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【要 約】 

 
技術立国を目指すわが国では技術開発力の強化とともに科学技術人材の育成が重要課題

になっている。また、技術の高度化・複雑化につれて技術者業務は多岐にわたり、活動拠

点も全地球的になった。 
本報告書はものづくり尊重社会の構築に向けて、ものづくり技術者に求められる資質に

関して考察し、新しいものづくり中核人材に求められる技術者を客観的、定量的に評価す

る「ものづくり技術指標」を策定するため、次の項目について調査し考究した。 
（１） 技術者の能力証明の一つは国内外の関連資格保有の有無である。ことに国際化する

に伴い、国際的に通用する資格が大切なものになってきた。そこで、国内外の技術

者資格に関して文献調査をした。 
（２） 同時に、技術者の当該技術に関する実務的能力の証明も併せて示さなければならな

い時代を迎えた。そこで、ヒアリング調査によって実情を調査した。そして技術指

標の考察の確立が急がれるものであることを考察した。 
 
１．調査研究の概要 
（１）調査研究の目的 
 本調査では新しいものづくり中核人材に求められる技術者を客観的、定量的に評価する

「ものづくり技術指標」を策定し、技術者が社会的に高い評価を得られる対策を検討する。  
 それにより優れた人材がものづくりに興味を示し、ものづくり人材確保につながること

を目的とする。 
（２）調査研究の概要 
 本年度は以下の調査検討に基づき「ものづくり技術指標」のいくつかの素案を策定した。 

① ものづくり評価基準策定に必要となるスキル評価の国内外文献資料の調査を行った。 
② 関連企業に対するヒアリング調査を行い、ものづくり基盤技術者として能力の整理

を行った。 
③ より幅広くスキル評価を可能とするための枠組み及び学習や業務経験の効果が反映

される評価方法を検討した。 
④ 中核人材を効果的に育成するための評価制度の構築に向けて今後の取組み方と 

検討すべき課題について提言としてまとめた。 
（３）調査研究の体制 
学識経験者によって構成される「ものづくり基盤技術者スキル評価に関する調査研究委員

会」を本会内に設置し調査研究を行った。 

本委員会は調査研究の方針を決定し、事業推進をするとともに作業内容の審議、承認

を行った。 



 

