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[要約] 

1. 調査研究の概要 

我が国のものづくり産業が、今後も国際市場をリードしていくためには、ものづくりに求められる安

全性を確実に確保し、対応して行くことが必要とされる。国際市場で求められる安全性は、グローバル

スタンダードに基づき要求されるようになってきており、そのような状況に積極的に対応していくため



には、機械安全に関する高いスキルを持ち、環境問題に対しても高い問題意識を持つ新しい中核人材を

育成していく必要がある。また、大量の熟練技能者が退職時期を迎えることによる2007年問題や、少子

化が進んでいるという問題に対処するために、将来のものづくり産業を担う新しい人的資源の開発が早

急に必要とされている。 

本事業では、そのような背景に基づき、グローバルスタンダードを我が国の産業発展に積極的に活用

し、国際市場を勝ち抜いていくことを可能にする中核人材を効果的に育成するための評価制度を策定し

ていくために、必要とされる調査研究を行う。 

なお、調査研究体制としては、社団法人日本機械工業連合会の委託を受けて、株式会社三菱総合研究

所が、学識経験者及び専門家で構成されるものづくり中核人材育成対策検討委員会を設置し運営した。

本委員会は明治大学 向殿 政男教授を委員長として、有識者、企業の関係者十数名から構成され、調査

期間中に2回の委員会を開催した。 

 

2. 企業ニーズの調査 

企業ヒアリングを実施し、また過去の調査結果を調査し企業の求める人材・能力について調査結果を

まとめた。 

企業ニーズとして、以下のようにまとめた。 

  

 企業は「専門的知識・研究内容等の技術的スキル」よりも「熱意・意欲・向上心等」の人間

力に属する能力に重点を置いて人材登用をしていると言える。 

 すなわち、企業は「専門的知識・研究内容等の技術的スキル」をあまり求めておらず、入社

後の OJT を通じて教育していくというスタンスを取っている。このことは、ヒアリングの

際にて「大学教育に求めているものはあまりない」という声や「大学の教育が座学中心であ

り、リアリティに欠けたものである」という声、企業側からもインターンシップ等の産学連

携の促進を望む声が多かったことからも明らかである。 

 また、中核人材とは？という質問に対して明確な回答が得られなかった背景としては、日本

では業務を明確に規定しておらず、欧米のように業務をモジュール化して必要なスキルを明

確に定めておらず、職業・職種に人が従事しているのではなく、人に職業・職種がついてい

るというのが現状であり、業務の境界線があいまいになっているためであると推測される。 

 そのために、不明瞭な境界において“摺り合わせ技術”が必要になるのであると考えられる。

すなわち、“摺り合わせ技術”とは不明瞭な境界の数だけ存在し、様々な階層で存在すると考

えられる。モジュール化によるメリットもあればデメリットもあるため、職種や状況に応じ

たモジュール化と摺り合わせの組み合わせ方が重要であると考えられる。 



 女性技術者に関しては、女性の存在が小さくマイノリティであるため、アンバランスを解消

しようとすることが目的として様々な取組みがなされているが、入り口である大学において

女子学生が少ないことにも起因して今後の更なる活動が必要であると考えられる。 

 また、女性技術者のヒアリング結果からは男女不平等・不公平間は依然として否めないとい

う意見や出産・育児等はキャリア上ハンディであるという意見もあった。これは、未だ女性

管理職が少ない状況や出産や育児に伴う休暇を取得した後に復職する際に大きな壁を感じ

ることに起因していると考えられる。 

3. 欧米におけるものづくり人材像 

第 3 章において、アメリカおよびイギリスにおける技術士の人材像に関する調査を実施し、それぞれ

の職種において必要とされているコンピテンシーが明確に定められていることを示した。 

 

3.1 アメリカにおける人材像 

アメリカにおける人材像として、CMfgE（Certified Manufacturing Engineer）およびCEM（Certified 

Engineering Manager）に着目し、それぞれの職務に必要な知識体系に基づいて、必要なコンピテンシ

ーを抽出した。 

 

