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〔要約〕 

わが国製造業の競争力はその多くを現場が担ってきたが、若年労働力の減少と製造業離

れ、団塊の世代の大量退職、景気後退期における人員削減や外部人材※への依存などが、

現場のものづくり力を損ね、中長期的にみた製造業の競争力の維持・強化や産業安全を脅

かしているとの指摘がある。 

本報告書は、こうした問題意識の下、これらにかかる製造業における人材問題の現状お

よび取組課題を明らかにするために、製造業企業を対象に行った実態調査の結果をとりま

とめたものである。 

 

１．ものづくり人材の状況  

ものづくり人材をとりまく現状と課題について、既存統計や文献を用い概観した。 

製造現場への新規学卒入職者は平成 14 年以降、減少傾向にあり、新規学卒者の製造業へ

の入職割合も減少しており、若年者のものづくり離れの傾向が顕著である。求人・求職間

のミスマッチも大きく、29 歳以下の者の職業別求人求職状況をみると大幅な求人超過とな

っている。多くの現場が若年技能労働者について不足感を抱いており、高齢化とあいまっ

て技能の伝承に不安がもたれている。 

一方、我が国製造業の生産現場では、請負・業務委託など外部人材の活用が拡大してい

る。2004 年からは、３月１日より施行された改正労働者派遣法により、物の製造業務への

派遣が解禁されたこともあり、派遣人材の活用も進展してきている。 

しかしながら、ものづくり現場での外部人材の活用の進展については、人材育成（技能

継承）や、品質管理の面から懸念する声もある。 

 

―――――――――――――――――――― 

※本稿では、製造業企業において直接雇用される正規従業員、パートタイマーや期間工等

の非正規従業員に対し、間接雇用である派遣労働者･業務請負労働者を「外部人材」と称

している。また、人材派遣会社・業務請負会社を「人材会社」または外部人材の「ベン

ダー企業」、外部人材を活用するメーカー等をユーザー企業としている。 



２．アンケート調査結果の概要  

１．でみてきたような状況や問題を踏まえ、これらにかかる製造業企業における人材問

題の現状および取組課題を把握し、競争力強化と人材問題の緩和に資するような制度のあ

り方等についての考えを尋ねるために、製造業企業を対象にアンケート調査を行った。 

 

（１）調査の概要 

アンケートは、全国の製造業企業を対象とし、業種・規模のばらつきに配慮して 4500

社を無作為に抽出して行った。調査対象企業の人事担当部門長に宛てて調査票を送付し、

製造部門に外部人材（派遣労働者・業務請負労働者）のいる工場の責任者に回答いただく

よう調査票の回送を依頼した（該当する工場が複数ある場合は、貴社の典型的な製品を製

造する工場を選定するよう指示）。有効回収率は 12.9%（有効回収数 580 票）であった。 

回答企業（工場）の企業属性としては、業種については、「生活系」、「素材系」、「機械系」

がほぼ３分の１ずつを占めた。企業規模については、「99 人以下」、｢100～299 人｣、「300

人以上」がほぼ３分の１ずつの割合となっている。外部人材が国内の研究開発・設計部門

ないし製造部門に「いる」と答えた企業（以下、外部人材活用企業）についてみると、「機

械系」や規模の大きい企業の割合が大きくなっている。 

 

（２）国内生産に係る現状と課題 

外部人材活用企業（工場）は、国内向けのみ、ないし主として国内向けに主要製品を生

産しているという企業が 78.0％を占め、海外向け主体という企業は僅かである。 

主要製品について国内生産を継続していくための課題としては、「製造コストを引き下げ

ること」を挙げる企業が 90.8％と大半を占め、「技術・技能の伝承を行うこと」、「生産技

術を高度化すること」も過半数が挙げている。 

 