２． ものづくり技術者に求められる資質の調査 
 
（１）技術者を取り巻く環境 

技術者業務が国際化するに伴い、Professional Engineer（PE）、APEC-Engineer など国

際的に通用する資格が大切なものになってきた。同時に、資格をもつ個人の実務内容にお

ける水準または実務的能力の証明も併せて示さなければならない時代を迎えた。 
今日、技術の成果は益々高度かつ複雑化し、それを具体化するために多様な技術要目（要

素技術）が必要となり、技術者は日々それを更新しければ現代の要請に応えられなくなっ

た。同時に、技術者は技術要目の熟練度を第三者に分るように証明することが求められる

ようになった。 
一方、我が国の工業の現状に目を向けると今、低経済成長時代にあって、戦後の工業化

の担い手として活躍してきた熟練技術者群が第一線を引退しつつあるときである。加えて

人口動態を見ると少子高齢化が進み、生産人口が今後暫くは一層減少する傾向にある。 

すなわち今日、我が国技術者世界は「質的充実」と「量的充足」という双子の問題を抱

えている。 
 

（２） 技術者の社会的立場 

旧来の図式では、技術者は経営管理（経営目標）の道具であり従属的存在であった。そ

こでは多くは人格なき兵員であり、個を捨てる忍耐が求められ、わずかだけ個人的願望を

持つことが許され、虐げられる寂しき没個性的存在であった。 
例えば大企業では新工学部卒を大量に採用し、社内教育によって好みの企業戦士に育成

する。戦士の貢献に対する恩賞として、好むと好まざるにかかわらず主に昇進昇格（格付

け）や管理職位で処遇（稀に成功報酬）された。元来宗教観に乏しい社会風土の中にある

人が個を確立できないままでは、技術者倫理や企業倫理などの意識が強く育つはずもなく、

時には企業不祥事に巻き込まれることも少なくない。 

このような大勢では、技術者個人が経営管理のくびきから解放されるには、異端視され

ても退社して、独立（起業）、転職個人営業、派遣技術者登録などをするしかない。しかし

それが栄光への脱出か否かは結果論になる。辛抱が美徳・転職が悪という社会常識が強い

時代には、その数は極めて少ないものであった。 

近年の図式では、主流は未だ上述のままであるが、新たな潮流が見られる。すなわち、

意識の強い技術者は職場（仕事）も個の実現手段として、主体的存在であろうとする。豊

かで平和な社会の枠内ではあるが、その価値観に合わなければ、ためらいなく現実のしが

らみを絶ち、例えば、人生の夢と働き甲斐を求めて起業家を目指し、また自己実現を求め

て個人営業／派遣技術者（限定的主体性）を目指す。時には生活の糧があればよいとして

虚無的、消極的とも見える日雇い技術者であろうとする。今日の高い早期離職率の原因の



一つに、このような考え方の人々の割合が急速に増えてきたこともあろう。 
 

（３） 技術者と技能者 

両者の役割区分は、必ずしも明瞭でない面がある。従業員数も多く職務分掌の明快な大

規模製造企業においては、両者の役割は比較的ハッキリしている。しかし、研究開発関連

部門、工務または生産機械や金型の保守部門の技術者は、技能的作業がかなり多い。 

従業員数の少ない多種変量部品生産の中規模企業においては、技術者も実際に機械運転

から製品検査まで行う。小規模企業においては、技能的技術に乏しいものが存在しうる余

地はなく、むしろ両者は渾然一体となって業務を遂行することが大切である（その中に、

経営・管理者が入ることも珍しくない）。 

したがって、技術者と技能者は仕事がかなり重なり合う部分が多く、両者を実態から区

別することは難しいところがあるが、ここでは次のように定義しておこう。 

技術者 engineer：特定の技術に関わる物事の遂行責任と指揮権限を持つ。占用机があり

企画に関与できる。 

技能者 technician：指揮監督下で具体的目標に向かって実現手段を提供。占用机なく労

働時間と処遇が密接に関係する。 
 

（４）わかりやすく自己評価しやすい役割表現の必要性 

よい就職先に入社した新進技術者は、社内研修（工場実習など）で、ものづくりの現場

をようやく肌で感じるようになる。その後、配属が決まっても大抵、具体的行動様式を示

されることがないため、「今日具体的に何をすればよいか」の確信を持てずにとまどうこと

になる。そして不器用で真面目な者ほど、「自分にはふさわしくない仕事ではないか」と悩

み、潜在的戦線離脱者となり、ついには早期に技術未熟のまま転職（退社）を考えるので

ある（上司とソリが合わない、仕事が自分に合わない、やりたいことができない…などの

形をとって）。 
例えば、多くの学生（工学部）は、窮屈な学生生活から脱皮して社会で羽ばたきたいと

思ってはいる。しかし、卒業後に居住する「技術の場」がほとんど分からないので、そこ

に飛び込む勇気が出ない（技術者教授が、かなりのエネルギーを投入してまれに蛮勇ある

者を送り出すに至る）。学生の工場見学やものづくり現場実習（インターン）は、技術者が

為すべき事柄をある程度推測でき有意義であるが、所詮お客さん扱いであり、技術を具体

的に把握できないまま終えるであろう。 
したがって、就職に当たって一般には、これまでの学校生活で得た経験から分る範囲の

「設計」「研究」「開発」などの部門、あるいはものづくり技術能力そのものを問われなさ

そうな「技術営業」「技術管理」などの部門で働くことを望む。「ものづくり基盤技術」ま

たは「製造現場技術」などを志すものは極めて少ない。 
技術に終点はなく日々進歩しなければならないことは確かであるが、誰もがいきなり技



術の最前線に立ち、指揮・判断しなければならない筈もない。むしろ、与えられた課題に

着実に対処し具体的結果を出すことが最優先で求められる。 

 