3.2 イギリスにおける人材像 

CASS Assessorの職務領域は、下記に示すように12個あり、それぞれの職務において求められるコン

ピテンシーを、The IEE/BCS Competency And Commitment Guideline に基づいて示した。 

 

C1・・・業務安全管理（Corporate Functional Safety Management) 

C2・・・プロジェクト安全保証マネージメント（Project Safety Assurance Management) 

C3・・・安全関連のシステム維持管理と修正（Safety-Related System Maintenance) 

C4・・・安全関連のシステムあるいはサービスの調達（Safety-Related System Procedure) 

C5・・・独立した安全性評価（Independent Safety Assessment) 

C6・・・リスクアセスメント（Safety Hazard Risk Analysis) 

C7・・・規格適合評価（Safety Requirements Specification ) 

C8・・・安全性検証（評価）（Safety Validation) 

C9・・・設計（Safety-Related System Architectural Design) 

C10・・・ソフトウェア設計（Safety-Related System Software Realization) 

C11・・・ハードウェア設計（Safety-Related System Hardware Realization) 

C12・・・人間工学技術（Human Factors Safety Engineering) 



 

4. 今後求められる人材像の検討 

4.1 人材像を同定するプロセス 

以下の項目に基づき人材像を同定した。 

 

I. ものづくり人材に必要なコンピテンシーの抽出 

II. 現在活躍している女性にヒアリングおよびアンケートを行い、仕事内容とそこで求められるスキ

ルのサンプルを集める。 

III. 集めたサンプルを分析し、女性の活躍が期待される、新しいものづくり現場の職種を想定する。 

IV. 新しいものづくり現場の職種で必要になると思われる‘技術’スキルを想定する。 

 

（１）ものづくり人材に必要なコンピテンシーの抽出 

ものづくりに今後求められる人材に必要なコンピテンシーの抽出として、まずものづくりを幅広く製

品のライフサイクル全般に関連する業務だと定義することとし、第 3 章の欧米の技術士に求められるコ

ンピテンシーに照らし合わせて抽出した。 

抽出に際して、コンピテンシーの項目を人間力とスキルの項目に分類し、またアンケートを行うこと

を考慮に入れて関連の深い項目同士を融合させることによりアンケート票を作成した。 

本アンケートにおいて、欧米の人材像より抽出したそれぞれのコンピテンシーにおいて（1.必要ない、

2.どちらともいえない、3.必要）の3段階で回答してもらい、また、自由記述として、(1)これまでの職歴、

(2)学生時代に磨いておけば良かったと思う知識／専門性／能力、(3)自身が保有しているコア技術を顧客

の便益や社会の利益に変換することができる技術に関して、製品を開発するには、どのような能力・資

質が必要か？ということについて項目を設けた。 

また、製品のライフサイクル全般において、我が国のものづくりに関する職種を定義し、職種と 3 章

で述べた欧米における職種との関連性をマトリクス表示し、この対比表により、各職種に求められるコ

ンピテンシーを欧米と我が国とで比較した。 

 

（２）新しいものづくり現場の職種想定およびカリキュラム要件の抽出 

まず、アンケートにより、活躍している女性の仕事内容とそこで求められるスキルのサンプルを集め、

活躍している女性がどのような仕事内容に従事しているのか、また各コンピテンシーにおける必要度合

より、現在活躍している女性が必要であると感じているコンピテンシーおよび必要ではないと感じてい

るコンピテンシーを抽出する。仕事内容および必要・不必要なコンピテンシーの抽出によって、活躍し

ている女性の特性を把握した。 



次に、アンケート結果よりＡという職種についている人材が必要と考えているコンピテンシーの項目

と欧米の同一職種で要求されている項目の差異を分析し、今後必要な教育カリキュラムの要件として提

示した。 

また、アンケート結果より所属している職種の割合や社会情勢等を考慮して、今後必要性が感じられ

る職種領域を検討し、その領域に取り組むためのカリキュラムの要件を提示した。 

 

