のあるべき姿」の実現を、第 3 期計画
においても目標としていくためには、絶えず技術革新を続け、技術力で差別化する
こと、IT 等を積極的に活用した、技術に立脚したものづくりに変革する必要があ
る。さらに、前工程や後工程の内製化への取り組み、異業種とのネットワーク構築
等、自らができる仕事の幅を広げることによって、ユーザー企業に対する提案力や
営業力などの向上を目指すなどの個性化を図る必要がある。
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７．日本鋳造協会は、10 年後のあるべき姿の実現を目指して、技術力向上、経営基
盤強化、取引慣行改善、連携強化、海外展開、人材育成、環境・エネルギーに関す
るアクションプランを引き続き作成し、会員企業の差別化・個性化への取り組みを
支援する。
８．ビジョンの対象は、大企業、中小企業の企業規模にこだわるものではないが、大
企業は自社で先行してビジョン（中長期の経営計画）を作成しているため、必然的
に中小会員企業を対象とするビジョンとなる。また、旧日本非鉄金属鋳物協会が作
成した非鉄ビジョンを取り込み、非鉄分野に関する活動内容を明確に整理する。
９．以上の作成方針に基づき、第 2 期計画と同様に次の①～⑥の６つの方向性につい
て、19 の課題、37 の事業内容、42 の実施項目から構成する第 3 期計画を作成し
た。これにより、我が国ものづくり産業を支えるサポーティングインダストリーの
中核産業として、自動車、工作機械、建設機械等に必要不可欠な鋳造製品を安定供
給するパートナー企業となることを目指すものである。
第 3 期計画アクションプラン

新素形材産業ビジョンが目指す方向性

①

技術・技能で商品力を高め攻めの経営

①

世界で勝てる技術力を持つ【技術力】

②

経営基盤強化と健全な取引による事業発展

②

仕事の幅を広げて、付加価値を高める
【付加価値】

③

同業／異業／地域との積極的な連携に

③

よる競争力の強化
④

魅力的なものづくりの現場で魅力的な人
材を育てる【人材育成】

海外との連携

④

健全な取引慣行で強靱なサプライチェー
ンを作る【健全取引】

⑤

息の長い人材の確保・育成

⑤

自らの仕事をもっと世の中に発信する
【情報発信】

⑥

環境とエネルギー対策の強化

⑥

海外市場を取り込み「グローバル企業」
を目指せ！【海外展開】
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Ⅳ．第 3 期計画のポイント
１．技術・技能で商品力を高め攻めの経営
（１）新素形材ビジョンの提言「世界で勝てる技術力を持つ」を実現するには、大多
数を占める中小企業の技術力の向上による差別化を図る必要がある。そのために、
会員企業が重点課題として挙げている 3D プリンター等の新規技術的案件に関す
る「重点テーマ」を新たに取り上げ、各専門委員会活動で調査・検討し、タイム
リーに会員企業へ情報を発信する。
特に、既存の 5 つの有料専門委員会では、製造原価を低減するための基礎とな
る不良率低減、歩留まり向上、省エネ技術（エネルギーコスト削減）、省人化の推
進といった内容に関して、技術的な面から検討を進める。新規「重点テーマ」に
関しては期間を限定した有期専門技術委員会を立ち上げて調査・検討を行い、技
術力の底上げを図るとともに、積極的な技術情報の発信を行う。
（２）素形材産業ビジョンは、技能に偏重したものづくりから、IT（情報技術）等を
積極的に活用した、技術に立脚したものづくりへの変革を提言している。このた
め、第 2 期計画では十分な対応が出来なかった「IT の積極的活用」に改めて取
り組むこととする。
IT 化の進歩はすざましく、受注～試作～量産～アフターサービスまで検討すべ
き範囲は広く、また如何に生産活動の進化に寄与するかが大切である。しかし、
一概に IT 化といっても中小企業においてはその実力に応じた受け取り方があり、
統一的に推進することは困難である。従って、IT の全容を体系化するとともに、
会員企業の IT 化のニーズを把握し、ソフトウェアを扱う企業との連携を図り、
達成可能な IT 分野の実行計画を取りまとめて提言し、会員企業の成功事例の発
表による普及啓発を図る。
また、開発・製造に関する 3D データ化を前提とした IT の導入を検討する企業
に対しては、「鋳造の IT 化委員会（仮称）」等の開設によりその技術に関する情
報を提供するとともに、可能な範囲で会員企業の IT 活用による目的達成の支援
と会員企業の成功事例の発表による普及啓発を図る。
（中小企業部会・非鉄部会と
の連携が必要）
（３）「標準化委員会」による鋳造産業に関わる JIS の更新を通して、日本の工業規
格が鋳造業界の実情に合致し続けるように活動を行う。「ISO/TC25 国内審議委
員会」による鋳造産業に関わる ISO 規格を常に監視し、日本の鋳造産業に不利
な規格が制定されないように活動する。
２．経営基盤強化と健全な取引による事業発展
（１）鋳造業界を取り巻くいわゆる六重苦については、アベノミクス効果により円高
基調の調整傾向が見られるが、電気料金値上げ、再生可能エネルギー固定価格買
取制度（FIT）などの会員企業による経営基盤強化を行う上で、阻害要因となっ
ている制度・政策の洗い出しを行い、事業発展につながるような制度・政策にな
るよう、自民党鋳物産業振興議員連盟、民主党日本鋳造産業振興議員連盟、経済
産業省等の関係機関への要望陳情を行うとともに、会員への速やかな情報提供を
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行い、会員企業の経営基盤強化を支援する。
（２）新素形材産業ビジョンは、
「健全な取引慣行で強靱なサプライチェーンを作る」
ために、「①健全な取引慣行の確保は、これが資源の最適配分を実現し、我が国
素形材産業の健全な発展と競争力の強化に貢献し、強靱なサプライチェーンを構
築する上で極めて重要であることを、ユーザー企業を含めた関係者が共通認識を
持つ。②ユーザー企業及び素形材企業が各種の取引ガイドライン等の内容を社内
で周知徹底する。不健全な取引慣行の排除に向けたベスト・プラクティスを素形
材業界で情報共有する。」ことを提言している。
（３）第 2 期計画では需給関係が厳しい中で限定的な取組みに止まらざるを得なかっ
たが、新素形材産業ビジョンの提言を受けて、素形材産業取引ガイドライン等の
周知及び有効活用を促進し、下請からパートナー企業を目指す。特に、第 3 期計
画では、電気料金等の負担増に対するコストへの転嫁を図るために、普及に取り
組んでいるサーチャージ制の対象に電気料金も含めてその促進を図る。
３．同業/異業/地域との積極的な連携による競争力強化
（１）大手ユーザー企業の海外展開や少子高齢化による国内需要の減少などにより、
鋳造業の国内需要の増加が期待できない状況にあるため、ユーザー企業の今後の
海外戦略の進展・動向調査を実施し、グローバル化に対応できる業界規模及び企
業数を目指した集約化の検討を行う。有用な経営資源を有しながら、過大な債務
を負っている中小事業者等の再生を支援し、競争力を回復し持続可能になる企業
再生支援機構の活用についての情報提供を行うなど、会員企業が持つ課題の情報
収集、集約化の障害となる制度・政策への要望、課題の改善・成功事例の情報提
供などの集約化の支援を行う。
（２）新素形材産業ビジョンは、①単工程の下請企業形態から脱するため、前工程や
後工程の内製化、自動車以外の航空宇宙分野、医療機器分野、環境エネルギー分
野などの新たな需要の獲得による「仕事の幅を広げて、付加価値を高める」こと
を提言している。このため、業種・生産方式別編成による各種委員会での情報交
換・工場見学、経営に役立つ景況調査とその情報提供を行う。また、支部活動の
充実化による協会活動の地方展開を図る。異業種との積極的な交流・連携を図る
ために、関連協会・異業・産学との連携を促進する。
（３）新素形材産業ビジョンは、「自らの仕事をもっと世の中に発信する」ことを提
言している。このため、ユーザーとの連携、地域社会との連携を引き続き進める。
４．海外との連携
（１）新素形材産業ビジョンの、国内にしっかりとしたものづくりの現場を維持した
上で、旺盛な海外需要の確保を目指した海外展開を行うという提言に対して、大
手会員企業や中堅会員企業の多くは既に海外展開を行っており、これからの海外
展開の対象となる大多数を占める中小企業会員にとって、海外展開は、装置産業
という鋳造業の性格から初期投資額が大きくなるため、非常に困難であることを
考慮する必要がある。このようなリスクの高い海外展開を支援するために、第 2
期計画で実施した①海外情報の収集と会員への情報発信、②会員による海外情報
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収集機会の場の提供という課題の内容充実化を図り推進する。
（２）海外鋳造業界との連携については、①今後とも日本が参考とすべきモデルとし
て、定期的な交流を図るドイツ、アメリカ、②日本の内需に影響を及ぼす可能性
が大きい国であり、常にその動向・影響度合いを把握しておく必要がある中国、
韓国、台湾、インド、③今後の発展が見込まれる東南アジア（タイ、インドネシ
ア、マレーシア、ベトナム）については、会員の要望に応じて必要に応じて、視
察団派遣、鋳造団体との交流を図るという、レベル分けした対応を図ることによ
り必要な情報収集を行い、海外展開を希望する会員への情報提供を行う。
（３）会員の情報収集の機会の場の提供については、海外視察団派遣、重要国際会議
への参加支援に加えて、新たに展示会出展への支援、海外展開のための相談窓口
設置による支援を行う。
５．息の長い人材の確保と育成
（１）鋳造カレッジを核とした体系的な人材の育成を、第 3 期計画に於いても引き続
き推進するため、鋳造カレッジは、2012 年に作成した 5 カ年計画に基づく計画
的な実施を図る。併せて、鋳造技士のフォローアのために、鋳造技士会の組織強
化と活動内容の充実を図る。さらに、鋳造カレッジ・上級コースを実施するため
の検討を行う。また、日本鋳造工学会等の他団体との連携を図り、鋳造関連研修
の体系化を目指していく。
（２）新人教育は、「鋳造入門講座」の全国各地での開催を支援し、現場の最前線で
働く技能・技術者の技術底上げを図るために、「鋳造技術研修」内容の充実化を
図る。会員企業による国家技能検定の取得支援等、各種資格取得支援を行う。
（３）若手経営者全国大会を東京と地方との年 2 回開催を継続し、若手育成のための
諸課題に関する講演会・研修会等を企画する。さらに、希望・やりがい・誇りを
持って勤務できる職場をめざし、若手・女性の雇用推進並びに高齢者雇用ガイド
ラインによる高齢者の雇用推進を図る。
６．環境とエネルギー対策の強化
（１）今後も続くと見込まれる電気料金の値上げ等は、エネルギー多消費産業である
鋳造業の事業継続にとって大きな問題であり、鋳造工場のエネルギーコスト削減
への取組は喫緊の課題といえる。このため、原子力発電が止まっている現在、CO2
削減に主眼を置く活動には限界があるため、CO2 削減推進委員会をエネルギー削
減委員会へ改称し、エネルギー削減を活動の中心とする。
（２）新素形材産業ビジョンは、優秀な人材を確保するためには、まず職場環境を整
備することが重要。3K とされる工程は徹底的に自動化・省人化することによっ
て、女性を含めた幅広い人材を確保・育成することが重要と提言しており、第 2
期計画に引き続いてクリーンファンドリー化を推進する。さらに新たに、化学物
質規制管理等の情報提供を行う。