「技術者は何をするのか」または「技術者の普段の役割は何か」を具体的に明示し、「そ

れが遂行できれば、その段階の十分な技術レベルを達成している」である旨を周知させる

ことが大切である。技術者は、まず当該技術について、その段階（習熟度）のゴールテー

プ（目的達成）を切ることで、次の段階さらには別の技術にチャレンジする機会も持てる

ようになる。これにより、技術者は自ら主体的に継続学習（経験と知識の蓄積）できるこ

とにもつながる。 
 

（５）技術指標と技術練達 
様々の技術業にたずさわる技術者の能力すなわち技術の練達度は、どのように表される

べきであろうか。次は一つの試案である。 
① 専門技術要目とその内容（履修科目に相当）の設定 

専門分野ごとに専門技術要目（学科目を超える多様なもの、技術細目による）を定め、

要目ごとにⅠ基礎、Ⅱ展開、Ⅲ応用、Ⅳ先端の 4 段階を設定する。技術者派遣業界で一部

実施されている方式である。普遍性のある専門技術要目でなければならず、その認定が必

要である。 

専門技術要目の履修に当たっては、所属組織の論理（身分、職位、必要性）から離れな

ければ普遍的とはならない。また高度技術科学専門家、総合実践技術専門家、高度実践技

術専門家によらない。専門技術要目は常時開講され、履修要目数の上限や履修期限は設け

ない。技術者はその欲求に応じて自主的に履修するものとする。 

② 技術位の設定と授与 

主体技術者の力量証明の尺度として技位（技術位）を設定する。例えば、新進技術者、

研修技術者、登録技術者、指導技術者、元老技術者のように熟練に応じて授与される。こ

れは、工学士、修士、博士などの学位とは異なり、技術者の継続的能力向上を証明するも

のとする。 
 

（６）ものづくり基盤技術者増加へ向けての視点 

ものづくり基盤技術の持続的発展を考えるときに不可欠な視点は、それを担当できる技

術者の増強をどのように計るかである。このことは、どの時代でも共通する。ここで、「増」

は技術者数の量的拡大を意味し、「強」は技術者力量の向上を意味する。 

この観点から、表記についてそれぞれの視点からの提言をする。 

ただし、ものづくり基盤技術は知識経験や発見・発明だけでは形作られるものではなく、

諸科学の総合的成果と従来の開発経験を基に築かれて行くものであるから、一朝一夕に用

立てられるはずもなく、その限りでは即効的処方箋ではない。 



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。 

 特に、若者が夢を持って「ものづくり技術者」になり、「社会的に評価される技術者にな

る」ための施策、また、新しい人的資源（女性人材の活用、文系出身者でも技術者として

の活用など）確保のためのいくつかの提言を各委員の立場からまとめた。 

 

３．スキル評価に関する国内外文献資料調査 
 

これまでに各省庁や各地の商工会議所、あるいは民間研究機関などにより、技術者のス

キル・能力に関する多くの調査がなされてきた。ここではその取組みを概観するとともに、

企業が技術者に対してどのような能力を期待しているのかについて調査した。 
技術者の技術者資格制度には様々なものがあるが、ハード系の設計者が挑戦できる資格は数

が限られている。 

今 回 は 、 米 国 の PE （ Professional Engineer ） 、 PMP(Project Management Professional) 、

CMfgE(Certified Manufacturing Engineer)、日本の技術士、機械設計技術者について調査した。 

米国の資格制度に比較して、技術士を含めて日本の資格制度は、その要求する知識体

系が明確でなく、受験者が何を学べばいいのか明確でない、やや曖昧な制度となっている。

米国の資格制度では、その資格を取得するための様々なガイダンスやテキストが準備され

ており、学習しやすい仕組みが構築されている。 
 

４．関連企業に対するヒアリング調査 
 

 新しいものづくり中核人材の能力を評価し適正な処置を担保するための「ものづくり

評価指標」を策定するために、特徴ある中小企業１９社にヒアリング調査を行った。 
 今回の調査は、将来のものづくり産業を担う新しい人的資源の確保及び基盤技術者の

地位向上を目指し、今後のわが国の産業力をより強化する原動力のひとつになり、わが

国のものづくり産業の更なる飛躍になることを期待して「ものづくり評価指標」を策定

することを目的として行われた。 
 ヒアリングの内容は①技術者の資質向上（能力開発）に関して、②人材の流動化に関

して、③人材の採用および活用、④技術者を取り巻く環境の変化で技術者の資質向上に

影響するか、⑤技術者の技術指標の有無、⑥技術者の資質向上策に対しての要望など、

特に企業内においてすでに実施されている技術者の評価制度等の調査を行い、貴重なデ

ータが得られた。 
 
 
 