4.2 アンケートのまとめによる人材像の特定 

ものづくり中核人材育成対策検討委員会委員等の協力のもと、アンケートを実施し95名より回答を得

た。なお、回答者の概要は下記の通りであった。 

 

� 係長・主任クラスに半数が属している。 

� 約半数が大学卒・修士修了者であった。 

� 理学部出身が半数であり、理学部・工学部合わせると8割強であった。 

� 約半数が現在の職種を開発研究に従事している。 

� 資格保有に関して、何らかの資格を半数以上が保有している。 

  

アンケート結果より、下記の内容が明らかになった。 

 人間力の項目についてみると、人間力に分類されたコンピテンシーは概ね全て必要とされている

ことが分かった。ただし、チームマネージメントや必要条件からデザインへの変換の項目が他の

項目よりも低い必要度となっていることも確認された。これは、今回のアンケート回答者の半数

が係長・主任クラスにいるとはいえ、チームをマネージメントすることはあまり求められておら

ずデザインを手がける機会があまりないことが示唆されていると考えられる。 

 知識・スキルに関するコンピテンシーにおいて検査・テストに関する知識、報告書の作成、提出

書類のチェック、コンプライアンスの遵守は大部分の人が必要だと感じているという結果が得ら

れたのに対して、組立工程に関する知識（自動組立工程、ロボティックス、組立セル、組立・テ

スト応用ソフトウェアシステム）に関しては必要だと感じている人がほとんどいないことが確認

された。 

 今回のアンケート協力者の約半数が開発研究に所属しているにもかかわらず、検査・テストに関

する知識の必要性が高いことは、開発研究部門等に従事していても検査・テストする機会が多い

と考えられる。 

 規格適合評価や安全性検証・評価に関するコンピテンシー（安全性に関する必要条件の指定・評

価、安全分析の評価、安全性評価計画の策定や危険源の分析・排除など）が現状ではほとんど必



要とされていない。 

 自由記述において学生時代に磨いておけば良かったと思う知識／専門性／能力に関して、業務を

行う上で必要とされる知識・スキル以外では、39%が「語学・英語」と回答し、23%が「プレゼ

ンテーション能力・コミュニケーション能力」を挙げ、13%が「論理的思考能力・Debate 力・

ロジカルシンキング」など理論構築力と回答した。 

 また、自身が保有しているコア技術を顧客の便益や社会の利益に変換することができる技術に関

して、製品を開発するには、どのような能力・資質が必要か？という問いに対しては、36%近く

が「プレゼンテーション能力・コミュニケーション能力」を挙げ、次いで「創造性」、「強い意志」

がそれぞれ13%程度であった。 

  

4.3 今後求められる人材像に関する考察 

アンケート結果および第 2 章の女性技術者へのヒアリング結果を踏まえて、今後求められる人材像に

関して考察を行った。 

 