10

➨㻞㒊䚷䚷㗪㐀⏘ᴗ䝡䝆䝵䞁䚷

㻌㻌䜰䜽䝅䝵䞁䝥䝷䞁䠎䠌䠍䠏

䚷䚷䚷㻌䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌䠍䠊ᢏ⾡䞉ᢏ⬟䛷ၟရຊ䜢㧗䜑ᨷ䜑䛾⤒Ⴀ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌㻌䠎䠊⤒Ⴀᇶ┙ᙉ䛸䛺ྲྀᘬ䛻䜘䜛ᴗⓎᒎ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌䚷䚷䚷䚷㻌䠏䠊ྠᴗ䠋␗ᴗ㻛ᆅᇦ䛸䛾✚ᴟⓗ䛺㐃ᦠ䛻䜘䜛➇தຊᙉ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌㻌䠐䠊ᾏእ䛸䛾㐃ᦠ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌㻌䠑䠊ᜥ䛾㛗䛔ேᮦ䛾☜ಖ䞉⫱ᡂ
䚷䚷䚷䚷㻌㻌䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠒䠊⎔ቃ䛸䜶䝛䝹䜼䞊ᑐ⟇䛾ᙉ

11

12

㻝㻙㻠㻚㻌᪂ᕷሙ䜈䛾ྲྀ䜚⤌䜏

㻝㻙㻟㻚㻌ᶆ‽䜈䛾ྲྀ䜚⤌䜏

㻝㻙㻞㻚㻌㻵㼀䛾✚ᴟά⏝

㻝㻙㻝㻚㻌ၟရ㛤Ⓨຊ䛾ྥୖ

ㄢ㢟

㗪㐀⏘ᴗ䝡䝆䝵䞁䛜┠ᣦ䛩᪉ྥ
䠄㻝㻜ᖺᚋ䛾䛒䜛䜉䛝ጼ䠅
ᢸᙜ㒊䞉ጤဨ

䚷ᢏ⾡㒊
䚷䚷䚷ᶆ‽ጤဨ
䚷㠀㕲㒊
䚷䚷䚷㖡ྜ㔠ᢏ⾡ጤဨ

㻔㻝㻕᪂ᕷሙ䛻㛵䛩䜛ሗ䛾⤂

䐟㻵㻿㻻㻛㼀㻯㻞㻢䠄㖡ྜ㔠䠅䛻㛵䛩䜛᪥ᮏఙ㖡༠䛛䜙䛾ሗ㞟䜢⾜䛖䚹
䐠㻵㻿㻻㻛㼀㻯㻣㻥䠄㍍ྜ㔠䠅䛻㛵䛩䜛ሗ㞟䜢⾜䛖䚹
䐟ဨᴗ䛻䜘䜛᪂ᕷሙ䜈䛾ྲྀ⤌䜢ᨭ䛩䜛䛯䜑䚸ᅜෆᒎ♧䛾㛤ദሗ➼䜢ᥦ౪䛩䜛䚹
䐠ᅜෆᒎ♧䜈䛾ᅋయฟᒎ䛾ᨭ䜢⾜䛖䚹
䐡㗪㐀䛻㛵䛩䜛ෆእ䛾䝕䞊䝍䝧䞊䝇䜢సᡂ䛧䚸᪂ᕷሙ㐍ฟ䛾ཧ⪃䛸䛺䜛ሗ䜢ᥦ౪䛩䜛䚹䠄㻠㻙㻝㻚㻔㻟㻕䜢ཧ↷䠅

䚷ᢏ⾡㒊
䚷䚷䠄ᢏ⾡㛤Ⓨጤဨ䠅
䚷㠀㕲㒊

䐟㻼䝯䞁䝞䞊䛸䛧䛶䚸௨ୗ䛾┠ⓗ䛾䛯䜑䛻ẖᖺ㻝㻜᭶䛻㛤ദ䛥䜜䜛ᅜ㝿㆟䛻䛚䛡䜛ᑂ㆟䛻ཧຍ䛩䜛䚹
䚷䚷䠍䠅ᨵゞ㻵㻿㻻つ᱁䛾ෆᐜ䛜᪤Ꮡ䛾㻶㻵㻿つ᱁䛸䛛䛔㞳䛧䛺䛔䜘䛖䛻ሗ㞟䜢⾜䛖䚹
䚷䚷䠎䠅㻶㻵㻿䜢㻵㻿㻻つ᱁ᨵゞ䛻ᫎ䛥䜜䜛䜘䛖䛻ാ䛝䛛䛡䜢⾜䛖䚹
䚷䚷䠏䠅㻵㻿㻻つ᱁䛾ไᐃཬ䜃ᐃᮇぢ┤䛧䛻䚸᪥ᮏ䛾㗪㐀ᴗ⏺䛻ᐤ䛩䜛⟠᮲䜢ᴟຊ┒䜚㎸䜐䚹

䐟㻶㻵㻿䛾ぢ┤䛧సᴗ䛿䚸᪥ᮏ䛾㗪㐀ᴗ⏺䛻ᐤ䛩䜛䜘䛖䛻つ᱁䜢᥎㐍䛩䜛䚹
䚷䚷䠍䠅㻶㻵㻿㻌㻳㻡㻥㻜㻝㻌䛂㗪ᆺ⏝䛡䛔◁䛃ཎᨵゞ䜢┠ᣦ䛩䚹
䚷䚷䠎䠅㻌㻞ᖺᚋ䛾㻶㻵㻿㻌㻳㻡㻡㻜㻞䛂⌫≧㯮㖄㗪㕲ရ䛃䛾ぢ┤䛧䛻ྥ䛡䛯άື䜢㛤ጞ䛩䜛䚹
䚷䚷䠏䠅㻌㖡ྜ㔠䛾㻶㻵㻿ཎసᡂጤဨ䜢タ⨨䛧䚸ᖺᗘ୰䛾⏦ㄳ䜢┠ᣦ䛩䚹

䐟䛂䠄௬⛠䠅㗪㐀䛾㻌䠥䠰ጤဨ䛃䜢᪂タ䛧䚸㻟㻰䝕䞊䝍䜢๓ᥦ䛸䛧䛯㗪㐀ᴗ䛾䠥䠰ά⏝䛾䛒䜚᪉䜢ㄪᰝ䞉◊✲䛧䚸ᡂຌ
㻌㻌㻌䛾Ⓨ⾲䛻䜘䜛ၨⓎ䜢ᅗ䜛䚹
䐠䝁䞁䝢䝳䞊䝍䞉䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁䛾䝛䝑䝖䝽䞊䜽ᨭ䛻䜘䜚䠄୰ᑠᴗ䛜䠅ά⏝䛧᫆䛔⎔ቃ䛾ᩚഛ䜢᥎㐍䛧䚸ᡂຌ
㻌㻌㻌䛾Ⓨ⾲䛻䜘䜛ၨⓎ䜢ᅗ䜛䚹
䐡ྛ✀ᩥ⊩ሗ䜔᭩⡠ሗཬ䜃ྛ✀⤫ィ䝕䞊䝍䜢ဨ䛻ᖜᗈ䛟ά⏝䛧䛶䜒䜙䛖䛯䜑䚸ᢏ⾡㒊䛾䝩䞊䝮䝨䞊䝆䜢
㻌㻌㻌㛤タ䛩䜛䚹

䐟⤊䝔䞊䝬䛾㛤Ⓨᡂᯝ䛾ᬑཬάື䜢ᐇ䛩䜛䚹
䐠ᚋ䛾䝃䝫䜲䞁ᨭ᪉ἲ䜢᳨ウ䛧Ỵᐃ䛩䜛䚹
䚷⟶⌮ἲே䛾ᙺ䛾ᚲせᛶ䛾ぢ┤䛧䚸ᥦಁ㐍ᨭ䠄ᥦ᭩䛾ෆᐜ䛾䝏䜵䝑䜽䛸䝤䝷䝑䝅䝳䜰䝑䝥䠅䛾䛒䜚᪉䛾᳨ウ䜢
㻌㻌㐍䜑䜛䚹
䐡㻞ᖺ┠䛾䝔䞊䝬䛂㗪㐀Ṍ␃䜚䜢㻝㻜䠂௨ୖྥୖ䛥䛫䜛᪂ᢲ᪉ᘧ䛻䜘䜛㗪㐀᪉ἲ䛾㛤Ⓨ䛃䠄ᖺᗘ䛷⤊䠅䛾㐍ᤖ⟶
㻌㻌㻌⌮䜢ィ⏬㏻䜚ᐇ䛧ᡂᯝ䜢ୖ䛢䛶⤊䛩䜛䚹

䐟㻟䛴䛾ጤဨ䠄ศ⛉ྵ䠅䛾◊✲䛿㐺ᐅෆᐜ䜢ぢ┤䛧䛴䛴䚸⥅⥆䛩䜛䚹
䐠㖡ྜ㔠ᢏ⾡ጤဨ䛿䚸⛅Ꮨ䛻䛶᪥ᮏ㗪㐀ᕤᏛ䛸ྜྠ䛷䜸䞊䜺䝘䜲䝈䝗䝉䝑䝅䝵䞁䜢⾜䛖䚹
䐡ཌ⏕ປാ┬䛛䜙䛾Ỉ㉁つ᱁䛻㛵䛩䜛ሗ䛾᪩ᮇධᡭ䜢ᅗ䜛䚹

