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� 業界の概要

プラスチックは，溶かした合成樹脂を金型に流し込んで成型するが，使用する原材料や完

成品の形状・用途に応じて，数多くの成型方法が存在する。射出成型法は，加熱することで

溶けやすい熱可塑性樹脂の成型やさまざまな形状の製品を成型できるため，多くの量産品に

使用されている成型方法である。

1 プラスチックについて

� プラスチックとは

日本工業規格（JIS）によれば，石油（ナフサ）に由来する高分子物質（合成樹脂）を主

原料として人工的に有用な形状に形作られた成型品のことをプラスチックと定義している。

プラスチックは大きく「熱可塑性樹脂」と「熱硬化性樹脂」の２つの種類に分けられる。

「熱可塑性樹脂」は，加熱すると軟化し自在に変形が可能で冷却することで固化する一般的

なプラスチックである。「熱硬化性樹脂」は，加熱による不可逆な化学反応を起こさせて硬

化するプラスチックであり，化粧板や塗料・接着剤などで使用されている。

� 日本のプラスチック原材料の生産量について

日本プラスチック工業連盟の統計資料によると，日本のプラスチック原材料の総生産量は，

２０００年の１４，７３６千トンをピークに２０２０年には９，６３９千トンまで３４．６％の減産となった。また，

同期間のプラスチック原材料に関する輸入は１，５６９千トンの増加であり，同輸出は３３７千トン

増加したことから，輸出入に関係なく日本のプラスチック原材料生産は減少していることと

なる。

� 用途別プラスチック生産動向

１９９９年度と２０２０年度のプラスチック製品生産実績は，容器類・フィルム類の生産量が増加

し全体の約５８％を占めている。

機械器具部品全体での生産量は減少している。輸送機器用（自動車関連）は１，５５６億トン

の増産となっているが，電気通信関連は１，８６１億トンの減産となっている。これは自動車産
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業の軽量化と耐熱・耐摩耗性など精密部品の国内生産比率が高いことが要因である。大手メ

ーカーの海外進出と共に中小・中堅プラスチック製造業者の海外移転も進んでいることと，

アジア諸国の低価格品の輸入増加が国内生産量の減少の要因となっている。

2 プラスチック射出成型について

� プラスチック製造会社について

プラスチック製造会社の事業者数（４名以上）は，平成２８年の１３，６３１社を頂点に減少傾向

にある。製造従事者数は平成２６年の４０５，９３８名から増加傾向にあり令和２年には４５１，６５０名と

約４５，０００名増加している。プラスチック製品製造事業者の製品出荷額と付加価値額を平成２７

年と令和元年で比較する

と，製品出荷額は１１兆

７，６７１億円から１２兆９，６２９

億円と約１兆２，０００億円

増，付加価値額では４兆

２，３７０億円から４兆６，５４９

億円と４，１７９億円増加し

ている。このことから，

小規模事業者の廃業が進

み，高度な技術や生産設

備を保有する企業へ労働

者が集積したと思われる。

� プラスチックの分類

●図表－１ プラスチック製品生産実績 （単位：トン）

●図表－２ プラスチック製品製造業の企業数及び従業員数

出典：経済産業省 工業統計調査より
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分類 機能性 使用用途