（３）外部人材の活用状況 

回答企業のうち、製造派遣労働者がいる企業は 76.0％、請負労働者がいる企業は 29.6％

である。製造工程の全従業員に占める割合は、製造派遣労働者は平均 12.3％（最小 0.0％、

最大 100.0％）、請負労働者は平均 7.4％（最小 0.0％、最大 95.2％）であった。 

各従業員の人数の３年後の見通しについては、正規従業員、パートタイマー、製造派遣

労働者については「横ばい」が最も多く、期間工、請負労働者、外国人研修・技能実習生

については「わからない」に次いで「横ばい」が多い。また、正規従業員、期間工、パー

トタイマー、外国人研修・技能実習生については「増加する」が「減少する」を上回って



おり、逆に製造派遣労働者、請負労働者については「減少する」のほうが多くなっている。 

製造工程ないし研究開発・設計部門に外部人材が「いる」企業（各 59.7％、17.6％）に

ついてみると、外部人材を活用している業務としては、「加工・組立・充てん」（79.9％）

が多く、「製品の検査・点検」39.9％、「包装・梱包」39.1％も比較的多くなっている。 

 

（４）ものづくりと外部人材活用の課題 

①請負適正化指導への対応 

ものの製造における外部人材の活用については、2005 年より、いわゆる｢偽装請負｣の防

止と請負の適正化を目的に労働局の立入・指導の徹底が図られているが、そのことへの対

応としては「請負から派遣への切り換え」を行ったところが 64.1％を占めて多く、「外部

人材から直接雇用（正社員）への切り換え」21.7％、「外部人材から直接雇用（有期契約労

働者）への切り換え」14.5％が次いでいる（「もともと製造工程に請負労働者はいない」

（20.9％）を除く割合）。 

 

②製造派遣の場合の期間の上限について 

製造派遣の場合、派遣期間の上限（３年）を超えると派遣先企業に直接雇用の申し入れ

義務が発生し、また、３カ月超のクーリング（中断）期間を置かない限り、同じ業務では

（たとえ派遣労働者を別の人に替えても）、派遣労働者を受け入れることはできないとされ

ている。このことについて、(i)製造派遣を活用した場合（現在の活用の有無にかかわらず）、

３年後に直接雇用の申し入れはできるか尋ねたところ、「その時になってみないとわからな

い」という企業が 62.6％を占め、「できる」は 19.0％、「困難である」は 16.8％であった。 

次いで、(ii)「困難である」という企業にどのように対応するつもりかを尋ねたところ、

「業務を変えて、引き続き派遣を活用する」26.7％、「３年経った時点で派遣契約を打ち切

る」25.0％、「いったん派遣を打ち切り、クーリング期間後に再び活用する」25.0％、「そ

もそも派遣を使わないようにする」21.7％となった。 

さらに、(iii)「困難である」と答えた企業に対し、３年間活用した派遣労働者について、

直接雇用への切り替えができない理由を尋ねたところ、「生産変動への対応が困難」

（61.7％）、「コストアップになる」（60.0％）とする企業が多く、「増員分の仕事量を確保

していかれるか不安」（36.7％）も比較的多くなっている。 

 

③外部人材の必要性について 

◆必要不可欠か 



国内で生産活動を行う上で外部人材（製造派遣・請負）は必要不可欠かどうかについて

は、52.8％の企業が「無しには生産が立ちゆかない」としている。「痛みは伴うが何とかな

る」という企業は 34.1％、「無くても全く困らない」とする企業は 12.6％であった。 

◆定常的か一時的か 

外部人材を「定常的に必要」とする企業が 55.9％と過半数を占め、「一時的に必要」と

する企業 36.9％を上回っている。「無くても全く困らない」とする企業は 6.4％であった 

◆必要とする理由 

「生産変動への対応として」を挙げる企業が 73.2％と多く、「労働力を集める手段とし

て」を挙げる企業も 57.0％と過半数を占めている。「人件費抑制の手段として」40.8％、「将

来の雇用リスク(解雇コスト)を避ける方策として」29.9％を挙げる企業も比較的多い。 

 