䐟㗪㐀䛾ᇶᮏᢏ⾡䛻㛵䛧䠑䛴䛾ᢏ⾡ᑓ㛛ጤဨ䠄᭷ᩱ䠅䜢⥅⥆䛧䚸ྛศ㔝䛾䛂㔜Ⅼ䝔䞊䝬䛃䜢ㄪᰝ䞉◊✲䛩䜛䚹
䐠ᢏ⾡ᑓ㛛ጤဨ䛾㛤♧ྍ⬟䛺ᡂᯝ䛿䚸ᢏ⾡ㅮ₇䜢㛤ദ䛧✚ᴟⓗ䛻ဨ䛻බ㛤䛩䜛䚹
䐡㻟㻰䝥䝸䞁䝍䞊➼䛾᪂つ䛂㔜Ⅼ䝔䞊䝬䛃䛻㛵䛧䛶䚸㐺ᐅ⏬ጤဨ䜎䛯䛿ຮᙉ䜢タ⨨䛩䜛䚹
䚷䚷䛂㔜Ⅼ䝔䞊䝬䛃Ⓨ᥀䛻㛵䛧䚸ဨ䝙䞊䝈䜢ᢕᥱ䛩䜛䛯䜑䛾ሗ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ᵓ⠏䜢㐍䜑䜛䚹

㻞㻜㻝㻟ᖺᗘᐇ㡯┠

䐟ᢏ⾡ຊྥୖ䛷✚ᴟⓗᥦᆺᴗ䠄䝟䞊䝖䝘䞊ᴗ䠅䜈
䐠ᢏ⾡㛤Ⓨຊᙉ䛾䛯䜑䛾యไ䛾ᐇ
䐡ḟ௦䛾୰᰾䛸䛺䜛㗪㐀ᢏ⾡䛾᥈⣴䛸䛭䛾ᬑཬ

䚷㠀㕲㒊
䚷䚷䚷㖡ྜ㔠ᢏ⾡ጤဨ
䚷䚷䚷㍍ྜ㔠ጤဨ

䚷ᢏ⾡㒊
㻔㻞㻕ᅜ㝿つ᱁䜈䛾ᑐᛂ
㻌㻌㻌㗪㐀⏘ᴗ䛻㛵䜟䜛㻵㻿㻻つ᱁䜢ᖖ䛻┘ど䛧䚸 䚷䚷㻵㻿㻻㻛㼀㻯㻞㻡䠄㗪㕲䠅ᅜෆᑂ㆟ጤဨ
㻌㻌㻌᪥ᮏ䛾㗪㐀⏘ᴗ䛻䛺つ᱁䛜ไᐃ䛥
㻌㻌㻌䜜䛺䛔䜘䛖䛺άື䜢ᐇ

㻔㻝㻕㻌㗪㐀㛵㐃つ᱁䛾ไᐃ䞉ᨵṇ䚸⤫ᗫྜ
㻌㻌㻌㗪㐀⏘ᴗ䛻㛵䜟䜛㻶㻵㻿䛾᭦᪂䜢㏻䛧䛶䚸᪥
㻌㻌㻌ᮏ䛾ᕤᴗつ᱁䛜㗪㐀ᴗ⏺䛾ᐇ䛻ྜ⮴䛧
㻌㻌㻌⥆䛡䜛䜘䛖䛺άື䜢ᐇ

㻔㻝㻕㻌ဨᴗ䛾ᐇែ䛻ྜ䛳䛯㻵㼀ά⏝䛾ᥦゝ 䚷ᢏ⾡㒊
㻌㻌㻌㻵㼀䛾ᐜ䜢య⣔䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸ဨᴗ 䚷㠀㕲㒊
㻌㻌㻌䛾㻵㼀䛾䝙䞊䝈䜢ᢕᥱ䛧䚸䝋䝣䝖䜴䜵䜰䜢ᢅ
㻌㻌㻌䛖ᴗ䛸䛾㐃ᦠ䜢ᅗ䜚䚸㐩ᡂྍ⬟䛺㻵㼀㻌ศ㔝
㻌㻌㻌䜢ྲྀ䜚䜎䛸䜑䛶ᥦゝ

㻔㻞㻕䝃䝫䜲䞁ጤクᴗ䠄ᡓ␎ⓗᇶ┙ᢏ⾡㧗ᗘ 䚷ᢏ⾡㒊
䚷䚷ྛ䝃䝫䜲䞁◊✲㛤Ⓨጤဨ
㻌㻌㻌ᨭᴗ䠅䛾᥎㐍
䚷㠀㕲㒊
䚷䚷㖡ྜ㔠ᢏ⾡ጤဨ
䚷䚷㍍ྜ㔠ጤဨ

䚷㠀㕲㒊
䚷䚷㖡ྜ㔠ᢏ⾡ጤဨ
䚷䚷㍍ྜ㔠ጤဨ

㻔㻝㻕㻌ᑓ㛛ጤဨ䛻䛚䛔䛶䠈ဨᴗ䛾⏕⏘ᛶ 䚷ᢏ⾡㒊
㻌㻌㻌㻌㻌ྥୖ䚸┬䜶䝛䚸┬ே䜢ྵ䜑䛯䛂㔜Ⅼ䝔䞊 䚷㻌⌫≧㯮㖄㗪㕲ရ䛾㗪㐀Ṍ␃䜚ྥୖ
㻌㻌㻌㻌㻌䝬䛃䜢ྲྀ䜚ୖ䛢䚸ᢏ⾡㠃䛛䜙䛾άື䜢᥎㐍 ጤဨ
䚷㻌䜻䝳䝫䝷᧯ᴗᢏ⾡ጤဨ
䚷㻌㟁Ẽ⅔᧯ᴗᢏ⾡ጤဨ
䚷㻌㗪ᆺᢏ⾡ጤဨ
䚷㻌⢭ᐦ㗪㐀ᢏ⾡ጤဨ

ᴗෆᐜ

䞉ᢏ⾡ຊ䜰䝑䝥䛷ᥦᆺ䝟䞊䝖䝘䞊䠄䝟䞊䝖䝘䞊ᴗ䠅䜈

ᾀώ২ᘐὉ২ᏡỂՠԼщử᭗ỜૌỜỉኺփ

13

㻞㻙㻞㻚㻌ྲྀᘬ᮲௳㐺ṇ䛾᥎㐍

㻞㻙㻝㻚㻌ᅜ㝿➇தຊ䜢Ⓨ䛷䛝䜛
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌⎔ቃ䛾ᩚഛ

ㄢ㢟

㗪㐀⏘ᴗ䝡䝆䝵䞁䛜┠ᣦ䛩᪉ྥ
䠄㻝㻜ᖺᚋ䛾䛒䜛䜉䛝ጼ䠅

䐟ဨ䛻ᑐ䛧䚸䛂㗪㐀䝆䝱䞊䝘䝹䛃䛂ᢏ⾡㒊䛾䛚▱䜙䛫䛃䛂୰ᑠᴗ㒊䛰䜘䜚䛃䛂ཎᮦᩱ㈨ᮦ䝁䝇䝖ືྥ䛃䛾㏦䛸
㻌㻌㻌㻌༠䝩䞊䝮䝨䞊䝆䛻ᥖ㍕
䐠ᨻᗓ⟇䛻ᑐ䛩䜛ဨᴗ䛾ᑟධ䛺䛹ဨ䜈䛾䝣䜱䞊䝗䝞䝑䜽
䐡䝴䞊䝄䞊➼䛻ᑐ䛩䜛㛗ྡ䛻䜘䜛ྛ✀せㄳᩥ᭩䛾సᡂ䞉Ⓨ⾜䚸ά⏝≧ἣ䛾ᢕᥱ
䐢䝴䞊䝄䞊ᴗ䛾ᚋ䛾ᾏእᒎ㛤ᡓ␎䠄ᅜෆ✵Ὕ䠅䛾ㄪᰝཬ䜃ሗ࿌
䐣ᴗ⏺⎔ቃ䛾ኚ䛻㏿䜔䛛䛻ᑐᛂ

⤒Ⴀ㒊
୰ᑠᴗ㒊
㠀㕲㒊

㻌㻌㻌ྛ✀ἲ௧䛻ᇶ䛵䛝䚸㐺ṇྲྀᘬ䜢᥎㐍䛧䚸≉䛻⣲ᙧᮦ⏘ᴗྲྀᘬ䜺䜲䝗䝷䜲䞁䞉㗪㐀ၟရྲྀᘬᇶᮏዎ⣙᭩䚸㗪≀㈚ᶍ
ᆺ䛾ྲྀ䜚ᢅ䛔䛻㛵䛩䜛ぬ᭩䠄༠సᡂ䠅䞉ඃ㉺ⓗᆅ䛾℃⏝䜺䜲䝗䝷䜲䞁䞉⣲ᙧᮦᴗ䛾䛯䜑䛾ᢏ⾡䞉䝜䜴䝝䜴ಖㆤ䜺
䜲䝗䝤䝑䜽➼䛾᪨䛾࿘▱ᚭᗏ䚸ㄝ᫂䛺䛹䛾ᬑཬάື䜢⾜䛖䚹
䐟୍᪉ⓗ䛺䝁䝇䝖䝎䜴䞁せㄳ䛿⣲ᙧᮦ⏘ᴗྲྀᘬ䜺䜲䝗䝷䜲䞁䚸ୗㄳ௦㔠ᨭᡶ㐜ᘏ➼㜵Ṇἲ➼䛻ᇶ䛵䛔䛯┦⌮ゎ䛻
㻌㻌㻌䜘䜛㐺ṇ䛺౯᱁タᐃ䜈
䚷㻝㻕ཎᮦᩱ䚸⎔ቃᑐ⟇㈝⏝䛾㈍౯᱁䜈䛾ᫎ
䚷㻞㻕㟁Ẽᩱ㔠➼䜶䝛䝹䜼䞊䝁䝇䝖䜰䝑䝥ศ䛾㈍౯᱁䜈䛾ᫎ
䐠㗪㐀᪉䞉ᶍᆺタィᅗ➼䛾⟶⌮䠄⛎ᐦಖᣢ➼䠅
䚷㻝㻕㗪㐀ၟရྲྀᘬᇶᮏዎ⣙᭩
䐡ᶍᆺ➼ಖ⟶䞉㏉༷㈝⏝➼䛾㈇ᢸ
䚷㻝㻕㗪≀㈚ᶍᆺ䛾ྲྀ䜚ᢅ䛔䛻㛵䛩䜛ぬ᭩
䐢㔜㔞ྲྀᘬ័⾜ぢ┤䛧䠄㼗㼓䜚䛛䜙ಶ䜚䜈䠅
䚷㻝㻕㗪㐀ᴗཎ౯ィ⟬䝰䝕䝹䛾ᬑཬ
䐣䝃䞊䝏䝱䞊䝆ไ䛾ᬑཬ
䚷㻝㻕ཎᮦᩱཬ䜃㟁ຊᩱ㔠䚸䛭䛾䛾〇ရ౯᱁䜈䛾ᫎ
䐤ᾏእ䛷䛾ᢏ⾡ὶฟ䜢㜵Ṇ䛩䜛䛯䜑䛾䝜䜴䝝䜴
䚷㻝㻕ᾏእ䛷䛾ᢏ⾡ὶኻ䜢㜵Ṇ䛩䜛䛯䜑䛾ᚰᚓ➼