汎用プラスチック
１００℃程度の耐熱性で安価，加工性が
良い

食品容器，玩具・家電製品の外装，包装
材，日用品，食料容器

エ ン プ ラ
１００℃以上の耐熱性と４０Mpa以上の引
張り強さ

カメラレンズ，自動車部品，ファスナー，
家電製品や機械の内部部品など

スーパーエンプラ
１５０℃以上の耐熱性強度，難燃性や耐
溶剤性などの特徴

自動車部品，医療機器，ネジ，バルブ，
ベアリング器など

＊機能性の定義は一律に決まっていない

プラスチックは性質上，熱に弱い素材であったが，１９３０年以降に耐熱性やある程度の強度

を備えた工業用途に使用できる「エンジニアリングプラスチック」（以下エンプラ）が開発

された。１９８０年以降には，更なる耐熱性，耐薬品性，耐摩耗性を高めたスーパーエンプラが

登場した。

� プラスチック製造の業界構造

プラスチック製品製造業は，成型加工業者と２次加工業者で構成されているのが一般的で

ある。しかしながら，成型加工業者の中でもメーカー協力会社として，製品設計や新素材開

発や製品金型開発などに携わっている企業から材料や金型を支給されて加工賃として成型加

工している会社など様々なレベル感があるのが現実である。規模の大きい成型加工業者では，

自社内に金型製造部門を有していることもあるが，一般的には外部の金型メーカーへ発注し

ている。成型品の精度品質や成型コストなどは金型で左右されることが多く，金型メーカー

と成型加工業者とは協力関係を築いている場合が多い。

� プラスチック射出成型とは

プラスチックの成型方法は，製品の使用目的によっていろいろな成型方法が存在するが，

基本は「�原材料を溶かす，�金型で形状を整える，�冷却する，�取り出す」である。プ
ラスチック樹脂において，プラスチック原材料生産実績（２０２０年）によると８９．５％の生産量

は熱可塑性樹脂であった。熱硬化性樹脂の代表的な成型方法が射出成型である。

射出成型では，複雑な形状や美観性の高い表面加工が可能であり，自動車部品から文具・

化粧品までの幅広い業界からのニ

ーズに対応できる成型方法である。

○付加価値の高い成型方法

・２色成型：異なる性質の樹脂

（色違い）同士を一体化させる

例）電卓のボタン，ボールペン

・インサイト成型：金属やゴムな

ど異なる部材と一体化させる

例）ドライバー，シフトノブ

●図表－３ プラスチック製品製造業の一般的な業界構造
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●図表－４ 射出成型の仕組み

＜射出成型のメリット・デメリット＞
○メリット
・量産性が優れている
・サイズ，形などの自由度が高い
・仕上げ加工が少なくてすむ
・さまざまな付加価値を持たせることができる
○デメリット
・形状の制約が一部ある （金型）
・サイズの制約が一部ある（金型）
・金型の製作時間，コストが大きい

出典：COSMO ALPHA株式会社「ものまどHP」

� モデル企業A社の概要

1 A社の沿革

A社は，埼玉県にあるプラスチック射出成型

事業者である。近隣には，大手自動車メーカー

や大手電子機器メーカーが存在している。地元

のプラスチック射出成型会社の多くがこの２社

のプラスチック部品の成型組立に携わっている。

A社社長は，高い強度のプラスチック技術が

求められる電動機エンジン回りの部品製造に拘

っていたため創業当時から耐熱プラスチックの

射出成型に特化していた。

その後，金型メーカーに長年勤めていた現工

場長が入社し，新しい耐熱性・耐摩耗性の高い

合成樹脂を使用した成型技術の開発を金型製作の段階から携わるなど試作開発型の企業とな

った。現在は，後継者へ技術承継を行っている。

2 A社の事業概要

� 生 産 品

A社の生産品は，ガラス繊維を含有させた合成樹脂を元に成型を行っているため，耐熱性・

耐摩耗性の高いプラスチック部品を生産している。具体的な生産品と売上構成比は，�電気
モーターの部品（ファン・カバー・インシュレーター）：３０％，�電機・電子機器の部品（電
気計測機器・変流器）：３０％，�粉粒体用移動装置部品（コンテナ）：３０％である。
粉粒体用移動装置部品（コンテナ）は，平成１０年に移動装置メーカーから強度は高いが重
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○一般的な管理項目

準備段階：金型温度（温度コントローラー），材料予備乾燥 
            成型１ サイクル 

型締め 射出 保圧・冷却 型開き 排出 

 
管理項目： 射出圧力・射出速度   圧力・時間    開き速度 

樹脂温度 
 不良事態：（樹脂流動，未充填防止）（バリ，引けの管理） （金型保護）  

●図表－５ A社の収益状況 単位：千円

たいステンレス製のコンテナの代替品として，軽量である程度の耐熱性・耐摩耗性を持った

コンテナの開発依頼があり，共同で開発した自社商品である。

� 生 産 体 制

５台ある射出成型機の内１台は量産製品を製造している。そのため，温度管理がされてい

る別棟に設置し，夜間に無人でも生産継続できるよう専用の自動化装置を設置し稼働させて

いる。残りの射出成型機はオペレーターにより成型品ごとに射出成形条件の設定管理を実施

している。

成型後にウェルダー加工や組立（外注先）などの２次加工も行っている。成型不良品や材

料端材などは粉砕し，再生ペレットとして可能な限りリサイクルを行っている。

3 A社の事業概要

A社は，高付加価値な「耐熱性樹脂」製造がメインとなっている。その為，納品単価が高

く材料費率は業界平均値より低くなっている。しかしながら，成形工程で機械管理や品質管

理に人が必要となり，人件費比率は業界平均値より高くなっている。

売上総利益率は，業界平均より２．８ポイント高くなっている
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●図表－６ クロスSWOT分析

