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２．調査の目的  

   近畿地域機械産業の国際競争力を強化するため、イノベーションによる新産業  

分野への展開と新製品・高付加価値製品の創出に向けた新たな展開を担う研究開発

者および技術者･技能者、ならびに研究開発成果を産学･産産連携活動を通じて事業

に結実させるコーディネーターの育成の在り方を調査する。 

 

 



３．調査活動の経緯 

   「研究開発者」、「技術者･技能者」、「コーディネーター」育成に関する企業の対応の

現状と課題を把握するため、295 社を対象にアンケート調査、21 社を対象にヒアリ

ング調査を実施し、各企業における人材の育成ニーズ、求められる人材像、育成制

度・方法ならびに育成の教育成果などの現状を整理分析するとともに、調査専門部

会においてアンケート・ヒアリング調査の結果を踏まえ、各人材の育成の在り方に

ついて検討を行った。 

 

４．調査結果の概要 

４．１ 「研究開発者」 

４．１．１ 「育成ニーズ」および「求める人材像」 

  大多数の企業は、「研究開発者」を活発に育成しなければならないと認識している。最

も「必要としている人材」は、企業規模に関係なく「高度な専門知識と広い視野の両方

を兼ね備える万能タイプ」としている。   

 

４．１．２ 「教育制度」および「方法」 

  資本金５０億円以上の殆どの企業が「研究開発者」を含む社員教育を行う制度を定め

て計画的な教育を行っているが、資本金５０億円未満の多くの企業では、教育制度を定

めているところは少ない。 

 多くの企業で「育成」の基本はＯＪＴであると言う意見が多い。また、多くの企業が

外部機関（大学、グループ内企業、グループ外企業）との共同研究を、自社の「研究開

発者」の育成のためのＯＪＴの一環として取り組んでいる。 

外部機関との共同研究は、単に研究開発の手段としての意味合いだけではなく、「研究

開発者」の育成方法としても重要視されている。この点は、資本金５０億円以下の企業

においても十分に認識されており、国内外の大学との共同研究を積極的に進めている企

業もある。 

 

４．１．３ 「教育の成果等」 

 資本金５０億円未満の多くの企業では、人的な余裕がないことから、業務が多忙にな

ると教育が計画とおりに進まないという問題を抱えている。 

資本金５０億円以上の企業では、計画的な教育を行っているにも関わらず「（教育成果

が）得られている」とする企業が少なく、特に資本金５００億円以上の企業においては、



「（教育成果の）評価は困難」とする意見もある。 

４．２ 「技術者・技能者」 

４．２．１ 「育成ニーズ」 

 調査に回答した全企業が「技術者・技能者」の育成の必要性を認識している。 

  「技術者・技能者」の育成に取り組む目的は、多くの企業が自社の「技術者・技能者」

の技術・技能の質的向上としている企業が多いが、資本金５０億円以上の企業では、製

造現場の「人員不足」の意見も比率が高くなっており、景気回復に伴い多忙になると有

能な「人員の不足」が顕著になっているものと考えられる。 

また、多くの企業で問題視されている「団塊世代の退職に伴う技能伝承の問題」につ

いては、企業規模に関係なく、機械製造業を中心とした過半数の企業で、「技能伝承の問

題」を抱えている。殆どの企業において、定年退職したＯＢ社員の再雇用を行って対処

しており、当面の問題は回避している。 

   

４．２．２ 「教育制度」および「方法」 

  資本金５０億円未満の企業では、「技術者・技能者」を含めた社員教育制度を定めてい

ないところが約半数近くにもなるが、資本金５０億円以上の企業では、例外なく全ての

企業が社員教育制度を定めて、計画的な社員教育を行っている。 

また、「技術者・技能者」の能力評価による資格・報酬制度については、「技術者・技

能者」の優れた能力を認定して「特別な資格・報酬」を与える制度を定めている企業は

全体としては少ない。ただ、資本金５０億円～５００億円の企業では、制度を定めてい

る企業が多く、社内に「技能伝承スクール（塾、道場と呼ぶ企業もある）」を開設し、優

れた技能者を認定し「マイスター」等の資格と報償金を与えている。 

資本金５０億円以上の企業では、生産のグローバル化の進展に伴って、急激な生産拠

点の海外シフトが進められていて、この海外工場の立ち上げや海外工事を指導できる優

秀な「技術者・技能者」が極端に不足してきているとの意見がある 

 

４．２．３ 「教育成果等」 

  資本金５０億円未満の大多数と５０億円～５００億円の半数の企業においては、様々

な教育への取り組みにも関わらず、「教育成果が十分に得られていない」と回答している。

資本金５０億円未満の会社では、人材の定着率の悪化や業務多忙の影響を理由としてい

る。 

 



