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〔要 約〕 

 本報告書は、発展著しい中国ならびに韓国の機械工業における IT の戦略的な活用とそれを

支える人材育成、確保等に関する現状を調査し、我が国の機械工業における IT の位置づけな

らびに IT 人材の育成、確保のあり方について、関係方面への参考とすべく取りまとめた。本

報告書の概要については、以下のとおりである。 

 

１．中国、韓国の製造業におけるIT活用の戦略 

 1.1  中国の製造業におけるIT活用の戦略 

 中国共産党は、第 16 回全国代表会議（2001 年）において「中国は情報化による工業化の
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発展を促し、科学技術が高く、経済効果が良く、資源消耗が低く、環境汚染が少なく、人的

資源が十分に発揮できるという新型の工業化の道を歩まなければならない」と提言し、『全

国製造業情報化プロジェクト』を打ち出した。 

 同戦略を実現するため、国務院・科学技術部は 2002 年 3 月から「九・五」期間中に推進

してきたCAD／CIMS（Computer Integrated Manufacturing Systems）の成果を踏まえて、「十・

五」計画実施期間中、約100億人民元を投入することとなった。 

 製造業情報化プロジェクトは、情報技術で従来型産業をハイテク産業へと改善し、国民生

産力の飛躍的発展を実現させることを目的にしている。 

 同プロジェクトは、モデルケースとして、すでに27の省（直轄市・自治区）が取り組み、

同地域内の 46 の都市を選定、製造業情報化プロジェクトの重点都市として支援している。

さらに全国から 2000 社の大型企業をモデル企業として同プロジェクトへの参画に取り組む

よう進めている。 

 

(1) 中国IT（ソフトウェア）関連業界の概況 

 中国における2002年時のソフトウェア企業数は、4700社、従事者数59万人である。ソフ

トウェアならびにシステムインテグレーションの市場規模は1100億元。 

 中国共産党の発表によると今後のソフトウェア業界の将来予測として、2005年に年商2500

億元、従事者は80万人規模になるとしている。 

(2) 製造業全般におけるIT活用の現状と課題 

 2003 年 6 月、全国製造業情報化領導小組織弁公室、国家情報化測定・評価中心は、2001

～2002年にかけての「中国製造業情報化指数」を発表した。 

 調査結果によると、中国製造業情報化プロジェクトの推進により製造業企業のソフト・ハ

ードウェアの投入率が 2001 年の 1 社当たりの 87.16 万元から 2002 年の 104.08 万元に増加

し、19.42％伸びた。また、ＣＡＤ、ＥＲＰなど重要な応用ソフト製品も幅広く企業に実用

化され、2002 年の国産応用ソフトのセット数は総セット数の 42.8％を占め、取引金額は全

体の44.1％を占めた。 

 なお、情報化の推進は製造業企業の全体の経営の質及び市場競争力を高めたものの、中国

における製造業情報化の全体レベルは依然低い水準にあり、先進国と比べ、一定の格差があ

ることがわかった。 

 

 1.2  韓国の製造業におけるIT活用の戦略 

 (1) 世界の中における韓国の情報化の水準について 
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 2003 年 7 月、韓国電算院が発表した「2003 年国家情報化白書」によると、韓国の国家情

報化指数の順位は、世界の情報化先進国50カ国の中、98年の22位から2001年には第14位

に、昨年には12位に上昇したとみられる。 

 韓国では、このほか、国家電算院が中心となって、さまざまな情報化水準評価指数が発表

されている。 

 (2) 企業情報化水準評価 

 韓国における全般的な情報化水準は、以下のとおりである。 

① 韓国企業の全体的な情報化水準は100点満点のうち50.92点。 

② 中小企業の情報化水準が持続的に向上され、単位業務水準の「業務情報化」段階でIT

による企業業務統合水準である「企業内情報化」段階に進入する。 

③ 小企業の「企業内情報化」段階に進入し、企業間協業可能の段階に入った大手企業の

情報化水準と合わせ、情報化効果が順次現れている。 

 このほか、業種別情報化水準、評価分野別情報化水準、情報化投資現況、情報化成熟段階、

2002年デジタル知識経営状況調査、韓国企業のIT投資と活用の成果（IT投資の現況）とい

った調査がなされている。 

 

２．中国、韓国の製造業におけるIT人材育成・確保の状況調査 

 2.1  中国の製造業におけるIT人材育成・確保の状況調査 

 中国政府は製造業情報化を実際に行うのは企業であることも認識している。そのため、企

業のニーズを捉えてITを駆使できる人材の育成に注力している。 

 同国において IT スキルの高い人材は、どの業界・企業からも需要が高く、そのことから

特定の機械工業分野、即ち自動車、電気電子、工作機械といった業界に限った特有の人材育

成・確保策を持っているわけではない。また、ITスキルの高い人材は、高収入が期待できる

ソフトウェア開発、ITソリューション、コンサルティング業界といった分野を志向すること

から、国内の製造企業に就職を希望する人間は少ない。その一方で外資系、とりわけ欧米企

業に人気が集まっている。 

 

