平成 27 年 1 月 31 日
日本機械学会関東支部東京ブロック／神奈川ブロック
イベント報告書
東京ブロック長

鳥毛

明

東京ブロック企画として，東京ブロック シニア人材フォーラム（第 6 回）「シニア活躍への JSME
支援活動について ～新たな展開へ向けて～」を工学院大学にて行いましたので，ここに報告いたし
ます。
イベント名：東京ブロック シニア人材フォーラム（第 6 回）
「シニア活躍への JSME 支援活動について ～新たな展開へ向けて～」
主催：一般社団法人 日本機械学会
(関東支部東京ブロック／神奈川ブロックおよびイノベーションセンター)
協賛：一般社団法人 神奈川県中小企業診断協会
企画：日本機械学会関東支部東京ブロックおよび日本機械学会 イノベーションセンター
日時：平成 27 年 1 月 29 日（木）14.00～19.00［講演(14:00-17:15), 交流会(17:20-19:00)］
会場：工学院大学 新宿校舎 高層棟 5 階 A0514 教室およびファカルティ・クラブ
(〒163-8677 東京都新宿区西新宿 1 丁目 24 番 2 号)
参加者数：40 名(出席予定者 44 名:都合で欠席した方 4 名)
企画内容概略
日本機械学会では，高度の専門知識と多くの経験，そして高い見識をもった技術者である会員が新
現役（シニア人材）として自ら登録する制度を 2008 年度より実施し,2014 年度には見直しおよびシニ
ア会に関するアンケートを実施している。さらに一般社団法人 中小企業診断協会と法人間の協力も
締結している.
今年度は、関東支部シニア会発足へ向けての新しい展開、さらには中小企業診断協会との実務的連
携の模索などを図ることを目指した人材フォーラムを企画しました.
講演は日本機械学会 イノベーションセンターが最近取組んでいる事例報告，最近の技術動向とし
てヒートポンプ技術と周辺技術の説明，さらにシニア人材への期待を経営者の立場からの事例,および
機械系技術者兼中小企業診断協士が実践されている企業支援事例報告を頂きました．これらの講演を
通じて，シニア技術者への期待や求められる事項等が，参加者に伝えられた。
日程
14.00 開会

司会

中山 良一（関東支部東京ブロック商議員,
人材活躍・中小企業支援事業委員会 委員長）

14.10～13.25【主催者挨拶】
関東支部東京ブロック ブロック長 鳥毛 明
関東支部 支部長 植田 利久
鳥毛ブロック長から東京ブロックが取組んできた過去 5 回および今回のフォーラムについて経緯を
説明した．
関東支部の植田支部長から,関東支部として早ければ来年度早々にシニア会発足へ向けた取り組み
を開始している経緯を説明した.