４．３ 「コーディネーター」 

４．３．１ 「育成ニーズ」および「求める人材像」 

調査回答企業のうちで、「コーディネーター」（本調査では、企業が専任者として定め

たスペシャリストと規定）が実際にいる企業は、資本金５０億円以上の企業で５社であ

った。残る大多数の企業は、「実質的に兼務の担当者がコーディネート業務を行う」とい

う回答であり、社内的に「コーディネーター」という職務の位置づけが明確になってい

ない。 

専任の「コーディネーター」については、資本金５０億円以上の多くの企業では「必

要がある」と回答しているが、兼務の「コーディネーター」で良いとしている。また、

資本金５０億円以下の企業の中には、専任の「コーディネーター」の必要性を認めてい

るものの、人的な余裕がないために実現が困難であるとしている。 

  「コーディネーター」を必要とする業務については、企業規模に関係なく、多くの企

業では大学や他企業と関係する業務があるとしている。  

「コーディネート業務」を担当する人材の経験年数や所属については、各企業は、「コ

ーディネーター」は「研究開発部門」に所属する「ベテラン社員（１０年以上の経験）」

から登用すべきと考えている。実際、専任の「コーディネーター」を配属している５社

においても、このような人材が登用されている。 

 

４．３．２ 「教育制度」および「方法」 

  各企業の「コーディネーター」を育成するための教育制度の有無については、大多数

の企業は、「コーディネーター」を育成する教育制度を定めていない。専任の「コーディ

ネーター」が在籍している企業においても、自主的な勉強に任せるか、特別な教育は行

っていないとしている。しかし、「コーディネーター」の具体的な職務を、「技術の目利

き」の専門家として、これに必要な能力として技術経営（MOT）の基礎知識を想定して、

全ての担当者に大学の教育コースを受講させる制度を定めて計画的な育成を行っている

企業もある。 

「コーディネーター」育成の教育制度の必要性については、企業規模に関係なく、多

くの企業がその必要性を考えており、多くの企業で「技術者（研究開発者を含む）」の能

力を高めるためのものであるとしている。 

さらに、教育方法については、座学ではなく実務経験（ＯＪＴ）によらなければなら

ないとする意見もあり、各企業内で「コーディネーター」育成の方法に対する考え方も

定まっていない。 



４．３．３ 「その他」 

資本金が５０億円未満の企業から、以下のような意見も出されている。 

・「コーディネーター」を「コーディネート力のある研究開発リーダー」として考えて

おり、このような人材は必要である。 

・社外の技術者と上手に「コミュニケーション」できる能力を有した人材を育成する必

要性は感じている。 

・技術者が「コーディネート力（例、マネジメント力、コミュニケーション力等）」を身

に付けることは望ましい。あらゆる業務を通じそのような経験を積ませたい。 

 ・自社技術者の「マネジメント力」を向上させるための教育という意味で望ましい。 

 

４．４  人材育成の課題 

４．４．１ 「研究開発者」 

（１）資本金５０億円未満の企業では、社内教育の制度を未整備のところが多く、自社で

社員教育のための施設を持てないところが殆どであり、教育を外部に依存している。

また、人的に余裕がないことから、実業務が多忙になると教育が計画通りに進められ

ない。 

（２） 資本金５０億円以上の企業においては、しっかりとした社内教育制度を定めて、計

画的な教育を実施しているが、一方で、教育成果が十分に得られているとする意見が

少ない。 

 

４．４．２ 「技術者・技能者」 

（１）機械製造企業を中心に、「団塊世代の技術・技能継承者」である４０歳代後半～   

５０歳代前半の年齢層の人材が不足している。 

 

（２） 資本金５０億円未満の企業では、社内教育の制度が未整備のところが多く、また、

自社で社員教育のための施設を持てないところが殆どであり、教育を外部に依存して

いる。 

 

（３）資本金５０億円以上の企業では、生産のグローバル化の進展に伴って、急激な生産

拠点の海外シフトが進められていて、この海外工場の立ち上げや海外工事を指導でき

る優秀な「技術者・技能者」が不足している。 

 



４．４．３ 「コーディネーター」 

（１）企業規模に関係なく多くの企業では、「コーディネート業務」を技術者が兼務で担当

しており、社内的に「コーディネーター」という職務の位置づけが定まっていない。

また、各企業内で「コーディネーター」育成の方法に対する認識が不明確である。 

 

（２）資本金５０億円未満の企業の中には、専任の「コーディネーター」の必要性を認め

ているが、人的な余裕がないために実現が困難である。 

 