 概して女性技術者は検査・テスト業務を行う機会が多く、それらに関する能力が高いと言える。 

 また、女性労働者は「休暇を取りやすい雰囲気づくり」や 「育児・介護を行う従業員に対する積

極的支援」を重視する労働条件として挙げることや、ヒアリングにおいて、分析業務や知的財産

業務での製品や製品分野に対する担当者制は、自分でスケジュールを管理することができ、また

文章作成や緻密なチェック作業が適していると答える女性技術者が多かったことから、チーム単

位で行う業務よりも単独でする業務の方が適しているということが示唆された。  

 これらを踏まえて、規格適合評価や安全性検証・評価に関するコンピテンシーが現状ではほとん

ど必要とされておらず、従事している技術者がいなかったアンケート結果を鑑みると、この領域

において今後女性技術者が活躍できる可能性は多分にあると考えられる。というのも、本来、検

査・テストと規格適合評価や安全性評価に求められる基本的コンピテンシーは整合していること

から、これらの職務領域に女性技術者が今後活躍できる可能性は非常に高いと感じられる。また、

これら安全性評価や規格適合性評価業務は、業務の性質上独立性が求められるものであり、これ

らの業務は担当者制で実施する業務になりうると考えられることより分析業務や知的財産業務同

様に女性が活躍できると考えられる。 

 また、これらの領域に関しては、労働安全衛生法の改正（リスクアセスメントが努力目標として

制定）や市場のグローバル化等の社会的状況を考慮すると今後さらに重要になってくると考えら

れ、企業へのヒアリング結果から、これらの領域はまだ整備されているとは言いがたいことも踏

まえると、今後新規領域として取り組むべきところであるといえる。 



 さらに、今回のアンケート回答者は開発研究に従事する技術者が多かったが、安全性評価計画の

策定や危険源の分析・排除などリスクアセスメントに関するコンピテンシーがあまり必要とされ

ていない状況であり、本質安全設計等安全性に関する国際標準の考えなどが知識・スキルとして

不足している恐れがあることから、これらのコンピテンシーに関する教育のニーズは高まってい

くと考えられる。 

 

5. カリキュラムの要件 

第 2 章でまとめた企業の現状および大学教育へのニーズと、第 4 章のアンケート・ヒアリング結果に

基づいて、カリキュラムの要件を検討するための項目を以下の通りまとめた。 

 

 カリキュラムに必要な要件としては課題発見・解決力を向上させるような取組みが必要であると

考えられる。また、今後求められる人材像に関する考察で規格適合評価や安全性評価、リスクア

セスメント業務が新規領域として女性技術者が活躍できると述べたが、特にリスクアセスメント

に関しては、アメリカでPL 訴訟においてどのような資格を有している人物がアセスメントを行

ったかということが非常に重要であり訴訟の際に常に要求される事項である。このことから、安

全に関する十分な知識を有していることを示す資格は今後ますます重要になると考えられる。そ

のため、欧米における技術者教育資格制度等を調査し、我が国における安全技術者資格制度の構

築を産官学共同で取り組む必要性があると考えられる。 

 なお、このような安全技術者という職域はこれまでのものづくり現場において明確に存在してい

ないことから、新規領域であり男女の格差はなく真の意味での男女機会均等が実現すると考えら

れる。 

 また、ヒアリング結果およびアンケート結果より、現在女性技術者が比較的多く従事している職

種としてソフトウェア設計・開発、検査・テスト部門、品質保証、知的財産部門が挙げられ、学

生時代に学んでおけばよかった知見に統計学や知的財産に関する知見というコメントもあること

から、より業務に活用できるように強化カリキュラムとして項目に盛り込むことも重要であろう。 

 さらに、企業へのヒアリングから大学教育では座学がメインであり、リアリティに欠けていると

の指摘を受けて、産学連携によるインターンシップは必要不可欠であるといえる。 

 

以上を踏まえて、カリキュラムに必要な要件として下記項目を提示した。 

 

� 安全性評価 

� 信頼性評価 



� 品質保証 

� 規格 

� 統計学 

� 人間工学技術 

� リスクアセスメント 

� 知的財産 

 ただし、これらはインターンシップ等の実務を実習形式で行う必要性がある。 

 

上記のカリキュラム要件において、信頼性評価・品質保証・人間工学・統計学はAssurance Technologies

として必要な項目に属しているを示し、大学のカリキュラムにおいてAssurance Technologiesに体系的

に取り組むことを提案した。また、リスクアセスメントや安全性評価などの項目に関しては、参考とな

る欧米の資格制度における知識体系を添付資料としてとりまとめた。 

 

6. まとめと今後の課題 

本年度調査研究結果として、下記のようにまとめた。 

 職場環境・採用に関して 

 女性活躍推進を図っているが、これまで女性の存在が小さくマイノリティであるため、アンバ

ランスを解消しようとすることが目的である。（男性・女性ではなくマイノリティを解消する

ことが目的） 

 女性が未開拓な人材マーケットであり、就職という入り口部分で見たときには総じて女性のほ

うが優秀であるとも感じている。 

 育児休暇・産休等はキャリア上ハンディとならないような枠組みが必要であり、また復帰後の

ことも考えた支援制度が必要である。 

 