（５）競争力強化と人材問題に資する制度のあり方について 

自社（工場）における雇用拡大や競争力強化に役立つ雇用形態や制度としては、「製造派

遣についての期間上限の撤廃」を挙げる企業（63.4％）が他に抜きんでて多く、一方、「期

間上限の延長」を挙げる企業は 24.3％であった。期間上限の撤廃に次いでは、「正社員に

ついての解雇規制の緩和（金銭的解決）」36.0％、「外国人技能実習生の受入緩和（期間延

長､人数枠拡大､再技能実習制度創設等）」34.1％、「製造現場についての外国人労働者の受

入れ解禁」32.4％が多く、「ユーザー企業出向者による請負スタッフへの技能移転の容認」

26.5％、「ユーザー企業と人材会社による労働者の共同雇用（PEO､VOP）容認」26.3％も比

較的多くなっている。 

一方、こうした制度が利用可能になった場合に実際に活用したいものとしては、「製造派

遣についての期間上限の撤廃」を挙げる企業が 38.5％と最も多く、「外国人技能実習生の

受入緩和（期間延長､人数枠拡大､再技能実習制度創設等）」18.7％がこれに次いでいる。 

外部人材の活用に関して労働省告示 37 号（労働者派遣事業と請負により行われる事業と

の区分に関する基準を定める告示）を見直し、業務請負事業であっても、ユーザー企業に

よる直接的な指揮命令が可能になるようにした場合、自社および自工場は、外部人材につ

いて一定の使用者責任を負うつもりがあるかを尋ねたところ、「責任の内容にもよるが、労

働者の使用者として、派遣元・請負元とともに、今以上に一定の責任を負っていくことは

考えられる」という企業が過半数の 56.4％を占めて多い。一方、「労働者の使用者責任は

派遣元・請負元が負うべきであり、責任の内容によらず、派遣先・請負先が今以上に使用

者責任を負うことは考えられない」（19.6％）、「わからない」（19.0％）という企業も各２

割弱あった。 



３．インタビュー調査結果の概要  

（１）調査の概要 

２．のアンケート調査に回答した企業のうち、インタビューにも協力可能とした企業の

なかから、回答傾向により、競争力強化と国内雇用の両立や人材問題等について典型的な

課題を持つ、ないし課題に取り組んでいると思われる企業数社に電話にてインタビューを

申し込み、３社からの回答を得た。 

 

（２）国内生産に係る現状と課題 

 インタビューを実施した３社中、２社は海外にも生産拠点を保有しているが、基本的に

はどの会社も国内生産工場はマザー工場として重視している。国内に残る生産工場は付加

価値の高いものづくりを担うだけに生産変動が激しく、それ故、各社とも派遣・請負とい

った外部人材を活用している。 

ただし、国内で生産工場を維持する上で、各社とも「少子高齢化の進展」「若者の製造業

離れ」から製造業への入職者が減少することへの懸念を強めている。2007 年からは団塊世

代の大量退職が始まり、労働市場から流出していく数よりも、新卒として流入してくる数

が圧倒的に少ないという状況に置かれる中、製造現場における中長期的な人材確保に危機

感がある。 

 

（３）外部人材の活用状況 

外部人材を活用している主たる理由は、「生産変動への対応」、「コストの削減」となって

いる。この２つの理由は相互に関連性があり、電機業界のように生産量や生産品目の変動

が激しい業界ではピーク時に合わせて人材を雇用するわけにはいかず、生産需給に柔軟に

対応できる体制を維持するには外部人材の活用は欠かせないものとなっており、それが固

定費を押し下げコストダウンにもつながっている。 

また、外部人材の活用は、「人材確保の手段」としても機能している。団塊世代の一斉退

職という 2007 年問題や少子化の進展により、製造業の現場では中長期的な人材確保を重視

しているが、一方で、若者の製造業離れが指摘されるように、欲しい人材がなかなか確保

できない現状に直面している。外部人材の活用は、正社員はもちろん、パートやアルバイ

トなどの直接雇用では賄えない当面必要な労働力の不足分を補う手段として、企業にとっ

て必要不可欠なものとなっている。 

 