５．近畿地域機械産業における人材育成の目指すべき方向 

５．１｢研究開発者｣ 

（１）長期的な視点に立った効果的な教育の推進 

   各企業とも、長期的な視点に立って、高度な将来技術を担うことができる「研究開

発者」を育成する必要がある。このような人材を育成するためには、単に OFF－JT

による座学のみではなく、「産学」や「産産」連携のように大学や、異業種を含めた他

企業との共同研究実務を組み合わせた効果的な教育を検討し、自社独自の社内体制や

制度として確立させて、「高度な技術を身に付けた視野の広い研究開発者」を育成する

ことが重要であると考えられる。特に、資本金５０億円未満の企業においては、教育

ノウハウを保有する人材教育専門企業等を OFF-JT の場として活用し、計画的な育成

を行うことが必要であると考えられる。 

 

（２）教育成果を評価する定量的な仕組みの導入 

資本金５０億円以上の企業においては、自社内に総合的な教育制度を定めて、ＯＪ

ＴやＯＦＦ－ＪＴの教育を計画的に行っていても、その教育成果が十分に得られてい

ないとする企業が多い。特に、幾つかの企業では、具体的な評価が困難であるという

意見もあり、今後の「人材の高度化」を考えたときに、その教育の在り方・有効性を

論ずる上で重要なポイントと考えられる。このような観点から、制度を定めて教育を

行っている企業においては、教育の前後で「研究開発者」の能力がどのように伸長し

ているかを定量的に評価する制度を導入することで、教育の効果や今後の教育の方向

性を把握していくことが、高度人材を育成する仕組みとして重要であると思われる。 

 

 

 



５．２「技術者・技能者」 

（１）業界全体での「人財」活用の推進 

４０歳代後半～５０歳代前半の優秀な「技術者・技能者」は、近い将来に「団塊世

代」に代わる「技術・技能」の指導者として各企業での活躍が期待されると考えられ

るが、このような年齢層が不足している企業においては、早期に若年の年齢層の育成

を行うことが重要と思われ、その指導者不足を懸念する意見がある。  

この年齢層は、「団塊世代」の技術を継承する数少ない「人財」であることから、 既

に大企業の「研究開発者」を中心に行われているように、大学や公的施設、他の企業

への移動・交流を活発化させることが、次の世代の指導者層が広く分散することにな

り、近畿地域の機械産業全体にとっても望ましいと考えられる。 

     

（２）教育制度や施設の開放 

規模の小さな企業では、教育体制・施設に限界があることから、規模の大きな企業

のようなきめ細かな教育を計画的に進めることは困難であると考えられる。 この問

題を解決するためには、規模の大きな企業が保有する教育制度や施設等を広く関連業

界企業に開放して、人材育成に貢献することが望まれる。このような取り組みとして

は、相生市周辺の造船関連企業３０社が「技術研修センター」を設立して、業界一丸

となって次の世代の育成を行っている事例がある1)。 

 

1） 株式会社神戸新聞、HOME＞経済＞造船の技を後世に 相生・・・・・・， 

 入手先＜ http://www.kobe-np.co.jp/news/keizai/0000856641.shtml＞，（参照 

2008-3-10） 

 

（３）海外人材の活用 

海外の生産拠点の指導ができる優れた人材が不足しており、国内優秀な人材が海外

に赴任することによって国内の生産拠点に影響を与えるとする意見がある。この問題

を解決するためには、優れた技術・技能を保有している国内の技術者・技能者の中か

ら、海外勤務に対応できる資質を持った人材を抽出して教育を行うことが一般的な対

策と思われるが、長時間を要す方法であると考えられ、逆に、留学生や海外の大学を

卒業した優秀な技術者を採用して、国内工場で一定期間実務を経験させた後に、海外

拠点の指導者として派遣させる方法も考えられる。 

 



５．３ 「コーディネーター」 

（１）コーディネーターの職務分野の確立 

   各企業が活発な「産産連携」や「産学連携」を通じて技術開発を行っていくために

は、各企業内で「コーディネーター」の位置づけや具体的な職務を明確にし、「コーデ

ィネート業務」を確立する必要がある。また、専任者の選抜に加え、実務経験をベー

スとした教育制度・体制を整備し、スペシャリストを育成していくことが重要である。 

 

（２）コーディネート専門企業の活用等 

単独での研究開発力に限界がある規模の小さな企業においては、専任の「コーディ

ネーター」の在籍は望ましいと考えられるが、人的な余裕のない現状では、「兼務」以

外では、このような業務を担当することは困難であると考えられる。  

   この問題については、最近の動向として、一部の地域で始まっているように、規模

の小さな企業が共同で「コーディネート専門企業」を設立し、地域の小さな企業と他

の企業や大学等との技術連携により、新製品の開発を行ったり、「産学」連携の分野に

おいても、従来のコーディネート専門機関（ＴＬＯ等）の問題点を解決するために、

大学側から積極的に民間企業にアプローチするための「コーディネート専門企業」を

設立する動きがある。今後は、このような企業を活用することが有効な方法になると

考えられる。 

 


