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６．１０ 表面機能創成の最新技術 

［要約］ 

我が国工作機械産業が将来も継続的に国際競争力を維持・強化して行くには、次世代を

担う若く有為な人材を確保・育成していくことが必要不可欠である。 

本調査研究では、工作機械産業に若く有為な人材を確保するための具体的方法について

検討を行うとともに人材を確保するためのイベント等を企画・立案し、実行した。 

また、人材確保・育成に有効な手段とされるインターンシップ、共同研究、企業のエン

ジニア、技能者の大学への派遣等について大学側、企業側へのアンケート調査を実施し、

これらの有効な手段の現状の把握を行った。 

近年、大学では、機械工学や電気電子等モノづくりの“核”となる学部・学科の統合・

再編により、新卒大学生が専門的知識や技能を身につけていない等の問題点が指摘されて

いることを鑑み、大学の教育プログラムと産業界が新卒人材に求める知識・スキルとのギ

ャップに関する調査を行い、これらの現状の把握を行った。 

更に、工作機械（技術）の重要性、面白さ、楽しさを理工系学生を中心に十分に認識し

てもらうため、工作機械の最新技術動向調査を実施し、理工系の学部生でも分かり易くま

とめた。 

 

１．はじめに 

本調査は、工作機械産業が直面している人材不足を取り上げ、特に大学等の新卒人材

について、人材確保のための具体的方策について検討・実施するとともに今後の人材確

保・育成のための産学連携のあり方、方向性を明らかにすることを目的として「人材確

保研究会」を立ち上げ、関連の調査研究を実施したものである。 

人材確保のための具体的方策については、工作機械の重要性、工作機械技術の面白さ、

楽しさを理工系学生を中心に知ってもらうため「工作機械トップセミナー」を開催する

こととし、日時、場所、セミナーの構成、講演者の選択等について議論を行った。 

更に人材を確保・育成するために有効な手段とされる「インターンシップ」、「共同研

究」、「企業のエンジニアや技能者の大学への派遣」等について、大学側、企業側にそれ

ぞれアンケート調査を実施し、現状を把握するとともに有効な実施方法や大学側から企

業側、企業側から大学側への要望等について意見交換を行った。 

近年、大学における学部・学科の再編、統一により大学教育のカリキュラムが変更と

なり、学生が選択すべき科目の幅が広がったことにより、工作機械を始め機械系学生に

必要とされる専門的知識や技能を身につけていない、基礎工学に関するカリキュラムが
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教えるべき教員の不足でなくなりつつあるなどの問題点が指摘されており、工作機械分

野でどのような人材が必要とされているのかを知識・スキル要件で表現し、大学での教

育プログラムとのマッチング度合いについて（株）三菱総合研究所に委託し、調査を行

なった。 

調査を委託するにあたり、委託先の選定、研究者委員、企業側委員よりそれぞれの立

場において調査項目、調査内容等について議論した。 

また、工作機械は、典型的な設備機械であり、通常、機械工場に設置されているため、

一般の人には、馴染みのない機械でもある。このため、工作機械を知らない人も多く、

また、機械系の学生にも工作機械を知らない学生もいることを鑑み、最先端の工作機械

技術を紹介し、工作機械（技術）の重要性、面白さ、楽しさを知ってもらうことを目的

に日本機械学会に委託し、調査を行った。 

 調査を委託するにあたり、委託先の選定、調査項目等について議論した。 

 

２．研究組織 

  （社）日本工作機械工業会内に「人材確保研究会」を設け、工作機械関連の研究者及

び同会会員企業により調査研究を実施した。詳細は本編を参照。 

 

３．工作機械トップセミナーの開催 

 （社）日本工作機械工業会では、一昨年の第２３回国際工作機械見本市（JIMTOF）

において理工系学生を対象とした「工作機械インセンティブセミナー」を開催し、工作

機械産業の重要性、最先端工作機械の技術開発のやりがい・楽しさとそれらの事例等に

ついて講演を行い、参加者から好評を得ることができた。また、その効果もリクルート

活動状況にも現れており、工作機械メーカへの応募者、就職者が増加している。 

このような環境を継続的に維持し、更に多くの学生に工作機械産業について感心を持

っていただくため、人材確保研究会において、企画・立案し、工作機械メーカトップに

よる講演とものづくり企業の見学をセットにした「工作機械トップセミナー」を開催し

た。 

同セミナーは、平成１９年９月３日・４日の両日、山梨県富士吉田市「エバーグリー

ン富士」において、全国の大学から教職員・学生１９７名を無料招待し、工作機械関連

の研究者からの特別講演、自動車と工作機械の関わりについての講演、更に会員企業よ

り最先端の工作機械技術について講演を行い、参加学生、教職員から強い関心が寄せら

れた。セミナー終了後、懇親会では和やかな雰囲気の中で、会員、学生、教職員による
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活発な交流が行われた。（詳細は、本編参照） 