（４）ものづくりと外部人材活用の課題 



「請負」と「派遣」の使い分けは、法律に即した運用を意識して、業務の内容よりも「期

間」、「場（指揮命令の有無）」、「ロット」により使い分けているケースが多い。すなわち、

３年未満の期間限定の場合は派遣を活用し、長期が前提の場合は請負を活用する。また、

ある程度業務がまとまって存在し、ユーザーによる指揮命令を必要としない業務は請負を

活用し、業務が社員の仕事の中に点在し、社員による指揮命令を排除しにくい場合は派遣

を活用する。さらには、何百人と大量に外部人材を活用する場合は手続きや管理コスト面

から有利な請負を活用するといった、外部人材のロットによる使い分けもなされている。 

「請負」や「派遣」に対しては、安全教育は社員同様に実施するが、それ以外の教育訓

練は特段実施していない。教育訓練はやはり社員に対して実施するもので、外部人材につ

いては請負企業や派遣元企業の責任で実施するもの、との考え方が主流となっている。 

 

（５）競争力強化と人材問題に資する制度のあり方について 

外部人材の活用度合いは業種による違いもあり、かつ、同一業種でも生産品目や事業内

容により異なるが、外部人材を活用せずには業務が立ちゆかないという企業も少なくない。

こうした企業においては、「派遣期間の上限撤廃」や「請負における指揮命令の緩和」を求

めている。地域限定正社員という形で正社員の流動化を促すよりも、現在の製造業の生産

現場の実態に即した外部人材の活用を可能とする方向へのニーズが高い。また、中長期的

に製造現場での労働力不足が懸念されることから、外国人労働力の活用に対するニーズも

高くなっている。 

 

４．今後の方向性についての検討 

（１）ものづくり人材問題の現状と取組課題 

各種文献・統計調査および本調査事業において行った企業アンケート調査、インタビュ

ー調査から、以下のような現状と取組課題がうかびあがった。 

・製造業への若年入職者の減少 

 ・長引く不景気を背景に、製造業が大卒は一定数の確保を図りつつ、高卒を中心に大幅

に採用を抑制してきたことにも起因する 

 ・若年者の製造業離れが進展し、20 歳代で有効求職と有効求人のギャップが顕在化 

・働き方の多様化のなかでの非正規社員の増加 

 ・全ての職業において、2003 年以降、正規職員・従業員割合が減少する一方、派遣・契

約・嘱託等の割合が増加。特に若年層において、非正規社員として働く人の割合が増

えている 



 ・非正規社員割合の増加要因としては、業種によらず「労務コスト削減のため」が最多 

・製造業では「将来の見通しが立たず正社員を採用できないため」という理由が多い 

・機械関連製造業は、物の製造を行う請負労働者数が特に多い（2004 年で 51 万人） 

・活用の理由（請負）：フレキシビリティ、コスト 

・請負活用の目的は、「業務量の一時的・季節的増減対応」「部門の人件費節約」「正社員

を増やさずに要員確保」が主 

・製品サイクルが早いほど、先の見通しが立てにくいほど、請負労働者の比率が高い 

・請負増加のデメリット：ユーザーにおけるノウハウ蓄積・伝承 

・請負労働者が増えることによる職場へのマイナスの影響としては、「新人正社員を増や

すことができない」「ノウハウの蓄積・伝承が難しくなった」「請負労働者の教育訓練

の負担が増えた」等が挙げられている 

・定着率向上が鍵 

・請負スタッフの人事労務管理にあたり今後重視する事項としては、「定着率の改善」

「モラール・仕事意識の向上」「現場管理者・営業社員の人事管理能力の向上」等が

挙げられる 

 

（２）競争力強化と人材問題に資する制度のあり方について 

アンケート調査やインタビュー調査を通じ、競争力強化と人材問題に資する制度のあり

方について、企業のニーズや意見等の把握を行った。 

 