 大学教育・人材教育に関して 

 新入社員は、座学がメインであり経験がほとんどないケースが多いため、技術者を自社のOJT

で育てることを明言しており、大学教育に求めているものはあまりない。 

 インターンシップ等を通じたリアルな経験が重要であり、今後企業として取組みの必要性を感

じている。 

 

 女性技術者について 

 女性技術者が多く所属している部署として、ソフトウェア設計開発部門、知的財産部門、解析



評価部門、分析・検査部門が挙げられた。 

 必要だと感じているコンピテンシーから、女性技術者がテスト・検査を実施する機会が多く、

またヒアリング等からこれらの業務が適しているという回答も得た。 

 また、業務スタイルとしては家事・育児等もあり、休暇を取りやすい環境を求める傾向にあり、

自分でスケジュール管理を実施して行うスタイルを好む傾向がある。 

 

 カリキュラムの要件 

 これらの結果を踏まえて、ソフトウェア設計開発部門、知的財産部門、解析評価部門、分析・

検査部門に加えて、今後、規格適合性評価・安全性評価・リスクアセスメント業務を女性が活

躍できる職種として挙げ、それらに必要なカリキュラム要件として Assurance Technologies

および産学連携インターンシップの必要性を併せて提示した。 

 

 女性が活躍しやすい職場環境に関する提言 

 女性技術者へのヒアリングから、男女不平等を感じる女性技術者や現状の制度に対する不満よ

り、一律的な働き方ではなく、勤務時間の短縮措置を始めとした時間、場所面双方の柔軟性を

もつ働き方、かつ、処遇面で公平・公正であり、出産や育児がハンディにならず、将来の展望

を持って働ける職場が待たれていることが示唆された。 

 女性労働者を取り巻く諸外国の状況をみると、イギリスでは勤務時間を短縮する制度が多く採

用され、実際に多く利用されていることやオランダでは適正な処遇のパートタイム労働が整備

されたことに合わせて女性の就業が進んだ例なども報告されており、育児期の勤務時間を柔軟

化、短縮ができる制度や適正な条件のパートタイム労働の機会の創出が女性の就業継続をしや

すくし、かつ就業を現実のものにするといえる。 

 また、ヒアリング結果において、｢育児休暇や出産のための取得した休暇により、昇進が遅れ

たという事例もあり、男女平等とは到底いえないのではないか。｣であるとか「キャリアパス

が描けない」というコメントがあり、これはポジティブ・アクションのための提言にもあるよ

うに、人事考課基準を明確にするとともに、評価システムの適正な運用を徹底させることが必

要不可欠であると考えられる。 

 人事考課基準を明確化する一つの手段として、機械学会で調査検討を行っている「ものづくり

基盤技術者スキル評価に関する調査研究」の技術指標は技術者の評価指標として有効であると

考えられる。具体的な技術指標例を添付資料4に付す。 

 

 



 今後の課題 

 なお、今後の課題としては、今回のアンケート回答者が95名であり十分な数ではないことや、

女性技術者の強みや弱みを把握するためには男性技術者との比較も行うことが必要であるこ

とから、WEB アンケート等によってアンケート母数の拡充と男女比較が必要であると考えら

れる。 

 また、キャリアパスや出産・育児による時間的制約について中学・高校までに知っておくべき

であるというコメントもあり、この知識があれば時間的制約を考慮して修得すべきスキルがよ

り明確になるとのコメントも得た。そのため、今回は大学教育へのカリキュラム要件を提示し

たが、中学・高校へのこれらの知見を広く伝えていくことも必要であろう。 

 なお、今後カリキュラムの作成にあたっては、大学およびインターンシップ協力会社と共同で

作成する枠組みを構築していく必要がある。 

 

 

 

  この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 
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