䐟㟁Ẽᩱ㔠್ୖ䛢䞉䝁䝇䝖䜰䝑䝥ศ䛾౯᱁ᫎ䚸⏕ྍ⬟䜶䝛䝹䜼䞊ᅛᐃ౯᱁㈙ྲྀไᗘ㻔㻲㻵㼀㻕䛻䜘䜛ᙜᴗ⏺䜈䛾㈇ᢸ
㻌㻌㻌㻌㍍ῶ䜈䛾ྲྀ⤌
䚷㻝㻕⮬Ẹඪ㗪≀⏘ᴗ⯆㆟ဨ㐃┕䚸Ẹඪ㗪㐀⏘ᴗ⯆㆟ဨ㐃┕䛻せᮃ䚸㝞䚹
䚷㻞㻕⤒῭⏘ᴗ⮧ᐄ䛻䚸᪥ᮏ㕲㗰㐃┕䜶䝛䝹䜼䞊ከᾘ㈝⏘ᴗᅋయ䛸ඹྠせᮃ䚹
䚷㻟㻕ᆅᇦ䛤䛸䛻䜾䝹䞊䝥䜢స䜚䚸ྛ㟁ຊ♫䛻┤᥋ฟྥ䛝せᮃ䚹
䚷㻠㻕㻲㻵㼀䛾ῶචไᗘ䛻䛴䛔䛶䛿䚸㻟ᖺᚋ䛾ぢ┤䛧䛾ᶵ䛻せ௳⦆せᮃ䚹
䐠䜶䝛䝹䜼䞊Ᏻᐃ౪⤥୪䜃䛻䝁䝇䝖䝎䜴䞁䛾䛯䜑ཎⓎ䛾✌ാ➼䛾㛵ಀᶵ㛵䜈䛾せᮃ
䚷㻝㻕⮬Ẹඪ㗪≀⏘ᴗ⯆㆟ဨ㐃┕䚸Ẹඪ㗪㐀⏘ᴗ⯆㆟ဨ㐃┕䛻せᮃ䚸㝞䚹
䚷㻞㻕⤒῭⏘ᴗ⮧ᐄ䛻䚸᪥ᮏ㕲㗰㐃┕䜶䝛䝹䜼䞊ከᾘ㈝⏘ᴗᅋయ䛸ඹྠせᮃ䚹
䐡⎔ቃၥ㢟䠄㻯㻻㻞๐ῶ䛾㧗䛔ᩘ್┠ᶆ䛾⦆䠅䜈䛾ᑐᛂ
䚷㻝㻕㻞㻜㻞㻜ᖺ䜎䛷䛻㻯㻻㻞ฟ㔞䜢㻝㻥㻥㻥ᖺ䛾㻞㻡䠂๐ῶ䛩䜛䚸㻯㻻㻞๐ῶ┠ᶆ➼䛾㧗䛔ᩘ್┠ᶆ䛾⦆䚹
䐢㞠⏝ᙧែ䛾つไ⦆䜈䛾せᮃ
䚷㻝㻕〇㐀ᴗ䛾ὴ㐵♫ဨዎ⣙ᮇ㛫➼䛾⦆䚹
䐣ἲே⛯⋡䛾ᘬ䛝ୗ䛢䜈䛾せᮃ
䚷㻝㻕ᆅ᪉⛯䜒ྵ䜑䛯ἲே⛯ᐇຠ⛯⋡㻟㻡䠂䊻㻞㻡䠂䜈䛾ᘬୗ䛢䜢せᮃ䚹
䐤㏻ၟᨻ⟇䠄㼀㻼㻼䠅䜈䛾ᑐᛂ
㻝㻕䠰䠬䠬䠄䠙⎔ኴᖹὒ⤒῭㐃ᦠ༠ᐃ䠅䛾΅䛻㛵䛩䜛ሗᥦ౪䚹
䐥Ᏻ䛻䜘䜛ཎᮦᩱ䞉㈨ᮦ౯᱁ၥ㢟ཬ䜃䝺䜰䜰䞊䝇ၥ㢟䜈䛾ᑐᛂ
䚷㻝㻕⤒Ⴀ㒊䚸୰ᑠᴗ㒊䛻䜘䜛䝠䝲䝸䞁䜾ㄝ᫂䜢㛤ദ䛧䚸䝆䝱䞊䝘䝹䛻ᥖ㍕䚹
䐦୰ᑠᴗಙ⏝ಖ㝤ἲ䠄䝉䞊䝣䝔䜱䝛䝑䝖ಖド㻡ྕ䠅䛻ᇶ䛵䛟ᴗ✀ᣦᐃᘏ㛗䜈䛾ᑐᛂ
䚷㻝㻕୰ᑠᴗᗇ㔠⼥ㄢ䜈ᘏ㛗⏦ㄳ䛾ᴗἣ䝕䞊䝍సᡂ䛧ᴗ✀ᣦᐃᘏ㛗䜢⾜䛖䚹
䐧䜒䛾䛵䛟䜚୰ᑠᴗ䞉ᑠつᶍᴗ⪅ヨస㛤Ⓨ➼ᨭ⿵ຓไᗘ䛾࿘▱䞉ά⏝䛻㛵䛩䜛ሗᥦ౪
䚷㻝㻕㻞㻠ᖺᗘ⿵ṇ䇷䜒䛾䛵䛟䜚୰ᑠᴗ䛾ヨస㛤Ⓨ䞉タഛᢞ㈨➼䛾ಁ㐍䚹
䚷㻞㻕㻞㻡ᖺᗘண⟬䇷䜒䛾䛵䛟䜚୰ᑠᴗ㐃ᦠᨭᴗ䚷➼࿘▱䞉ᚭᗏ䚹

㻞㻜㻝㻟ᖺᗘᐇ㡯┠

䐟ୗㄳ䛡䛛䜙䝧䝇䝖䝟䞊䝖䝘䞊䠄䝟䞊䝖䝘䞊ᴗ䠅䜈
䐠⤒Ⴀ䛻䜘䜛┈ྥୖ
䐡㐺ṇྲྀᘬᐇ⌧䛾䛯䜑䚸ྲྀᘬ䜺䜲䝗䝷䜲䞁➼䛾ά⏝

⤒Ⴀ㒊
୰ᑠᴗ㒊
㠀㕲㒊

ᢸᙜ㒊䞉ጤဨ

㻔㻝㻕⣲ᙧᮦ⏘ᴗྲྀᘬ䜺䜲䝗䝷䜲䞁➼䛾࿘▱ཬ ⤒Ⴀ㒊
㻌㻌㻌㻌䜃᭷ຠά⏝䛾ಁ㐍䛻䜘䜛ୗㄳ䛛䜙䝟䞊䝖 䚷䠄ᑓ㛛ጤဨ䠅
୰ᑠᴗ㒊
㻌㻌㻌㻌䝘䞊ᴗ䜈
䚷ⱝᡭ⤒Ⴀ⪅ጤဨ
㠀㕲㒊
㻌㻌㻌䐟㗪㐀ၟရྲྀᘬᇶᮏዎ⣙᭩䚸㗪≀㈚
㻌㻌㻌㻌㻌ᶍᆺ䛾ྲྀ䜚ᢅ䛔䛻㛵䛩䜛ぬ᭩䠄༠స
㻌㻌㻌㻌㻌ᡂ䠅➼
㻌㻌㻌䐠⣲ᙧᮦ⏘ᴗྲྀᘬ䜺䜲䝗䝷䜲䞁
㻌㻌㻌䐡⣲ᙧᮦᴗ䛾䛯䜑䛾ᢏ⾡䞉䝜䜴䝝䜴
㻌㻌㻌㻌㻌ಖㆤ䜺䜲䝗䝤䝑䜽䠄ᾏእ䛷䛱ᢤ䛟䛯䜑䛻䠅
䚷㻌䐢ඃ㉺ⓗᆅ䛾℃⏝䜺䜲䝗䝷䜲䞁
㻌㻌㻌䐣ୗㄳ௦㔠ᨭᡶ㐜ᘏ➼㜵Ṇἲ
㻌㻌㻌䐤ୗㄳ୰ᑠᴗ⯆ἲ
㻌㻌㻌䐥୰ᑠᴗ䛾䜒䛾䛵䛟䜚ᇶ┙ᢏ⾡䛾㧗
㻌㻌㻌㻌㻌㻌ᗘ䛻㛵䛩䜛ἲᚊ
㻌㻌㻌䐦⚾ⓗ⊂༨䛾⚗Ṇཬ䜃බṇྲྀᘬ䛾☜
㻌㻌㻌㻌㻌ಖ䛻㻌㛵䛩䜛ἲᚊ
㻌
䚷

㻔㻞㻕ᴗ⏺䛾ᐇ䜢ᢕᥱ䛧䛶
䚷䐟ဨᴗ䜈䛾ሗᥦ౪䛸᭷ຠά⏝䛾
㻌㻌㻌㻌㻌ಁ㐍
䚷䐠䝴䞊䝄䞊䜈䛾⌮ゎಁ㐍
䚷䐡ᴗᡓ␎䞉⤒Ⴀྥୖ䛻㈨䛩䜛ሗᥦ౪

㻌㻔㻝㻕⤒Ⴀᇶ┙ᙉ䜢⾜䛖ୖ䛷䚸㜼ᐖせᅉ䛻
㻌㻌㻌㻌䛺䛳䛶䛔䜛ไᗘ䞉ᨻ⟇䛾Ὑ䛔ฟ䛧ཬ䜃᳨
㻌㻌㻌㻌ウ䜢⾜䛔䚸ᴗⓎᒎ䛻䛴䛺䛜䜛ไᗘ䞉ᨻ
㻌㻌㻌㻌⟇䛻䛺䜛䜘䛖㛵ಀᶵ㛵䜈䛾せᮃ㝞䛾
㻌㻌㻌㻌ᐇ䚸ཬ䜃ဨ䜈䛾㏿䜔䛛䛺ሗᥦ౪