関東支部東京ブロック
ブロック長 鳥毛 明氏

関東支部

支部長

植田

利久氏
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14.15～
～14.45【講演
【講演:日本機械学会のシニア活動について
日本機械学会のシニア活動について】
日本機械学会のシニア活動について
村上 俊明 日本機械学会イノベーションセンター
日本機械学会イノベーションセンター アドバイザー
日本機械学会の中小企業支援は，
日本機械学会の中小企業支援は，2008
年度に新現役（シニア人材）チャレンジ支援事業について
中小企業基盤整備機構からの委託事業としてスタート（2009
中小企業基盤整備機構からの委託事業としてスタート（
年度まで継続）し，その後学会の活動と
年度まで継続）し，その後学会の活動と
して，企業会員へのニーズ調査や支援事例，出前講義などの活動を紹介頂いた
して，企業会員へのニーズ調査や支援事例，出前講義などの活動を紹介頂いた.
2014 年度には,
年度には メールでシニア年代の会員（約 6,500 名）へ登録見直
しを依頼するとともに 支部活動(北海道,北陸信越
しを依頼するとともに,支部活動
北陸信越,東京
東京)としてのシニア
としてのシニア
会への希望などのアンケートも実施し 回答者(約 230 名)の約半数が関東
会への希望などのアンケートも実施し.回答者
の約半数が関東
支部関係者
支部関係者,その
60%が支部シニア会発足を期待しているなどとの報告が
60%が支部シニア会発足を期待しているなどとの報告が
あった．
さらに，外部団体との協力具体化へ向けて 中小企業診断協会との連携
さらに，外部団体との協力具体化へ向けて,中小企業診断協会との連携
をより深める良い機会と捉え，経営課題に含まれている技術的な問題解決
についての協力・支援を学会としても推進したいとの説明がなされた．
主な質疑
主な質疑:
① の団体との連携はどのようにところと行なっているのか
・現在は技術士会と連携して技術士養成講座など実施しているが，
シニア技術者が一緒に活躍する までには行っていない．
②出前講座の専門分野のニーズ（材料力学など）は社会環境で変
日本機械学会 村上 俊明氏
わってきているのか。
・回答データが少なくニーズのランクの背景は必ずしも正確にはいえないと思う．
14.45～
～15.45【講演
【講演: ヒートポンプ技術と周辺動向】
ヒートポンプ技術と周辺動向】
東京電力（株）佐々木正信
機械学会環境工学部門でヒートポンプ開発のロードマップ作成に携わってこられた佐々木様に,こ
機械学会環境工学部門でヒートポンプ開発のロードマップ作成に携わってこられた佐々木様に
こ
の分野技術の全般について講演頂いた
の分野技術の全般について講演頂いた.
先ず,,ヒートポンプの仕組み
ヒートポンプの仕組みについて熱エネルギーを少ない電力で回収できる手段であることなど
について熱エネルギーを少ない電力で回収できる手段であることなど
原理から説明頂いた 次にヒートポンプ導入状況について,家庭から
原理から説明頂いた.次にヒートポンプ導入状況について
次にヒートポンプ導入状況について 家庭から産業まで巾広い分野で利用されて
産業まで巾広い分野で利用されて
産業まで巾広い分野で利用されて,
冷暖房,,給湯,製造工場での熱回収
製造工場での熱回収 寒冷地での融雪など巾広く役立っていること
製造工場での熱回収,寒冷地での融雪など巾広く役立っていること
寒冷地での融雪など巾広く役立っていることを解説頂いた
を解説頂いた.
CO2 排出量のトレンドから,従来の運輸、産業分野から家庭および業務分野での削減が求められる様
排出量のトレンドから 従来の運輸、産業分野から家庭および業務分野での削減が求められる様
になっていること,,この対応で家庭用エコキュート
になっていること
この対応で家庭用エコキュート 業務用ヒートポンプの大型化が進んできている.
この対応で家庭用エコキュート,業務用ヒートポンプの大型化が進んできている
業務用ヒートポンプの大型化が進んできている
しかし,,世界規模では
世界規模では 2050 年にはヒートポンプ効率 2 倍化,一方コストは
倍化 一方コストは 1/2 化との大きな技術革新が
求められていることも紹介頂いた この目標達成には,
求められていることも紹介頂いた.この目標達成には
,圧縮技術,熱媒体
熱媒体,システム技術およびシミュレ
システム技術およびシミュレ
ーション技術など多岐にわたる要素技術の地道な研究開発とブレークスルーが必要であると将来へ向
けた技術開発項目と事例を説明頂いた
けた技術開発項目と事例を説明頂いた.
最後に環境工学部門で 2011 年に作成した電動カーエアコン分野
のロードマップについても技術動向と合わせて紹介頂いた.
のロードマップについても技術動向と合わせて紹介頂いた
主な質疑
主な質疑:
① 現在日本が進めているエネルギー政策について、アジアの国々
にどの様な対応をしているのか？
・需要は大きいのでインセンティブを日本が握るようにするのが望
ましいが、現在は各メーカがそれぞれ対応
ましいが、現在は各メーカがそれぞれ対応しているが現状。
いるが現状。
② 再生可能なエネルギーの件ですが、電力会社はどのように考え
ているのでしょうか
・単価が高い電力を導入することは消費者に負担がかかってしまう
ので難しい課題、現在は経済産業省にゆだねている状況。
ので難しい課題、現在は経済産業省にゆだねている状況
東京電力（株）佐々木正信氏
(機械学会環境工学部門
機械学会環境工学部門)
機械学会環境工学部門)