�

●図表－７ A社年齢別人員構成表

4 A社の現状分析

A社について経営資源・QCDの視点からクロス SWOT分析を実施した。

A社の問題点と課題

� 金型技術の承継

A社がスーパーエンプラなどの難易度が高い成型品を製造できる下支えとなっているのは，

工場長が保有する「金型設計技術」である。スーパーエンプラの試作実験的な成型には金型

設計から関り，�加熱装置の配置，�ガス抜き構造，�抜きテーパ，などの成型側の要望と
金型製造技術との融合が欠かせない等がポイントとなっている。

難易度の高い成型品の取扱数は，同業他社と比較して高い売上総利益率の確保に直結して

おり，工場長の技術を承継する仕組み作りが急務な課題である。

� 熟練工の定年退職

A社では，高度なスキルである１級・２級成型技能士３名在籍しているが，３名とも５５～

５９歳層であり，早い従業員の方で２年後には６０歳の定年を迎える。継続雇用を希望すれば６５

歳までは嘱託社員としての就労は可能であるが，減給が見込まれており継続雇用の意思は示

されていない。現在，難易度の高い成型品の射出成型機ごとの成型条件については３名の技

能士の頭の中で管理されており，暗黙知化している。

５０歳以下の若い従業員の成型技術向上と射出成型条件の形式知化が試作金型の射出成型企

業として求められている。
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�

� チャレンジ精神の欠落

５０代以下の若手技術者の多くは，技能向上機会と新しい試作開発に携わることが少なかっ

た。そのため，技能向上への意欲が減退していたが近年では改善傾向にある。

A社の改善策

� IT 機器の導入

A社には現在，金型設計には関わったことは無いが，前職で製品設計部署に在籍し３D−

CADの操作経験を有した中堅の女性設計者が在籍している。現在は成型品に関して簡易グ

ラフィックソフトを使用して作業をしているが，専用の３D−CADシステムを導入し通常の

成型品設計の業務効率化を進めることで，就業時間内に金型設計に関してのポイントを工場

長から学習する時間を週２～３日，約１時間程度設けた。

� 定年制度改革

２０２１年高年齢者雇用安定法が改正施行されたことをキッカケに３名の技能士を長く働いて

頂く雇用制度へ変更を実施した。当社は豊富な技術を有した熟練工が再雇用時の賃金一律ダ

ウンにより殆どが再雇用を希望されず退社するのが慣例となっていた。

そこで，５０代従業員と協議を重ね定年の延長と再雇用時の賃金や勤務条件設定などについ

て個別に協議できるように変更を行った。また，当社独自の技能マイスター制度を設けて若

手従業員へ技能承継を進んで行えるような仕組みを採用した。なお，１級技能士には技能マ

イスター第１号に任命をし，若手技術者育成を主業務の一つとし後進育成への意欲を高めた。

現時点では，技能士が保有している成型条件の「暗黙知」に関して「形式知」化する方法

は確立されていないが，技能レベル向上委員会を立ち上げ技術伝承の機会を創出している。

� 技能士育成と試作開発へのチャレンジ

若手従業員には率先して技能士検定にチャレンジするために，公的技能研修参加費や自主

訓練の工具費用等のサポートを始めた。工場長と若手技能士が取引先から依頼を受けた耐熱

PPS樹脂の試作開発について，専門家の支援を受けて実証計画を作成し「埼玉県の設備導

入補助金」に採択されるなど，技術力向上への意欲が高まってきた。

将来的には耐熱 PPS樹脂の耐熱性を２５０℃近くまで高めることで，付加価値の高い新製品

●図表－８ 高年齢者雇用制度の変更
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●図表－９ バランススコアカード

�

●図表－１０ 改善後のモデル利益計画 単位：千円

として事業化を進めて行く予定である。

改善後のモデル利益計画

〔かつぬま・たかひろ〕