ᴗෆᐜ

䞉⤒Ⴀᇶ┙ᙉ䛻䜘䜛ᴗⓎᒎ

ᾁώኺփؕႴࢍ҄ểͤμễӕࡽỆợỦʙಅႆޒ

14

㻟㻙㻡㻚㻌ᆅᇦ♫䛸䛾㐃ᦠ

㻟㻙㻠㻚㻌䝴䞊䝄䞊䛸䛾㐃ᦠ

ṇ㛗
⤒Ⴀ㒊

䐟ဨᴗ䚸⤌ྜ䛻䛚䛡䜛ᆅᇦఫẸ䚸ඣ❺䞉⏕ᚐ䠄ᑠ䞉୰䞉㧗䠅䛾㗪≀ᕤሙぢᏛ䚸䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥ᐇ⩦䜔䠄ฟᙇ䠅
䚷䚷ᐇ₇䜢⾜䛔䚸㗪㐀ᴗ䛻ぶ䛧䜣䛷䜒䜙䛖䚹
䐠⤒⏘┬䛾䜸䞊䝥䞁䝣䜯䜽䝖䝸䞊ᴗ䛻ཧຍ䛩䜛䚹
䐡ྛ⤌ྜ䛻䜘䜛㗪≀⚍䜚➼䛾ദ䛧䛻䛚䛔䛶㗪㐀ᴗ䛾䠬䠮䜢⾜䛖䚹
䐢ᆅᇦ䜈䛾ㅮᖌ➼ὴ㐵䛻䜘䜛ఫẸ䚸Ꮫ⏕䜈䛾㗪㐀ᴗ䜈䛾⌮ゎಁ㐍䜢ᅗ䜛䚹

䐟䠄୍♫䠅᪥ᮏ⮬ື㌴ᕤᴗ䚸䠄୍♫䠅᪥ᮏ⮬ື㌴㒊ရᕤᴗ䚸䠄୍♫䠅᪥ᮏᕤసᶵᲔᕤᴗ䚸䠄୍♫䠅᪥ᮏᘓタᶵᲔ
䚷䚷ᕤᴗ䛺䛹䝴䞊䝄䞊ᅋయ䛸䛾༠㆟䜢ᐇ䛧䚸㗪㐀ᴗ䛾㔜せᛶ䜢䜰䝢䞊䝹䛩䜛䛸ඹ䛻㟂せぢ㏻䛧䛺䛹䛾ሗ䜢ධᡭ
䚷䚷䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸ᴗ⏺䛾᪉ྥᛶ䜢᳨ウ䛩䜛䚹

䐟㻔୍♫㻕᪥ᮏ䝞䝹䝤ᕤᴗ䛸㐃ᦠ䛧ἲつไ䜈䛾ᑐᛂ䚹
䐠㗪㐀䜹䝺䝑䝆㗪㗰䝁䞊䝇䜢ά⏝䛧䛯ேᮦ⫱ᡂ䛻䛚䛡䜛᪥ᮏ㗪㘫㗰䛸䛾㐃ᦠ䚹
䐡㻔୍♫㻕᪥ᮏ䜰䝹䝭䝙䜴䝮༠䛸㐃ᦠ䛧䚸䜰䝹䝭䛻㛵䛩䜛㟂⤥ືྥ䜢㓄ಙ䛩䜛ᶵ䜢タ䛡䜛䚹
䐢␗ᴗ✀䛸䛾ὶ䞉㐃ᦠ䛻䜘䜚䜾䝹䞊䝥➼䜢ᅗ䜚䚸䛾ᖜ䜢ᗈ䛢᪂ศ㔝䛾㟂せ㛤ᣅ䜢᥎㐍䛩䜛䚹

䐟ྛ✀ㅮᗙ䛾ඹྠ㛤ദ䜔ྛᴗ䛾༠㈶䛻䜘䜛㐃ᦠᙉ
䐠ᢏ⾡㛤Ⓨᴗ䛷䛾༠ຊ
䐡⛅Ꮨ䠄㧗ᒸ䠅䛾᪥ᮏ㗪㐀ᕤᏛ䛸䛾ྜྠ㛤ദ
䐢ᕤᏛ⛅ᅜㅮ₇䜈䛾ဨᴗཧຍ䛾ዡບ䠄㻡㻙㻝㻚㻔㻞㻕䐠ཧ↷䠅
䐣➨㻣㻞ᅇୡ⏺㗪≀㆟䠄㼃㻲㻯㻞㻜㻝㻢䠅ྡྂᒇ㛤ദ䜈䛾㠃ⓗ䛺༠ຊ

⥲ົ㒊
ᢏ⾡㒊
⤒Ⴀ㒊
㠀㕲㒊

⥲ົ㒊
ᢏ⾡㒊
⤒Ⴀ㒊
㠀㕲㒊

䐟⤌ྜ௦⾲⪅䚸⤌ྜົᒁ㛗䚸ⱝᡭ⤒Ⴀ⪅ጤဨ䜢㏻䛨ሗ䛾᪩䛔ఏ㐩䜢⾜䛖䚹䜎䛯ᆅ᪉ᒎ㛤䜢ᅗ䜚䚸ពぢ➼
䚷䚷䛾྾䛔ୖ䛢䛻䜘䜚ᐇ䛻ྜ䛳䛯ྲྀ⤌䜢⾜䛖䚹
䐠⤌ྜဨྠኈ䛜ษ☩⌶☻䛧䛶ᴗ⥅⥆䜢ᅗ䜛䚹
䐡㗪㕲㛵ಀ䛸㠀㕲㛵ಀ䛾㐃ᦠ䛺䛹ᆅᇦ䜢䝧䞊䝇䛻䛧䛯ᑗ᮶䛾⤌ྜάື䛾ᅾ䜚᪉䛻䛴䛔䛶᳨ウ䛩䜛䚹

୰ᑠᴗ㒊
䚷⤌ྜ௦⾲⪅
䚷⤌ྜົᒁ㛗
䚷ⱝᡭ⤒Ⴀ⪅ጤဨ

䐟ᆅᇦ♫䜔ᩍ⫱ᶵ㛵䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯㗪≀ᕤ ⥲ົ㒊
㻌㻌㻌㻌ሙぢᏛ䚸䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥䚸ᨭ㒊䜔⤌ྜ䛻 ୰ᑠᴗ㒊
䚷⤌ྜ௦⾲⪅
㻌㻌㻌㻌䜘䜛ᆅᇦ䜔⏘Ꮫᐁ㐃ᦠᙉ➼䛾ᐇ
䐠㗪≀㛵㐃⏘ᴗ㞟✚ᆅ䛾⯆ᨭ

㻔㻝㻕せ䝴䞊䝄䞊ᅋయ䛸䛾ሗ䛻䜘䜛䚸
㻌㻌㻌㗪≀㟂せぢ㏻䛧䚸᪂䛯䛺䝙䞊䝈䛾ᢕᥱ䞉
㻌㻌㻌᥀䜚㉳䛣䛧䞉ศᯒ䛾ᐇ

㻔㻞㻕᪥ᮏ㗪㐀ᶵᲔᕤᴗ䚸᪥ᮏᮌᆺᕤᴗ䚸
㻌㻌㻌㻌᪥ᮏ㗪≀୰Ꮚᕤᴗ䚸䠄୍㈈䠅⣲ᙧᮦ䝉䞁
㻌㻌㻌㻌䝍䞊䚸䠄୍♫䠅᪥ᮏ䝎䜲䜹䝇䝖༠䚸䠄୍♫䠅
㻌㻌㻌㻌᪥ᮏఙ㖡༠䚸᪥ᮏ㗪㘫㗰➼䛸䛾㐃ᦠ
㻌㻌㻌㻌䛻䜘䜛እ㒊䜈䛾䜰䝢䞊䝹ᙉ

㻟㻙㻟㻚㻌㛵㐃༠䚸␗ᴗ䚸⏘Ꮫ䛸䛾㐃ᦠ 㻔㻝㻕䠄බ♫䠅᪥ᮏ㗪㐀ᕤᏛ䛸䛾⏘Ꮫ㐃ᦠ
㻌㻌㻌㻌᥎㐍

㻔㻠㻕⤌ྜဨ䛾ሗ䛾ඹ᭷䞉⤌ྜάື䛾
㻌㻌㻌άᛶ

䐟ᮏ㒊䛸䛾㐃ᦠ䛾ୗ䛻䠏ᨭ㒊䛾άື䜢᥎㐍䛩䜛䚹
䐠ᆅ᪉㗪≀༠㆟䛾タ⨨䛺䛹䛾ᮍ⤌⧊ᆅ༊䛾ᆅ᪉⤌⧊䜢᥎㐍䛩䜛䚹
䐡ᕤᏛᨭ㒊䛸䛾㐃ᦠᙉ䜢ᅗ䜛䚹

䐟ᬒἣㄪᰝ䠄ẖ᭶㻙㻠㻜♫ᑐ㇟䚸ᖺ㻠ᅇ㻙㻟㻜㻜♫ᑐ㇟䠅䚸⤒Ⴀᐇែㄪᰝ䚸ಽ⏘䞉㌿ᗫᴗㄪᰝ䜢ᐇ䛧䚸䛂㗪㐀䝆䝱䞊䝘䝹䛃
䚷䚷䛂୰ᑠᴗ㒊䛰䜘䜚䛃䛻ᥖ㍕䛩䜛䚹
䐠㠀㕲㛵㐃ᴗ䜢ㄪᰝᑐ㇟䛻䛧䛯ᬒἣㄪᰝ䠄ᅄ༙ᮇẖ䠅䜢ᐇ䛩䜛䚹