講演会状況
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15.05～
～15.45【講演
【講演: 日本機械学会シニアへの期待】
サイエンス株式会社 桑原 克己
昨年度
昨年度(第
5 回)で
で, サイエンス（株） 加藤顧問から機械技術者
加藤顧問から機械技術者および企業経営経験者の立場から
および企業経営経験者の立場から
講演頂いた,今回は同社
講演頂いた
今回は同社桑原社長から経営者の視点から技術者
桑原社長から経営者の視点から技術者(支援・協力者
桑原社長から経営者の視点から技術者 支援・協力者))に対して要望・期待を紹
に対して要望・期待を紹
介頂いた
介頂いた.
最近同社が開発しているヒートポンプを利用しての新規事業（サイエンス水産農業システム）の紹
最近同社が開発しているヒートポンプを利用しての新規事業（サイエンス水産農業システム）の紹
介後、ベンチャ企業は、無い物だらけで 開発資金など)、あるのはアイディアとやる気だけ
介後、ベンチャ企業は、無い物だらけで(開発資金など
開発資金など 、あるのはアイディアとやる気だけで大手企
、あるのはアイディアとやる気だけで大手企
業と戦っている 特に,弊社は開発研究企業なので「シニア人材に望むことは」
業と戦っている.特に
弊社は開発研究企業なので「シニア人材に望むことは」
弊社は開発研究企業なので「シニア人材に望むことは」,
第１：目線を社員にあわせて欲しい
第１：目線を社員にあわせて欲しい
第２：魚の頭（計画、理論）と尻尾（結果）をきちんと捕らえて欲しい
第２：魚の頭（計画、理論）と尻尾（結果）をきちんと捕らえて欲しい.
頭
頭と尻尾の間は指導
間は指導,育成
育成
第３：経営感覚を持って商品開発をして欲しい（一緒に銀行に行くなど）
第３：経営感覚を持って商品開発をして欲しい
（一緒に銀行に行くなど）
第４：実績を上げて社員に夢を与えて欲しい
第４：実績を上げて社員に夢を与えて欲しい
第５：開発が自分の喜びになるように
一番困るのが、中途半端で支援と称してこられること
一番困るのが、中途半端で支援と称して
こられること.また,中小企業の
こられること
中小企業の
悩みは（開発は資金がないとできないので） 新規事業などは多数の方と
悩みは（開発は資金がないとできないので）,新規事業などは多数の方と
分担してやる方法など 経営者としての本音をご紹介頂いた
分担してやる方法など,経営者として
本音をご紹介頂いた.
本音をご紹介頂いた
主な質疑
主な質疑:
① シニア人材活用のアプローチはどのようにしたらよいと思いますか?
シニア人材活用のアプローチはどのようにしたらよいと思いますか
・行政などの相談窓口はあるが、活用したことはない（形だけで中身が
ない） いろいろな交流会で知り合った方などを採用している.
ない）,いろいろな交流会で知り合った方などを採用している
いろいろな交流会で知り合った方などを採用している
② 官庁、地方自治体などで、中小企業支援と
官庁、地方自治体などで、中小企業支援とは言ってはいるが
中小企業支援と 言ってはいるが,,本当に
中小企業の状況を理解しているのか疑問である．
中小企業の状況
ているのか疑問である．
サイエンス株式会社
桑原 克己氏
16.45～
～17.15【講演
【講演: 日本機械学会シニアの活動事例(中小製造業の活動事例
日本機械学会シニアの活動事例 中小製造業の活動事例
中小製造業の活動事例)】
木島Ｔ＆Ｂコンサルティング

木島 研二

機械学会会員でかつ中小企業診断士の立場で,最近の
機械学会会員でかつ中小企業診断士の立場で
最近の中小企業を取り巻く環境について
中小企業を取り巻く環境について 特に外部要
中小企業を取り巻く環境について,特に外部要
因,内部要因の課題を抱えている中で
内部要因の課題を抱えている中で 何を支援するか市場調査・商品企画・研究開発・設計・生産管
内部要因の課題を抱えている中で,何を支援するか
何を支援するか市場調査・商品企画・研究開発・設計・生産管
理・製造・試験・出荷のプロセスで検討すべき部分を説明頂いた.
理・製造・試験・出荷のプロセスで検討すべき部分を説明頂いた.さらにシニア人材に求められる事業
さらにシニア人材に求められる事業
性の評価 販路開拓のマッチングについても具体的に紹介頂き,シニア人材の活躍と中小企業診断士の
性の評価,販路開拓のマッチングについても具体的に紹介頂き
販路開拓のマッチングについても具体的に紹介頂き シニア人材の活躍と中小企業診断士の
連携に関して説明頂いた.
連携に関して説明頂いた

木島Ｔ＆Ｂコンサルティング
木島 研二氏
研二
講演会状況

17.20～
～19.00

【参加者全員による対話「交流会」】:
】:場所

ファカルティ・クラブ

参加者の方々が御参加頂き,自己紹介が行われ
参加者の方々が御参加頂き
自己紹介が行われ 相互の名刺交換など参加者間の交流が図られた
自己紹介が行われ,
相互の名刺交換など参加者間の交流が図られた.本
参加者間の交流が図られた 本
交流会では,冒頭に中小企業診断協会神奈川支部の斉藤氏の挨拶
交流会では
冒頭に中小企業診断協会神奈川支部の斉藤氏の挨拶,最後に関東支部シニア会準備委員会
冒頭に中小企業診断協会神奈川支部の斉藤氏の挨拶 最後に関東支部シニア会準備委員会
の本阿弥先生から 今後の取り組みおよびスケジュール紹介,参加者への協力要請があり
の本阿弥先生から,今後の取り組みおよびスケジュール紹介
今後の取り組みおよびスケジュール紹介 参加者への協力要請があり
参加者への協力要請があり,
,終了した.
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中小企業診断協会神奈川支部
斉藤裕二氏挨拶
裕二氏挨拶

講師を囲んだ交流会

交流会の状況
本阿弥眞治氏挨拶
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