主なニーズ・意見は下記のとおりである。 

・ 主要製品の国内生産を継続していくには、「製造コストを引き下げること」（90.8％）、

「技術・技能の伝承を行うこと」（57.5％）、「生産技術を高度化すること」（55.3％）

が課題であるとする企業が多い 

・ 「（外部人材）無しには生産が立ちゆかない」、「（外部人材は一時的でなく）定常的に

必要」という企業がそれぞれ過半数 

・ 外部人材が必要な理由としては、「生産変動への対応」（約７割）が最多だが、「労働力

を集める手段」、「人件費抑制の手段」としても機能 

・ 請負適正化に向けた指導強化に対しては、「請負から派遣への切り換え」を行った企業

が 54.5％と最多。ただし、製造派遣について３年後に直接雇用の申し入れが「できる」

企業は 19.0％。「その時になってみないとわからない」が 60％強を占め、「困難である」

も 16.8％ 



・ 切り替えが困難な場合の対応としては、「業務を変えて、引き続き派遣を活用する」

（26.7％）ほか、「３年経った時点で派遣契約を打ち切る」（25.0％）、「いったん派遣

を打ち切り、クーリング期間後に再び活用する」（25.0％）、「そもそも派遣を使わない

ようにする」（21.7％）など 

・ 自社（工場）の雇用拡大や競争力強化に役立つ雇用形態としては、「製造派遣について

の期間上限の撤廃」（63.4％）を望む企業が多い。期間上限の撤廃のほうが上限延長

（24.3％）よりニーズが高くなっている 

・ 「製造派遣についての期間上限の撤廃」に次いでは、「外国人技能実習生の受入緩和（期

間延長､人数枠拡大､再技能実習制度創設等）」（34.1％）、「製造現場についての外国人

労働者の受入れ解禁」（32.4％）が多い 

・ 実際に自社（工場）で利用したいものとしても、「製造派遣についての期間上限の撤廃」

（38.5％）が最多。これに次いで「外国人技能実習生の受入緩和（期間延長､人数枠拡

大､再技能実習制度創設等）」（18.7％）が多い 

 

これらより、今後の制度のあり方について下記のような示唆が得られた。 

・ 生産変動に対応し、コストの抑制にもなる外部人材の活用は、一時的ではなく定常的

に必要なものとなっている。製造業の競争力強化と国内雇用創出のために、派遣、請

負の適正な発展が必要ではないか 

・ 派遣、請負という働き方は若年者が製造現場に入職するきっかけを与えており、継続

的にものづくり人材として技能形成が図れればで、ものづくり人材問題の緩和に資す

ることができるのではないか 

・ ３年後の直接雇用の申し入れに向けた対応がなされないまま、請負から派遣への切り

替えが進むと、かえって派遣、請負労働者の雇用が不安定化するおそれがあるのでは

ないか  

・ ものの製造における派遣や請負がユーザーにとって使いにくいものになると、外国人

研修・技能実習制度を制度本来の趣旨から外れて利用しようという企業や、製造現場

への外国人労働者の受入れ解禁に活路を見出そうとする企業が増えるのではないか 

 

（３）今後の方向性の検討 

 アンケート調査やインタビュー調査結果を通じて得られた企業のニーズや意見等を踏ま

え、競争力強化と人材問題の解決に向けた今後の方向性について検討を行った。 

 



５．まとめと今後の課題  

本年度の調査研究結果として、下記のようにとりまとめた。 

 