⤒Ⴀ㒊
䚷ᕷሙㄪᰝጤဨ
୰ᑠᴗ㒊
㠀㕲㒊

䐟ጤဨẖ䛻⤒Ⴀ䛻ᙺ❧䛴䝔䞊䝬䜢ᐃ䜑䚸ሗཬ䜃ᕤሙぢᏛ䜢⾜䛖䚹
䚷
䚷

䐟㠀㕲ሗ䜢䚸⛅䠎ᅇᐇ䛩䜛䚹⛅Ꮨ䛿ᕤሙぢᏛ䜒ᐇ䛩䜛䚹䠄㻞㻜㻝㻟ᖺᗘ䛿⛅䛾䜏䠅

㻔㻟㻕༠άື䛾ᆅ᪉ᒎ㛤䜢ᅗ䜛䛯䜑䚸ᨭ㒊ά ⥲ົ㒊
㻌㻌㻌㻌ື䛾ᐇཬ䜃ᨭ㒊⤌⧊䜢᥎㐍䛩䜛㻔ᮏ ᮾᾏᨭ㒊
㝣ᨭ㒊
㻌㻌㻌㻌㒊䛸ᆅ᪉䛸䛾䛺ሗὶ䛾᥎㐍㻕
୰ᅜᅄᅜᨭ㒊

㻔㻞㻕⤒Ⴀ䛻ᙺ❧䛴ᬒἣㄪᰝ䛾ᐇཬ䜃ဨ
㻌㻌㻌䜈䛾ሗᥦ౪

㻞㻜㻝㻟ᖺᗘᐇ㡯┠
䐟ᾏእ㐍ฟ䚸㻹㻒㻭䚸㞟⣙➼䜾䝻䞊䝞䝹䛻ᑐᛂ䛷䛝䜛యไ䛵䛟䜚䛻ྥ䛡䛯ㄢ㢟䛾ᢕᥱཬ䜃ሗᥦ౪䜢⾜䛖䚹
䐠᭷⏝䛺⤒Ⴀ㈨※䜢᭷䛧䛺䛜䜙㐣䛺മົ䜢㈇䛳䛶䛔䜛୰ᑠᴗ⪅➼䛾⏕䜢ᨭ䛧䚸➇தຊ䜢ᅇ䛧ᣢ⥆ྍ⬟䛻
䚷䚷䛺䜛ᴗ⏕ᨭᶵᵓ䛾ά⏝䛻䛴䛔䛶䛾ሗᥦ౪䜢⾜䛖䚹
䚷䚷䜎䛯䚸㌿ᗫᴗ䛧䜔䛩䛔⎔ቃᩚഛ䛾䛯䜑䛂⤒Ⴀ⪅ಖドไᗘ䛃䜢ᨵ䜑䚸♫䛜ಽ⏘䛧䛶䜒ಶே㈈⏘䛜㢠ἐ䛥䜜䛺䛔
䚷䚷䜘䛖䛺ไᗘ䛾せᮃ䜢⾜䛖䚹
䐡㞟⣙䚸䜾䝹䞊䝥㐃ᦠ➼䛾䝰䝕䝹䛸䛺䜚䛖䜛䛻䛴䛔䛶◊✲䛧䚸ලయⓗ䛺ᆅᇦ䜈䛾ᑟධ䛾ྍ⬟ᛶ䜢᥈䜛䚹
䐢ᴗᢎ⥅䛾ᡂຌ䚸㌿ᗫᴗ䛾ᐇ➼䜢ဨ䜈ᥦ౪䛩䜛䚹
䐣ᴗ䛾⥭ᛴែ䛻ᑐ䛩䜛䝸䝇䜽ᑐᛂ⬟ຊ䜢㧗䜑䜛䛯䜑䚸㻮㻯㻼䠄ᴗ⥅⥆ィ⏬䠅䛾సᡂ䜢᥎㐍䛩䜛䚹
䐤㞟⣙䛻䛚䛡䜛ဨᴗ䛾ㄢ㢟䜢ᩚ⌮䛧䚸᥎㐍䛥䛫䜛䛯䜑䛾せᮃ䜢ྲྀ䜚䜎䛸䜑䜛䚹

䐟㞟⣙䛻䜘䜛ᴗⓎᒎ
䐠ከゅⓗ䛺㐃ᦠ䛻䜘䜛ᴗⓎᒎ

㠀㕲㒊

㻔㻝㻕ᴗ✀䞉⏕⏘᪉ᘧู⦅ᡂ䛻䜘䜛ྛ✀ጤဨ ⤒Ⴀ㒊
䚷㔞⏘㖧㕲㗪≀ጤဨ
㻌㻌㻌㻌䛷䛾ሗ䚸ᕤሙぢᏛ➼
䚷㠀㔞⏘㖧㕲㗪≀ጤဨ
䚷㗪㗰㗪≀ጤဨ
䚷⢭ᐦ㗪㐀⤒Ⴀጤဨ

㻟㻙㻞㻚㻌ྠᴗ䛸䛾㐃ᦠ

ᢸᙜ㒊䞉ጤဨ

㻔㻝㻕䜾䝻䞊䝞䝹䛻ᑐᛂ䛷䛝䜛ᴗ⏺つᶍཬ䜃 ୰ᑠᴗ㒊
䚷⤌ྜ௦⾲⪅
㻌㻌㻌ᴗᩘ䜢┠ᣦ䛧䛯㞟⣙䛾᳨ウ
⤒Ⴀ㒊
㻌㻌㻌䐟ဨᴗ䛜䜒䛴ㄢ㢟䛾ሗ㞟
㻌㻌㻌䐠㞟⣙䛾㞀ᐖ䛸䛺䜛ไᗘ䜔ᨻ⟇䜈せᮃ
㻌㻌㻌䐡ㄢ㢟䛾ᨵၿ䚸ᡂຌ䛾ᥦ౪

ᴗෆᐜ

䞉㐃ᦠᙉ䛻䜘䜛ᴗⓎᒎ

㻟㻙㻝㻚㻌᭱㐺䛺㞟⣙䛾᳨ウ

ㄢ㢟

㗪㐀⏘ᴗ䝡䝆䝵䞁䛜┠ᣦ䛩᪉ྥ
䠄㻝㻜ᖺᚋ䛾䛒䜛䜉䛝ጼ䠅

ᾂώӷಅᵍီಅᵍ؏עểỉᆢಊႎễᡲઃỆợỦᇤʗщࢍ҄
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㻠㻙㻞㻚㻌ဨ䛾ሗ㞟ᶵ䛾
䚷䚷䚷ሙ䛾ᥦ౪

㻠㻙㻝㻚㻌ᾏእ㗪㐀ᴗ⏺䛸䛾㐃ᦠ䛸
䚷䚷䚷ሗ㞟

ㄢ㢟

㗪㐀⏘ᴗ䝡䝆䝵䞁䛜┠ᣦ䛩᪉ྥ
䠄㻝㻜ᖺᚋ䛾䛒䜛䜉䛝ጼ䠅

ᾃώෙٳểỉᡲઃ

ᅜ㝿㒊
⤒Ⴀ㒊
୰ᑠᴗ㒊
㠀㕲㒊

ᢸᙜ㒊䞉ጤဨ

㻞㻜㻝㻟ᖺᗘᐇ㡯┠

䐟䚷ᾏእ䜈䛾ᕤሙ㐍ฟ䞉㈍㊰㛤ᣅ䛾䛯䜑䛾ᨭ
䚷㻝㻕ሗ䛾ᥦ౪
䚷㻞㻕༠ົᒁ䛻䜘䜛┦ㄯ❆ཱྀᑐᛂ

䐟䚷㻞㻜㻝㻟ᖺ㻥᭶㻝㻝᪥䡚㻝㻟᪥䚸➨㻣ᅇᅜ㝿⢭ᐦ㗪㐀䝉䝭䝘䞊䠄㻌㻵㻿㻵㻯㻙㼀㼛㼗㼥㼛㻌㻞㻜㻝㻟䠅䜢㛤ദ䛩䜛䚹
䐠䚷ྛ✀ᅜ㝿ᒎ♧䛾⤂䛸ᨭ䜢⾜䛖䚹≉䛻㔜せᒎ♧䛻䛴䛔䛶䛿䚸ဨᴗ䛾ฟᒎ䜢๓ᥦ䛻༠䝤䞊䝇タ⨨䜢
䚷䚷䚷⏬䛩䜛䚹
䐡䚷㻞㻜㻝㻡ᖺ䚷㻳㻵㻲㻭䚷ᗈሗ䝤䞊䝇☜ಖ䛾䛯䜑䚸බⓗᶵ㛵䜈䛾ാ䛝䛛䛡䜢⾜䛖䚹
䐢䚷㻞㻜㻝㻠ᖺ㻡᭶䚷䝯䝍䝹䝏䝱䜲䝘䚷ฟᒎᕼᮃ⪅䛻ᑐ䛩䜛ᨭ䜢⾜䛖䚹
䐣䚷㻞㻜㻝㻠ᖺ㻥᭶㻞㻢㻙㻞㻤᪥䚷㻵㻲㻲䚷ཧຍ‽ഛ䚷㻔䝧䝛䝏䜰䞉䜲䝍䝸䜰䛷㛤ദ䠅䜢⾜䛖䚹
䐤䚷㻞㻜㻝㻡ᖺ㻡᭶㻞㻝㻘㻞㻞᪥䚷ྡྂᒇ䛷䛾➨㻟ᅇ䜰䝆䜰㗪㐀䝣䜷䞊䝷䝮䠄㻭㻲㻲䠅䛾㛤ദ‽ഛ䚷㻔᪥ᮏ㗪㐀༠ദ䠅䜢⾜䛖䚹

୰ᑠᴗ㒊
ᢏ⾡㒊
ᅜ㝿㒊
㠀㕲㒊

㻔㻞㻕㔜せᅜ㝿㆟䜈䛾ཧຍ䚸ᒎ♧䜈䛾
䚷䚷ฟရ䚸ᅜ㝿䝉䝭䝘䞊㛤ദ䛾ᨭ

㻔㻟㻕ᾏእᒎ㛤䠄ᕤሙ㐍ฟ䚸㈍㊰㛤ᣅ䠅䛾䛯䜑䛾 ᅜ㝿㒊
㠀㕲㒊
䚷┦ㄯ❆ཱྀタ⨨䠄┦ㄯᐊ䠅

䐟䚷㻞㻜㻝㻟ᖺ䚷㻠᭶䚷㻭㻲㻿䚷㻯㻭㻿㼀㻱㼄㻼㻻䛸⡿ᅜ୰す㒊䚷㠀㕲䚸㗪㕲ᕤሙどᐹᅋ䛾ὴ㐵
䐠䚷㻞㻜㻝㻟ᖺ䚷㻝㻝᭶䚷㗪㐀ᢏኈ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯ᮾ༡䜰䝆䜰ᆅ༊◊ಟどᐹᅋ䛾ὴ㐵