(1) 人材育成の現状 

 人材について IT スキルを高める方法で一般的なものは、大学や科学研究院、研究所を通

じた教育である。（大学での IT 教育内容等については後述）。また、地方政府や仲介サービ

ス機関も定期的に企業のために IT 教育を行っている。まずターゲットとしているのが、企

業の管理職クラスの人材をトレーニングすることである。このほか企業においても従来の社
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員のためにIT教育・訓練を行っている。 

(2) 人材の確保 

 外部からの人材登用（空挺兵士）として、通常、関連するソフトウェア会社や研究所の幹

部役員、海外でIT関連の業務に従事し帰国した人材の登用を行っている。 

 また中国科学研究院や国有企業の研究所は、所有制（民営化）へ転換することに伴って、

多くの研究機関が「仲介サービス」（ITを含むソリューション/コンサルティング/R&D業務）

分野の市場に進出している。これらの研究所には優秀な人材が集積していたことから、一部

の人材は他の民間企業へ転職し、中堅幹部クラスに抜擢されている。 

 

 2.2  韓国の製造業におけるIT人材育成・確保の状況調査 

 韓国では、1997 年のＩＭＦ危機前後から、IT 分野を国家の戦略的産業に育成しようとい

う動きがあり、人材育成を中心として積極的な育成策をとってきている。特にIMF危機によ

り、大量の失業者、就職困難者が生じたことは、折からのベンチャーブームと相まって IT

分野に大量に人材が流入した。 

 一方、政府による IT 人材育成と併せて、インフラ整備、官民一体となった売り込み、電

子政府の樹立といった政策も、IT先進国韓国の実現に大きく貢献した。 

 韓国のIT専門人材養成に関しては、以下のとおりである。 

① 2005年まで総額1兆ウォンを投資し、政府全体として20万人以上のIT専門人材を養

成する。 

→ 教育人的資源部（www.moe.go.kr）：人材養成総括および正規教育機関の教育制度整備 

→ 情報通信部（www.mic.go.kr）：IT分野の人材養成計画の策定及び総合 

→ 産業資源部( www.mocie.go.kr)：e-biz人材養成 

→ 科学技術部（www.most.go.kr）：高級R&D人材養成 

② 産業界の現場需要に弾力的に対応し、実務IT専門人材を養成する。 

(a) 全経連などと協力し人材情報を迅速で効果的に収集するシステムを構築。 

(b) 伝統産業と IT との連結を支援するため｢工学教育認証制度｣の導入および伝統分野の

専攻とITが融合される｢卒業総合設計｣プログラムを導入。 

③ 体系的専門教育の実施を通じグローバルIT専門人材を養成する。 

 また、「e-Korea戦略」において、全国民がインターネットを自由に活用できるようオンラ

イン学習などを通じた教育体制を確立、全国民のデジタル力量と創意性を育てる、と明記さ

れている。 
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３．IT人材教育等に関する調査研究 

 3.1  大学別IT人材育成の取り組み状況 

 中国政府は『国民経済と社会発展第十五カ年計画綱要』において、情報化を推進すること

により工業化を促進し、社会生産力の飛躍的発展を実現させることを提言している。2000年

6 月、政府は「ソフト産業と集積回路産業発展を促進する諸政策」を公布し、ソフト産業の

強化・育成に取り組むこととなった。同政策の内容は、投融資、税収、輸出、収入配分、知

的財産権保護のほか、人材育成についても指摘している。 

 人材育成に関する具体的な施策として、大学での教育を充実させると共に、全国の 35 大

学にソフト学院（軟件学院）を新設し、従来の大学教育とは違う「実務」を重視した教育を

行い、プログラマー、SE、マネージャーなど複合的な人材の育成を行うこととしている。 

 

 3.2  調査対象10大学におけるソフト学院の現状 

 調査対象となっている10大学（①上海交通大学、②北京大学、③同済大学、④清華大学、

⑤南京大学、⑥西安電子科学技術大学、⑦武漢大学、⑧浙江大学、⑨北京航空大学、⑩湖南

大学）に設置されたソフト学院の状況を本文第3章に取りまとめた。 

 

４．アジア諸国での情報処理技術者試験と資格の相互認証 

 アジア各国では、情報処理技術（IT）を自国の産業高度化の基本ツールとしてだけでなく、

インドに見られるようにソフトウェアの開発供給地としての輸出産業振興の軸においている

国もある。 

 IT技術者の育成に対する各国の取り組みは、総じて極めて積極的である。今回の調査対象と

した 10 カ国は、IT 技術者の育成のための情報処理技術者スキル標準を整備して、資格付与の

ための試験を実施し、これによって現地の日系企業でも、採用時の目安として活用されている。 

 我が国の情報処理技術者試験との資格の相互認証は、各国で整備されているこのスキル標準

の内容を確認し、試験実施指定機関である財団法人日本情報処理開発協会情報処理技術者試験

センター（JITEC）と相手国の試験実施機関との間でＭＯＵが締結されており、インド共和国、

シンガポール共和国、大韓民国、中華人民共和国、フィリピン共和国、タイ王国、ベトナム社

会主義共和国、ミャンマー連邦の 8 カ国に達している。また、台湾、マレーシアとも今後 MOU

が締結される予定にある。各国のスキル標準の状況は下表の通りである。 
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表 各国のスキル標準 