 
５．「ものづくり技術指標」試案 
 

技術指標の内容と熟練度の模式（試案）を表１にあげる。これは、機械設計技術、生産

管理など技術要目ごとに作られる。表の試案では、技術の段階がⅠからⅣに分けられ、そ

の段階ごとに熟練度が４水準設定されているので 16 項目ある。当該技術者は、自らの位置

をその中に発見できる。もちろん、技術者管理の一つの手段としても用いられよう。ただ

し、到達速度はファクターとして入っていない。それは、その技術者の置かれた場の処遇

に反映すべき技術遂行効率の問題である。 
表１ 技術指標の内容と熟練度の模式（試案） 

 熟練度１ 

   (Level-1) 

熟練度２ 

   (Level-2) 

熟練度３ 

   (Level-3) 

熟練度４ 

   (Level-4) 

Ⅰ役割の認識 

 

細部に至るまで

具体的指示を受

ける 

役割の位置づけ

ができ重要性を

認識 

課題を分析し作

業項目を具体化 

自ら課題の内容

項目の設定 

Ⅱ技術の遂行 

 

現場に受け入れ

られる作業指示

書をつくる 

関連部門と調整

をして遂行でき

る 

不測の事態に対

処して技術活動

を再び軌道に乗

せる 

自ら全工程をコ

ーディネートで

きる 

Ⅲ結果の解析 

 

正確なデータを

集計する 

視覚的に整理で

きる 

過去の実績、類似

技術活動を調査

研究できる 

問題点の発見・次

の展望が描ける 

Ⅳ成果の普及 

 

上長に報告 当該現場技術に

成果を説明し技

術改善できる 

後輩技術者に技

術を指導・伝承で

きる 

部門を代表して

発表・応答・提言

できる 

  
技術要目修得の評価と技術位の認定は、このような指標と熟練度で、正しくなさるべき

であろう。しかし現状では、ごく一部の技術者（上長）が部下のモチベーションを高める

ためにノウハウの形で独自に行っているだけと思われる。技術分野ごとに技術要目ならび

に技術指標基本表を確立するためには、技術の現場に精通し、これを分析して、冷静に形

式知に作り上げる地道な努力が必要である。 
なお一般化には、なるべく技術分野、製品種類、製造工程が異なっても通じるような用

語で表すことは、比較対照に便利であり好ましかろう。この報告は、主に機械工業関連に

おけるものづくり基盤技術について調査研究したにすぎない。 
 

 
 
 
 