ᅜ㝿㒊
㠀㕲㒊

䐟䚷㗪㐀ᴗ䛻㛵䛩䜛せᣦᶆ䛾ᣦᩘ୍ぴ⾲䛾సᡂ
䐠䚷ᾏእᒎ㛤䠄ᕤሙ㐍ฟ䞉㈍㊰㛤ᣅ䠅䛻㛵䛩䜛ሗ䛾ᥦ౪

䠄䠏䠅せᅜ䛾㗪㐀⏘ᴗ䛻㛵䛩䜛ሗ䛾㞟 ᅜ㝿㒊
䚷䚷䛸䛭䛾ᒎ㛤

㻔㻝㻕どᐹᅋ䛾ὴ㐵

䐟䚷ྛᅜ䛾ᒎ♧䜔⏘ᴗ⏺ὶ䛻㛵䛩䜛ሗ䛾ဨ䜈䛾ᒎ㛤
䐠䚷ᮾ༡䜰䝆䜰ྛᅜ䛾㗪㐀ᴗ⏺䛸䛾䝛䝑䝖䝽䞊䜽ᵓ⠏䜢ᅗ䜛䚹
䐡䚷䜲䞁䝗䝛䝅䜰䚷㻹㻵㻰㻯䚷᮶᪥䚷㻝㻜᭶㻞㻡㻙㻞㻥᪥

䐟䚷䜲䞁䝗䛸䛾ὶ
䚷㻠᭶䜲䞁䝗䚷㻵㻵㻲䚷どᐹᅋ䛾ཷධ
䐠䚷ྎ‴䛸䛾ὶ
䚷㻝㻕㻡᭶㼀㻲㻿䚷どᐹᅋ䛾ཷධ
䚷㻞㻕㻢᭶㼀㻯㻵㻭䚷どᐹᅋ䛾ཷධ
䚷㻟㻕㻵㻿㻵㻯㻙㻷㻴㻴㻞㻜㻝㻠䛾㛤ദᨭ
䐡䚷୰ᅜ䛸䛾ὶ
䚷䠍䠅䝯䝍䝹䝏䝱䜲䝘㻞㻜㻝㻠䚸୰ᅜどᐹᅋὴ㐵➼䛻㛵䛩䜛ሗ
䚷㻞㻕㻭㻲㻲㻞㻜㻝㻡᪥ᮏ㛤ദ䛻㛵䛩䜛ሗ
䐢䚷㡑ᅜ䛸䛾ὶ
䚷㻭㻲㻲㻞㻜㻝㻡᪥ᮏ㛤ദ䛻㛵䛩䜛ሗ

䐠䜰䝯䝸䜹䠄㻭㻲㻿䠅䛸䛾ᐃᮇὶ䜢ᅗ䜛䚹
䚷㻝㻕㻞㻜㻝㻟ᖺ㻠᭶䚷㻭㻲㻿䛸ሗ
䚷㻞㻕㻞㻜㻝㻟ᖺ㻝㻜᭶䚷㻭㻲㻿㛗ゼ᪥䛾ሗ

䐟䝗䜲䝒䠄㻮㻰㻳䠅䛸䛾ᐃᮇὶ䜢ᅗ䜛䚹

䐟ᾏእሗ䛾㞟䛸ဨ䜈䛾ሗⓎಙ
䐠ᾏእሗ㞟ᶵ䛾ሙ䛾ᥦ౪

䚷䐠䚷ᮾ༡䜰䝆䜰ᆅ༊䠄䝍䜲䚸䜲䞁䝗䝛䝅䜰䚸
䚷䚷䚷䝧䝖䝘䝮䚸䝬䝺䞊䝅䜰䚷㼑㼠㼏䠅➼䠖ဨ䛾
䚷䚷䚷せᮃ䛻ᛂ䛨䛶䚸⌧ᆅ䛾ᴗ⏺䛸ὶ䜢
䚷䚷䚷ᅗ䜛䚹

㻔㻞㻕䜰䝆䜰ྛᅜ䛾㗪㐀⏘ᴗ䛻㛵䛩䜛ሗ㞟 ᅜ㝿㒊
⤒Ⴀ㒊
䚷䚷䛸ሗᒎ㛤
୰ᑠᴗ㒊
䚷䐟䚷୰ᅜ䚸㡑ᅜ䚸ྎ‴䚸䡮䢙䢀䢚䛸䛾ὶ䠖᪥ᮏ 㠀㕲㒊
䚷䚷䚷䛾ෆ㟂䛻䛝䛺ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛩ᅜ䞉ᆅᇦ
䚷䚷䚷䛷䛒䜚䚸ືྥ䞉ᙳ㡪ᗘྜ䜢ᢕᥱ䛾䛯䜑䚸
䚷䚷䚷ὶ䜢ᅗ䜛䚹

䐟䝗䜲䝒䠄㻮㻰㻳䠅䚸䜰䝯䝸䜹䠄㻭㻲㻿䠅䛸䛾ᐃᮇ
䚷䚷ὶ䠖᪥ᮏ䛜ᚋ䜒ཧ⪃䛸䛩䜉䛝䝰䝕
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䝹䛸䛧䛶䚸䝗䜲䝒䚸䜰䝯䝸䜹䛸䛾
䚷䚷䚷䚷䚷䚷ὶ䜢ᅗ䜛䚹

㻔㻝㻕Ḣ⡿䛾㗪㐀ᢏ⾡ཬ䜃⏘ᴗືྥ䛻㛵䛩䜛
䚷䚷ሗ㞟䛸ሗᒎ㛤

ᴗෆᐜ
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䐟ᾏ㐨䚸㛵ᮾ䚸ᮾᾏ䚸㝣ᆅ༊䛾㗪㐀ᢏኈ䛾䝣䜷䝻䞊䜰䝑䝥ᴗ䜢⏬䛩䜛䚹㛵す䚸୰ᅜᅄᅜᆅ༊䛾
䚷䚷タ❧‽ഛ䜢⾜䛖䚹
䐠㗪㐀ᢏኈ䛾ᕤᏛ⛅ᅜㅮ₇䜈䛾ཧຍ䜢ᨭ䛩䜛䚹䠄㻟㻙㻟㻚㻔㻝㻕䐢ཧ↷䠅
䐡㗪㐀ᢏኈ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯ᾏእ㗪㐀ᕤሙどᐹᅋ䜢⏬䛩䜛䚹䠄㻠㻙㻞㻚㻔㻝㻕䐠ཧ↷䠅
䐢ྛᆅ༊㗪㐀ᢏኈ䛷䜹䝞䞊䛧䛵䜙䛔㠀㕲䛾ᢏኈ䛻䛴䛔䛶㠀㕲ሗ䚸ᾏእどᐹ➼䛾ሗ䛾
䚷䚷ሙ䜢ᥦ౪䛩䜛䚹

䐟᪂ேᩍ⫱䝥䝻䜾䝷䝮䛂㗪㐀ධ㛛ㅮᗙ䛃䜢ᮾி䛻䛶䚸㗪㕲䝁䞊䝇䚸䜰䝹䝭䝙䜴䝮㗪≀䝁䞊䝇䜢ᐇ䛩䜛䚹
䐠ྛᆅ༊䛷䛾㛤ദ䜢᥎㐍䛩䜛䚹
䐡ᓥ᰿┴䛾㗪㐀ᢏ⾡⪅ึ⣭◊ಟ䜢ᨭ䛩䜛䚹

⥲ົ㒊
䚷㗪㐀䜹䝺䝑䝆⏬㐠Ⴀጤဨ
㠀㕲㒊

⥲ົ㒊
䚷᪂ே◊ಟ䝥䝻䜾䝷䝮ጤဨ

⥲ົ㒊
䐟ㄢ㢟ゎỴᆺ䛾」ᩘ䛾ᑓ㛛䝁䞊䝇䛛䜙ᵓᡂ䛥䜜䜛㗪㐀䜹䝺䝑䝆䞉ୖ⣭䝁䞊䝇䛾᳨ウ䜢⾜䛔䚸䛂ᮦᩱ䞉⁐ゎ䞉จᅛ䞉ᮦ㉁
䚷㗪㐀䜹䝺䝑䝆䞉ୖ⣭䝁䞊䝇᳨ウጤဨ 䚷䚷䝁䞊䝇䛃䜢䜎䛸䜑䚸㻞㻜㻝㻠ᖺᗘ䛛䜙䛾ᶍᨃ◊ಟ䛾ᐇ⾜ィ⏬䜢సᡂ䛩䜛䚹


㻔㻞㻕㗪㐀ᢏኈ䛾䝣䜷䝻䞊䜰䝑䝥

㻔㻟㻕᪂ேᩍ⫱䛾ᐇ
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１．売上高・利益率
（１）我が国鋳造業の生産金額（ﾀﾞｲｶｽﾄを含む）は、バブルが崩壊した 1990 年の 2.5
兆円をピークに低下に転じ、2002 年には 1.7 兆円まで落ち込んだものの、2007
年には 2.4 兆円まで回復した。しかし 2008 年に発生したリーマンショックで再
び 1.6 兆円まで落ち込んだ。その後、回復傾向にあるが、2011 年の東日本大震
災などもあり 2012 年時点で 2 兆円程度に止まっている。しかし、1990 年や 2007
年の 2.4 兆円は、いわばバブル時の生産金額であり、今後景気回復が見込まれた
としても、2 兆円を少し上回る程度の生産金額程度しか見込まれないと考えられ
る。（図 1）
（２）業種別に見ると、銑鉄鋳物の生産金額は 1990 年の 12,670 億円をピークとして
減少を続け、2008 年で 10,480 億円、リーマンショック後の 2010 年以降は 8,500
億円とピーク時の 67％の水準に止まっている。鋳鋼も同様に推移している。
一方、ダイカストの高い伸びを反映して、非鉄鋳物比率は 1990 年の 38.0％か
ら 2012 年には 47.8％まで上昇している。（図 1）
図１ 生産金額推移（材料別）
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出所：素形材年鑑
経産省 鉄鋼・非鉄金属・金属製品統計月報

（３）鋳造業の代表業種である銑鉄鋳物業の売上高利益率は、リーマンショック前の
5％前後から 2009 年に一転して赤字に転落し、2011 年に 3.2％まで回復した。
（図
2、図 3）しかし、当協会調査によれば 2012 年以降は、電気料金値上げ、原材料
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0

コスト上昇などの価格転嫁が進まず、赤字企業比率が増加している。（図 4）
図２銑鉄鋳物製造業売上高営業利益率の推移
出典：新素形材産業ビジョン検討委員会資料（備考）TKC経営指標

％

図３ 製造業平均と素形材産業との売上高純利益率比較

出典：新素形材産業ビジョン （備考）TSRの直近決算期データ
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図４ 損益状況の推移
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出所：日本鋳造協会調べ

２．事業所数の推移
我が国鋳造業の事業所数（ﾀﾞｲｶｽﾄを含む）は、1990 年をピークにこの 20 年間で半
減している。業種別では、銑鉄鋳物の 58％減に対してﾀﾞｲｶｽﾄは 35％減となっている。
（図 5）企業規模別では、50 人未満の減少率が大きく、10 人未満の小規模事業所で
は 64.4％減と大きく減少している。（図 6）
図５ 事業所数推移（材料別）

出所：素形材年鑑
（経産省：工業統計表（産業編））
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図６ 企業規模から見た事業所数推移
1990年