国 スキル標準名称 作成経緯 備考 

日本 情報処理技術者スキル標準 JIPDECが作成  

インド共和国 DOEACC A Level Syllabus  独自に作成 
日本とほぼ

同等 

シンガポール共

和国 

Certified IT Project Manager

（CITPM）Scheme 
独自に作成 

日本とほぼ

同等 

大韓民国 

Test Category of National  

Technology Qualification Item in 

the Information & Technology Area

（試験範囲） 

独自に作成 
日本とほぼ

同等 

中華人民共和国 試験大網 独自に作成 
日本とほぼ

同等 

フィリピン共和

国 
IT Common Body of Knowledge 

JITSE-phill.が日本のス

キル標準を参考に作成 

日本とほぼ

同等 

タイ王国 
THAI Information Technology  

Professional Skill Standards 

NECTEC が日本のスキル標

準を参考に作成 

日本とほぼ

同等 

ベトナム社会主

義共和国 

Information Technology Engineers 

Skill Standards 

・Fundamental Information  

Technology Engineers

VITECが日本のスキル標準

を参考に作成 

日本とほぼ

同等 

ミャンマー連邦 

Information Technology Engineers  

Skill Standards 

・Fundamental Information  

Technology Engineers

・Software Design & Development  

Engineers

・Network Systems Engineer

MCFが日本のスキル標準を

参考に作成 

日本とほぼ

同等 

台湾（中華民国） 

Information Technology 

Professional Certification 

Program 

Software Design Engineer 

Certification Test Subjects

日本のスキル標準を提供 
日本とほぼ

同等 

マレーシア  日本のスキル標準を提供  
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５．機械産業の競争力強化のためのIT人材育成・確保のあり方 

 我が国のみならず、本調査対象国の中国、韓国においても自国の機械産業の競争力強化のた

めに、ITは必要不可欠な手段となっている。 

 特に機械産業においては、ITを活用した「新たな価値の創造」や「業務プロセスの革新」が

開発・設計、製造、経営などの各段階において進められており、一層の IT 活用を進めるに当

たって、高い IT スキルを持つ人材の育成・確保については、今後の企業競争力に必須の課題

といえる。 

 現在、IT ベンダー側の経営知識の欠乏や IT ユーザー側の情報システム開発に関する知識の

不足に相まって非効率的な情報化投資がなされている。これらを打破するには、IT ユーザー、

ITベンダー双方の橋渡し、即ち経営とITの橋渡しを可能とする「ITコーディネーター」やIT

投資を実現する「ITアソシエイト」を企業か有効活用することが望まれている。 

 一方、中小企業においてはIT人材育成だけでなくIT投資そのものの負担も大きい。しかし

中小企業の IT 利用が進展しなければ、製造業全体にとって、IT 化によるメリットの享受が限

定的となり、結果、我が国経済全体の重大な課題となる。そのため、中小企業の IT 活用を支

援するにあたっては、IT 戦略の構築や IT 投資をアドバイスする専門家の活用を促進すること

が重要である。同時に ASP が提供するソフトウェアの活用や、人材育成に関して e-Learning

システムの活用などを促していくことも重要であろう。 

 さらに今後の企業における人材育成については、企業自身の自主的な取り組みだけでなく、

地域における企業間交流や政府の支援も進めるべきである。例えば、政府において誰でも活用

できる IT に対応した人材育成を可能とするための支援策として、金型業界向けとして「もの

づくりIT技術開発・実用化センター」が創設された。 

 また、人材育成の中核となる大学機関等においては、産業界のニーズに応える人材育成を目

指して、教育機能の強化に努めている。その一環として、産業連携による人材育成の一形態と

してインターンシップが注目され、政府においてもそれを総合的に推進することとしている。 

［政府の対応］ 

 今後、政府が強化、発展させるべき対応について、下記のとおり整理した。 

 

○「高度専門人材育成の事業体系①（IT人材育成）」 

 IT の能力を指標化した「IT スキル標準」に沿って、産学等の連携体制及びインターンシッ

プ等の実践的な方法を採用した、即戦力のスキル育成に効果を持つと考えられる教育訓練モデ

ルを公募し、その実証を通じて、プロフェッショナルを育成する最適な教育訓練モデルの構築

と普及を図る。 
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○「高度専門人材育成の事業体系②（企業か人材育成MOT）」 

 経営と IT の双方に通じ、経営者の立場にたって経営戦略の立案からそれを実現するシステ

ムの構築・導入までを一貫してサポートできる人材（ITコーディネーター）を育成し、認定を

行う。 

 

○「ものづくりIT技術開発・実用化支援センターの開発」 

 金型やプレスにおける熟練技能工、機会メーカー及び大学等の連携の下、熟練工の技術とTI

をＣＡＤ上で統合し、加工工程の最終段階における微妙な歪み等を抑制するシステムの開発を

目指す。プロトタイプシステムはものづくり事業者へ開放し、技術的検討課題の抽出等を行い、

システムの実用化を促進させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 