■製造業の競争力強化と外部人材の活用（現状認識） 

 グローバル競争がより一層の厳しさを増す中、製造業の国内立地を確保し競争力強

化を図っていくためには、製造基盤産業としての製造派遣・請負業等の適切な発展

が必要ではないか 

 製品・技術のライフサイクルの短縮化等が進展する中で、生産のフレキシビリティ

を確保するために、外部人材へのニーズは一時的でなく定常的なものとなっている

のではないか 

■製造業における人材問題の解決に向けた方向性 

 外部人材の中には、派遣会社・請負会社に常用雇用されている労働者も少なくない。

派遣・請負労働等を安定的な働き方の一つとして位置付け直すべきではないか。そ

のためにも、人材会社においては常用雇用を増やしていく努力をすべきではないか 

 派遣については、派遣会社において常用雇用されている場合は、ユーザー企業にお

ける派遣期間の上限規制をはずしてもよいのではないか 

 請負契約には、請負会社へのノウハウの蓄積、改善に向けたインセンティブ、労働

者の技能の蓄積といったメリットがあることから、ものづくりにおける請負の役割

を正当に評価すべきではないか 

■取組課題（外部人材のベンダー企業:派遣・請負会社） 

 以上のような主張をするためにも、派遣・請負といった働き方が世の中に肯定的に

受け入れられていく必要がある。そのためには、派遣・請負会社および業界自身に

よる自主規制を含むいっそうの努力が必要ではないか 

・法令遵守・適切な雇用管理 

・社会保険への原則加入 

・労働者のエンプロイヤビリティ向上（能力開発、正社員登用の促進等） 

・適正化のための自主規制／等 

■取組課題（外部人材のユーザー企業:メーカー等） 

 ユーザーにおいて３年を超えて存続するような業務であって、指揮命令が必要なも

のについては、派遣から直接雇用に切り替えることを前提に、３年のうちにユーザ

ーとしても外部人材の育成や技能継承に努めるべきではないか 

 ３年を超えて外部人材を活用したい場合には、請負を活用できるよう、３年のうち



に、当該業務を指揮命令を必要としないものとするための取り組み、業務の切り分

けのほか、高度な業務が行えるような請負会社の育成にも努めるべきではないか 

 ユーザーにおいても、外部人材やベンダー企業をコスト削減の手段とみるだけでな

く、現場のものづくり力の維持・発展を図るとの観点から、 

・外部人材の能力開発、処遇（評価）、エンプロイヤビリティ向上、 

安定的な雇用（常用雇用）への移行についての取り組み、支援等 

・製造のプロとしての力をもった請負会社の育成 

（本来の製造業務請負ができる力を持った事業者の育成、長期的 

な観点に立った取引関係・信頼関係の構築等） 

等について、人材会社との連携・協力の下に行っていくことが必要ではないか 

 

おわりに 

機械関連製造業は、製造業のなかでも、ものの製造を行う請負労働者の数が多く、外部

人材の活用が進展している業種のひとつである。外部人材の活用については、製品の質の

低下や、現場固有の技能・ノウハウの蓄積、伝承を困難にすること等を懸念する声もある

が、調査からは、グローバル競争が激しさを増すなかでわが国製造業が競争力をもって国

内生産を行っていく上でも、ものづくり人材を確保する上でも、外部人材の活用は重要な

役割を担っていることがわかった。また、請負の適正化に向けた指導が強化されるなか、

請負を製造派遣に切り替えるところが多くなっているが、３年後の直接雇用の申し入れに

向けた対応がなされないまま切り替えが進むと、国内生産に影響が生じるばかりでなく、

かえって派遣、請負労働者の雇用が不安定化するおそれがあるとの示唆が得られた。いわ

ゆる「偽装請負」など、労働者の福祉の低下や、公正な競争ルールの下での企業活動の妨

げになるような不正は正されなくてはならないが、中長期的にみたわが国製造業の競争力

強化と良質な国内雇用の維持拡大の観点から、望ましい法制度やその運用を考えることも

必要であろう。本調査事業では、アンケートやインタビュー調査により、人材問題の現状

と課題、競争力強化に資する外部人材活用のあり方を探り、それを踏まえて今後の方向性

を検討した。今回の調査が、機械工業に係わる技術開発に多少なりとも貢献することがで

きれば幸いである。 
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