 

４．工作機械業界における人材確保育成に関するアンケート調査 

工作機械産業に若く有為な人材を確保していくためには、教育界と産業界が人材確保・

育成を共通課題として捉え、産学連携の体制を整備・強化していくことが重要である。 

 そこで、人材確保研究会では、人材確保・育成を考える上で有効な手段と言われている

インターンシップ、共同研究、企業のエンジニアの大学等への派遣等について、大学側、

企業側双方に対してアンケート調査を実施した。 

 

４．１ 工作機械業界における人材確保育成に関するアンケート調査（大学側） 

 近年、大学においては、学部、学科の統合・再編により、新卒大学生が機械の専門的知

識、技能が身についていないとの指摘もあり、本アンケート調査では、大学における工作

機械（生産加工）の授業の現状について調査を行うとともに人材を確保、育成していく上

で有効な手段についてアンケート調査を実施した。 

 アンケートの調査結果は、以下の通り。（詳細は、本編参照） 

Ⅰ.機械工学に関する学科名、学科の内容について 

   大学では、ほぼ半数の学校が名称変更が行なわれている結果となり、今後も学部・ 

学科の再編が進むことを考えあわせると「機械工学科」の名称が減少していくこと

が予想される。 

Ⅱ.生産加工・工作機械に関する授業について 

   生産加工・工作機械に関する授業（坐学）は、回答いただいた全ての学校で現状行

なわれていると言う結果となったが、過去５年間を見ると１４％の学校で授業数が

「減っている」という結果となった。 

Ⅲ.工作機械に関する実習授業について 

   工作機械に関する実習は、８０％の学校で行なわれているものの実習を行なってい

ない学校も２校あり、対応できる教員不足、学内の必要性の認識不足が理由として

挙げられている。 

Ⅳ.生産加工・工作機械関連授業の重要性について 

   回答の９０％は、生産加工・工作機械の重要性を認識しているものの、一方では、

回答の２５％は（重複回答有り）、再編の流れや学生の人気の変化により授業数の

減少は、止むを得ないと考えている。 

Ⅴ.インターンシップについて 
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  ほとんどの学校でインターンシップを既に実施しているとの結果となったが、参加 

者が少ないと言うコメントもあった。 

Ⅵ.教育人材について 

  企業からのエンジニアの派遣については、８０％の学校が希望している。授業内容

は、「工作機械及びその産業全般についての総論」、「工作機械の研究開発に関する内

容」等が上位を占めている。 

Ⅶ.産学共同研究について 

   共同研究を行っていない学校が６０％以上を占めており、今後、積極的な産学連携

の取り組みが必要性であることが伺える。 

 

４．２ 工作機械業界における人材確保育成に関するアンケート調査（企業側） 

 人材を確保、育成していく上で有効な手段について企業側の意見を収集するためアンケ

ート調査を実施した。 

 アンケートの調査結果は、以下の通り。（詳細は、本編参照） 

 Ⅰ．インターンシップについて 

   ８０％以上の企業で学生インターンシップを受け入れている結果となり、インター

ンシップの内容は、機械加工の補助、ＣＡＤ実習、設計業務の補助等が上位を占め

た。また、インターンシップのメリットとして自社のＰＲ、優秀な学生にアプロー

チが出来る、デメリットとしては、指導担当者の負担が大きい等が挙げられた。 

 Ⅱ．大学・高専との連携について（就職関連） 

学生確保に向けては、「学校に求職情報を流す」と「就職説明会への積極的参加」が 

最も多く、「就職情報誌やＷＥＢサイトの活用」と併せて、広く不特定多数を対象と

した取り組みが行われている。 

 Ⅲ．教育人材について 

企業エンジニアの講師としての派遣については、５０％強の企業が「派遣する」と

した。 

対応できる授業内容としては、「工作機械の利用技術」が最も多く、次いで「工     

作機械の研究開発」と「工作機械の設計」となっている。 

「工作機械及びその産業全般」に対する回答割合は多くなく、学校側の要望内容との

ギャップがある。 

 

 Ⅳ．産学共同研究について 
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共同研究の実施状況については、６０％弱の企業が既に行っており、今後の実施を

検討している企業と合わせると大半の企業が前向きに捉えている。 

 

５．工作機械分野における産学連携による教育支援に関する調査 

５．１ 目的 

近年、大学においては、学部、学科の統合・再編により、新卒大学生が機械の専門的知

識、技能が身についていないとの指摘もあり、工作機械産業でどのような人材が必要とさ

れているのかを知識・スキル要件で表現し、大学での教育プログラムとのマッチング度合

いについて（株）三菱総合研究所に委託し、調査を行なった。 

 