2010年
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２

２

0.0%

70,607人

45,392

▲33.7%
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（備考）１．平成22 年工業統計
２．2010 年工業統計による業種分類において、鋳造は「鋳型製造業（中子を含む）」「銑鉄鋳物製造業（鋳鉄管、可鍛鋳鉄を除く）」
「可鍛鋳鉄製造業」「銅・同合金鋳物製造業（ダイカストを除く）」「非鉄金属鋳物製造業（銅・同合金鋳物及びダイカストを除く）」の合計。

出所：新素形材産業ビジョン 平成25年3月

３．業種別動向（重量ベース）
（１）銑鉄鋳物
銑鉄鋳物の生産量は、1990 年の 772 万ﾄﾝをピークに 2002 年には 491 万ﾄﾝま
で減少し、その後 2007 年には 586 万ﾄﾝまで回復したが、リーマンショック後大
幅な減産を余儀なくされ、2012 年は 438 万ﾄﾝまでしか回復していない。
銑鉄鋳物の主な用途は自動車向けが 52％を占め、一般機械の中では工作機械、
建設機械がそれぞれ 15％程度を占める。
2013 年の生産予測は、自動車の増加を見込んで、460 万ﾄﾝ（対前年比 5％増）
を見込んでいる。（図 7）
図７ 鉄鋳物生産推移とユーザ別生産比率
-36%
鉄 鋳 物 の生 産 量

772

予測
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ユーザー別生産比率
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用
33%
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（年）

注：鉄鋳物には、銑鉄鋳物、鋳鋼、鋳鉄管を含み、
従業員19人以下の鋳造工場の生産量を試算し
て加えている。
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出所：日本鋳造協会調べ

（２）非鉄金属鋳物
非鉄金属鋳物は、2008 年のリーマンショック後の大幅減産を 2010 年には大き
く回復したが、2011 年の東日本大震災等で再び低下し、2012 年の生産量を見る
と、銅合金鋳物はピーク比 26％減とまだ回復していないが、軽合金鋳物は同 4％
減とほぼ回復している。（図 8）これは、主な用途が軽合金鋳物は 94％が自動車
向けであるのに対して、銅合金鋳物は自動車向けの比率が少なく、バルブ・コッ
ク用が 34％を占めているためである。（図 9）
図８ 非鉄金属鋳物の生産量推移
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出所：日本鋳造協会調べ

図９ 非鉄金属鋳物の主なユーザー(2012年分野別生産量）
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４．世界における位置付けと鋳造品の輸出入
（１）我が国の鋳造品生産量（ﾀﾞｲｶｽﾄを含む）は、2011 年で世界第 4 位の生産量を
維持しており、ドイツとほぼ同量の生産規模である。世界の鋳造品生産量は、世
界経済の発展を反映して、2001 年の 6820 万トンから 2011 年には 9860 万ﾄﾝと、
45％増の伸びを示した。中国はこの間 2.8 倍、インドは 3.2 倍に、ブラジルは 1.9
倍、韓国は 1.4 倍と高い伸びを示した。先進国ではドイツがユーロ圏効果もあり
18％増となっている。これに対して、日本が 6％減、アメリカ 16％減となってい
る。（図 10）
（２）当協会調査による 2012 年の世界上位 5 カ国の生産量（世界生産量の 73%を占
める）は、世界第 1 位の中国は 4250 万ﾄﾝ、対前年比 2.7％増と 2010 年までの
高い伸びから一転して 5％以下の低い伸びに止まっている。第 2 位のアメリカは
、同じく 1093 万ﾄﾝ、同 9.3％増と 5 カ国の中で一番の伸びを示しており、リー
マンショック時の大幅な減産から回復傾向にある。第 3 位のインドは、同じく
1057 万ﾄﾝ、同 5.8％増と中国に比べるとまだ高い伸びを継続している。
日本は、2012 年も世界第 4 位を維持している。第 5 位のドイツは、リーマン
ショック後の落ち込みから 2010 年、2011 年と高い伸びを示してきたが、2012
年は一転して 521 万ﾄﾝ、同 4.6％減と 5 カ国で唯一減産を示した。ドイツは欧州
域内輸出比率が高いので、欧州の金融危機からくる不況を反映したものと考えら
れる。（図 10）
（３）我が国の鋳造品の輸出入量は、2012 年の輸出が約 8 万ﾄﾝ。輸入が約 15 万ﾄﾝ、
そのうち 82％が中国からの輸入である。生産量に比較すると輸出入とも量的に
多くはない、これは鋳造品を加工した機械部品としての輸出入量が多いためであ
り、統計上これらの数値を把握することが出来ない。
このため、鋳造品の主な供給先である機械部品や自動車、工作機械等の製品と
しての輸出比率から、いわゆる間接輸出比率を試算をしたところ、2012 年で鉄
鋳物の輸出比率が 54％、銅合金鋳物が 40％、アルミニウム鋳物が 56％、ダイカ
ストアルミが 53％、鋳造品全体では 52％であった。
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図 10 世界及び上位 10 カ国の鋳造品生産量推移
単位：千トン

左軸目盛り：国別生産量

線グラフ

右軸目盛り：世界生産量

棒グラフ

出所：Modern Casting、2012 年は、日本鋳造協会調べ

５．電気料金問題
（１）エネルギー多消費産業である鋳造業にとって、電気料金の値上げ、さらに 2012
年から開始された再生可能エネルギー固定価格買取制度による負担増は、企業存
続にも関わる大きな問題となっている。特に、2011 年の東日本大震災と福島第
一原子力発電所の事故を契機に、電力価格の高騰が深刻化している。震災後、原
子力発電の比率が大幅に減少し、輸入で賄われる割高な火力発電（LNG、石油）
の比率が増加したことにより、電力価格は一層高まっている。また、2012 年から
始まった再生可能エネルギーの固定価格買取制度も電力価格を押し上げる要因
となっている。エネルギー多消費産業の一つである鋳造産業にとって極めて深刻
な問題である。（図 11）
（２）鋳造業の生産量の大部分を占める銑鉄鋳物業を対象に、エネルギーコスト増に
よる鋳造業への影響を試算した。当協会調査によれば鋳物製品 1 ﾄﾝを生産するに
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必要な平均電力使用量は 1,530kWh である。2012 年の銑鉄鋳物生産量が 3,598
千ﾄﾝであることから銑鉄鋳物製造業の年間購入電力量は約 55 億 kWh に達する。
今回の電気料金値上げ、再生可能エネルギー固定価格買取制度賦課金、燃料費調
整額上昇の３つのエネルギーコスト増による業界全体の負担増は、1 年間で 165
億円にのぼるものと試算される。（表 1）これは、2012 年の銑鉄鋳物の生産金額
7,300 億円に対して営業利益率が 2％程度の約 150 億円と見込まれることから、
業界全体の営業利益を超える負担増となり、中小鋳造業の多くが赤字となること
になる。
出所：経済産業省、なお日本の点線は、

図11 海外との電力料金比較表

日本鋳造協会が記入
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出所：日本鋳造協会調べ
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６．まとめ（SWOT 分析）
これまで述べてきた、鋳造産業を取り巻く外部環境の変化と、鋳造産業の現状を踏
まえ、SWOT 手法により、Strength：強み、Weakness：弱み、Opportunity：機会、
Threat：脅威を、表２鋳造に関する SWOT 分析に整理した。
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参考資料
○新素形材産業ビジョンから以下の資料を参考として掲載する。
１．わが国経済成長率の推移
（年度平均変化率：％）
4.5
就業者数の変化の影響
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1.2

生産性（就業者一人当たり実質 GDP ）成長率
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（注）性別・年齢別の労働力率は、2009 年度から横ばいと仮定して試算。
（備考）内閣府「国民経済計算」、総務省「労働力調査」、国立社会保障・人口問題研究所「将来
来推計人口」（出生中位・死亡中位）より試算。

２．わが国製造業の海外生産比率推移
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３．主要ユーザ業界の動向
機密性○

自動車産業①

●2012年の世界の自動車市場は8,000万台に達し、10年後には12,000万台をも突破すると
予測されている。今後も中国をはじめとする新興国市場の伸びが顕著である。
●生産国としてはまだ先進国が中心であるものの、消費地生産を加速させる自動車メー
カーの動向を踏まえると、中国にブラジルやインドなどを含む新興国での生産が今後も伸
びると予想される。
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図１．世界・地域別の自動車生産販売台数実績と予測
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図２．世界各国の自動車生産台数（2010年）
地域的にはアジア・オセアニアが53.3％と過半数を占めている。
国別にみると、中国が1,820万台（シェア23.8％）でトップ、次いで
日本（12.5％）、アメリカ（10.1％）、ドイツ（7.7％）と続く。

（出所）ＦＯＵＲＩＮ「世界自動車統計年刊」2012年

（出所）一般社団法人日本自動車工業会「世界自動車統計年報」2012年

機密性○

自動車産業②

●過去、プラザ合意後の急激な円高局面でも日本の自動車輸出は堅調に増加していた。
●90年代以降、自動車の国内生産は国内需要の頭打ちによって停滞している。
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図．日本自動車産業の発展推移
（備考）１．東大新宅純二郎准教授による産構審資料より引用。
２．自動車生産は「日本自動車工業会統計資料」より作成。
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機密性○

建設機械

●建設機械の生産規模はリーマンショック前の水準の８割程度まで回復。
●国内で生産される建設機械の輸出比率は年々増加、２０１０年以降は輸出が７
０％を超えている。
●海外市場では中国需要が急落しているが、東南アジアなどの新興国の伸びが需
要をカバーしている。２０１３年以降は中国需要も回復が見込まれる。
建設機械生産金額と生産台数の推移
2.5

建設機械出荷額の推移

（兆円）

80%

3.0

450
（千台）

（兆円）

400

生産台数
（右軸）

70%

輸出比率

2.5

2.0

350

60%

300

2.0
50%

1.5

生産金額
（左軸）

250

輸出

1.5

40%

200
1.0

30%

150

1.0
20%

100

0.5

0.5

国内

50
0.0

0

10%

0.0

0%
2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年

（出所）日本建設機械工業会統計

機密性○

工作機械

●工作機械の製造・販売額は、長らく日本・ドイツが１位・２位を独占してきた。
●2000年以降、中国の生産・販売量が急増し、中国１位、日独が２、３位となった。
●韓国・台湾はエントリー領域から品質を上げて来ており、今後拡大する可能性が高
い。
●米国は軍事、航空宇宙向けのハイエンド領域を確保。その他、イタリアやスイス等の
欧州勢もユーザーニーズを満たすニッチ市場を確保。
世界の工作機械販売額

世界の工作機械生産額（2009年）

単位:百万ドル
（出所）「METAL WORKING Insiders’ Report」Gardner Publications
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