６．技術指標の確立に向けて（提言）―まとめー 
 

技術の高度化・複雑化につれて技術者業務は多岐にわたり、活動拠点も全地球的になっ

た。本委員会では、次の項目について調査し考究した。 
① 術者の能力証明の一つは国内外の関連資格保有の有無である。ことに国際化する 

に伴い、国際的に通用する資格が大切なものになってきた。そこで、国内外の技術 
者資格に関して文献調査をした。 

② 時に、技術者の当該技術に関する実務的能力の証明も併せて示さなければならな

い時代を迎えた。そこで、ヒアリング調査によって実情を調査した。そして技術

指標の考察の確立が急がれるものであることを考察した。 

  今回の調査研究の結果、得られた見解をまとめると次のようになる。 
（１） 技術者の力量を示すために技術位制度の設定が望ましいこと、技術者素養とともに

当該技術の項目（技術要目）の内容を具体的に表す「技術指標と熟練度」が必要で

あることを明らかにし、その定義として試案を示した。ここで、技術指標とは技術

の属性を現し、熟練度とは技術水準（難易）を表す概念である。 

（２） 技術者の力量証明の尺度として、技位（技術位）を設定する。例えば、新進技術者、

研修技術者、登録技術者、指導技術者、元老技術者のように、その技術者の熟練に

応じて授与される。これは、請け負う仕事の大きさや難易と連動し、技術者の継続

的能力向上を証明するものでもある。また、成果・業績（の経歴）に対して技術敬

称にもなり、多くの技術者に目標と励ましを与えることになろう。 

（３） 技術者の態様で技術業の遂行能力が異なるので、高度科学技術専門家とともに総合

実践技術専門家が遇されることが大切である。双方とも技術業遂行に重要な役割を

果たす。それゆえ、技術者の力量評価は、ａ）技術総合型（裾野型）と b）技術特

化型（高峰型）で平等に行われ、ともに尊敬されるようにしなければならない。 

（４） 技術指標と熟練度の試案では、当該技術の段階をⅠからⅣに分け、その段階ごとに

熟練度が４水準設定されているので、合計１６の位置づけがある。技術者は、自ら

の位置をその中に見出すことができる。 

（５） ものづくり基盤技術に強く関わる企業（主に機械系）技術部門のリーダーに対して

訪問調査を行った結果、何らかの技術指標を持って技術者育成に用いている企業は

ごく少数にとどまり、大多数は持たないもののその必要性を認識し、具体的によい

ものがあれば積極的に取りいれたいと答えている。ほとんどが権威ある技術指標の

設定およびその普遍化に対して強い期待を寄せた。 

（６） 技術指標と熟練度が示されると、我が国技術者世界が現実に抱える「質的充実」と

「量的充足」という双子の問題をかなり解決することにもなると考える。すなわち

技術があいまいでない分りやすい表現になるので、多くの人が参入しやすくなるで

あろう。 



（７） このような一種のものづくり技術業の情報発信は、熟練技術者群が第一線を引退し

つつあること、伝統的企業内教育機会の減少（即戦的能力保持者への期待）、技術

者の意欲の向上（技術者の主体的継続学習）、技術者の社会的地位の向上（尊敬と

評価）、ことに人材層が薄い中小規模企業の技術者の能力向上指針（技術経営と技

術者教育の方向）、個人生活と組織忠誠心の力関係の変化（個人的視点での幸福感

の演出）、少子高齢化社会の到来に伴う伝統的技術者資源（大学等への志願者）の

縮小、女性・外国人・異分野人材・未就職若者の更なる活用、学生・生徒の呼び込

みやすさ（ものづくり基盤技術／製造現場技術への志望者増加）、新進技術者の向

かう方向（技術業への早期導入）、早期離職者の防止、人材流動化に伴う技術者力

量の客観的証明、などに対して有効に用いることができよう。 

（８） 技術要目修得の評価と技術位の認定は、このような指標と熟練度で、普遍的価値を

主張できるようになさるべきである。また一般化するには、なるべく技術分野が異

なっても通じる用語で表す必要もある。一つの技術分野でも技術要目ならびに技術

指標基本表を作成する作業は、設計、製品、工程、管理、企画など様々な業務に渡

らなければならないので必ずしも簡単なものではなく、その確立のためには、技能

を含む技術業のものづくり現場に精通し、これを分析して、冷静に作り上げる地道

な努力が当分の間必要である。 

（９） このような作業を推進するため、また技術位の認証・発行ならびに技術要目（技術

指標）と技術者継続学習実践の認定、さらには普及と社会的認知を計るために、た

とえば技術者継続教育機構（仮称）のような、強力な体制の構築が必要である。 

 上記のまとめを受けて、調査研究委員会は、関係者に次を提言する。 

 

提   言 

 

我が国が科学技術立国として次の展開を図るために、技術者の質と量の充実が大切であ

り急務である。それには技術者の力量の評価と技術業の分りやすさが必要になる。技術位

の設定と授与、そのために必要な技術要目とその内容（技術指標と熟練度）の設定ならび

に普遍化・普及・実践のために様々の活動を総合的に取り扱う権威ある組織が必要である。   

 

このような業務を推進するために、例えば技術者継続教育認定機関／機構（仮称）のよ

うな体制の早期確立を関係者に要請する。 
  

  この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです 
 

 
                                    

 
 