５．２ 企業向けプレアンケート 

 企業向けプレアンケートは、大学新卒人材に対する問題意識、（同新卒人材に）求める機

械分野の知識、スキル、実験内容等について、工作機械メーカーの「設計部門」、「生産技

術部門」、「技術営業部門」、「保守部門」の職種別傾向を調査するため、人材確保研究会参

加企業に対して実施した。 

アンケートの調査結果は以下の通り。（詳細は、本編参照） 

 ５．２．１ 回答者の概要 

   回答は、設計部門６３％、生産技術１７％、技術営業１４％、保守３％の構成とな

っている。 

 ５．２．２ 新卒人材に対する問題意識 

   コンピュータに頼る傾向がある、計測器・工具の使い方を知らない等「モノづくり

体験が不足」している意見が挙がった。また、四力、加工（特に切削）等の「知識」 

が不足しているとの意見が挙がった。 

５．２．３ 新卒人材に求める機械分野の知識 

  設計分野においては、新卒人材に求める知識としては、上位より機械加工、機械設

計製図、機械力学、材料力学等となった。 

５．２．４ 大学での実験について 

  設計分野においては、大学において重点的に経験してほしい実験としては、「加工実

習」が８０％弱を占めた。 

５．２．５ 新卒人材に求めるその他分野の知識 

  設計分野においては、機械分野以外の分野の知識としては、理工系の基礎科目、語

学力、プレゼンテーション・コミュニケーション能力（知識）が挙げられた。 
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５．３ 企業向けアンケート 

企業向けアンケートは、工作機械メーカーにおける技術系人材の採用の現状、新卒人材に

求める知識、スキルの内容、大学教育の方向性等について総合的に調査するため、日工会

会員企業（ソフトウェアメーカを除く）に対して実施した。 

アンケートの調査結果は以下の通り。（詳細は、本編参照） 

５．３．１ 企業の技術系人材の現状について 

   回答した企業の正社員数については３００人～４９９人が最も多く、内、技術系・

機械人材については０から９９人が最も多かった。 

５．３．２ 企業の技術系人材の採用について 

  技術人材の採用について、過去１年間で９名以下との回答が最も多く、学部、修士、

博士で見ると、学部卒で採用している企業が多い。また、２９％の企業で必要な人

材が確保できていないとの結果となった。 

５．３．３ 人材問題について 

  工学系学生の製造業離れの影響について、８９％の企業で「既に問題となっている」、

「今後問題となる可能性がある」との回答を寄せている。 

５．３．４ 大学教育の方向性について 

  学部･学科の統一・再編について望ましいが３３％、望ましくない２５％、その他・

分からないが３８％となっており、意見が分かれている結果となった。 

５．３．５ 機械分野において今後重要となる人物像について 

   ５．２の企業側プレアンケートで、工作機械産業が求める人物像として「機械加工

を含めた基礎的な力学等を理解した上で、設計・生産を合理的に行なうことができ

る人材」が挙げられたが、このような人物像に対して今後重要性が高まるとの回答

が６７％に達している結果となった。 

 

６．工作機械の最新技術動向調査 

 工作機械は、典型的な設備機械であり、通常、機械工場に設置されているため、一般

の人には、馴染みのない機械でもある。このため、工作機械を知らない人も多く、また、

機械系の学生にも工作機械を知らない学生もいる。 

  そこで、最先端の工作機械技術を紹介し、工作機械（技術）の重要性、面白さ、楽し

さを知ってもらうことを目的し、調査にあたっては、なるべく平易な表現を用い、機械

加工を学び始めた初心者でも理解できることに心がけた。調査項目は、以下の通り。 
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工作機械の技術動向 

６．１ 多軸制御・複合工作機械の最新技術動向 

６．２ 工作機械における環境対応技術 

６．３ 工作機械制御技術の最新動向調査 

６．４ ＣＡＤ／ＣＡＭシステムの最新技術動向 

工作機械の応用技術 

６．５ 工作機械の最新応用技術（医療分野） 

６．６ 超精密加工の最新技術 

  ６．７ ガラス微細加工の最新技術 

  ６．８ 放電加工の微細化限界 

６．９ ウォータジェット技術の概要と技術動向 

６．１０ 表面機能創成の最新技術 

 

７．まとめ 

 本報告では、次世代を担う若く有為な人材を確保するための具体的方策について検討、

実施するとともに各種アンケート調査により今後実施すべき方策、今後の取るべき方向

性を示せたと考えている。人材確保・育成については、長期的視点に立ち、継続的に実

施していかなければならないものである。将来の工作機械産業を担う人材を確保・育成

するための戦略を描くには至っていないが、次年度以降に引き続き検討するための情報

収集はできたと考えている。 

今後は、本年度収集した情報に基づき、長期的、継続的人材確保･育成のための戦略を

作成すべく調査を継続する。 

以上 
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