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[要 約] 

はじめに 

1. 調査の目的 

素形材産業はこれまで我が国のサポーティング・インダストリーとして、金型製造等様々な

分野において、高度な加工技術を開発し、産業発展の原動力として貢献してきた重要な産業で

あるが、今後も、わが国製造業全体の競争力を高めていく上で、素形材産業において多様かつ

多層な開発受注が実施できる体制を構築し、様々な需要家の要請に対応していくことが極めて

重要である。 

このため、サポーティング・インダストリー企業側からの技術的提案や組立産業からの高度

技術情報等を踏まえた対応ができる開発受注体制の構築、それに耐えうる人材の育成・確保と

いった先進的なものづくりの環境整備を促進することを目的とし、その前提となる素形材人材

の育成・確保のための新しい産学官連携体制の構築を進めるための調査研究を実施した。 

 

2. 調査の内容 

(1) 大学における素形材産業のニーズを踏まえた人材育成の取組に関する調査 

大学における素形材産業のニーズを踏まえた人材育成の取組のうち、素形材に関連する学科

数、学生数、企業採用状況などの項目について、大学へのアンケート調査により現状を把握し

た。 
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(2) 素形材分野で必要となるカルキュラムのあり方に関する検討 

中核となる大学におけるカリキュラムの検討と素形材企業との連携の進め方の検討、及び大

学における基盤技術分野に関する研究の評価指標の検討を行った。 

そのうち、実習時間、実践型教育の実施状況、インターンシップの実施状況などの項目につ

いて、大学へのアンケート調査により現状を把握した。 

(3) 国際化・多様化における大学の対応に関する調査 

コミュニケーション能力、論理的展開力等の強化カリキュラムの現状と社会ニーズに応じた

学部・学科の再編の進捗状況とあり方について調査した。 

そのうち、英語による授業、プレゼンテーションの実施の有無、学科の再編状況などの項目

について、大学へのアンケート調査により現状を把握した。 

(4) 産業界の期待に関する調査 

発信すべき求める人材像のあり方と、人的・資金的な面での教育界への協力のあり方につい

てとりまとめた。素形材産業界が望む人材については、産業界へアンケートを実施した。 

(5) 素形材分野における新産学連携体制の構築検討、先進的連携の提案 

前項までの調査結果から課題を明らかにして、産業界、教育界、及び産学共同で新産学連携

体制として取り組むべき方向性、具体的な対応策について検討、提案を行った。 

 

3. 調査の方法 

素形材センター内に産学の学識経験者等から成る「素形材分野における新産学連携システム

構築委員会」を設置し、以下の各テーマについて検討、素形材分野における新たな産学の連携

体制の構築による効率的な人材育成システムの在り方を調査研究した。 

 

本  編 

第 1章 素形材産業における人材育成の問題点と動向 

1.1 素形材産業ビジョンに見る人材に係る現状と課題 

素形材産業の国際競争力を支えるのは「人」であるが、技術・技能の伝承に赤信号が点った

今、人材育成は素形材産業の重要かつ緊急を要する課題となっている。 

平成 18 年 5 月に公表された素形材産業ビジョンでも「息の長い人材育成」が必要と明示さ

れているが、ビジョンの中から素形材産業における人材に係る現状と課題を抽出してまとめた。 

素形材産業ビジョンでは、国はものづくり人材育成に取り組むとし、韓国や中国の素形材産

業人材育成の例を挙げると共に、我が国の若者の製造業離れや基盤技術についての大学教育の
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後退等を述べている。また、産業構造の変化により、中小素形材メーカーが利益を確保しにく

い環境から、投資が抑制され、人材確保・技能伝承の困難、生産性の低下、技術革新の停滞な

どの問題を招き、更に収益を悪化させるという悪循環に陥っていると指摘している。素形材産

業の目指すべき具体的方向性として、「競争力を活かして設けるプロセス」を掲げ、その展開

のひとつとして「息の長い人材育成」を求めている。 

人材確保のためには収益性を高めることが必要であるとするとともに、素形材を支えるエン

ジニア･技能者を確保･育成するため、教育機関を活用した人材育成を行うだけでなく、労働環

境や金銭的待遇を向上することが重要と結論付けている。 

1.2  国の人材育成パートナーシップの動向 

経済産業省と文部科学省は、グローバル競争やイノベーション競争を勝ち抜く人材を育成す

るために、産・学双方向による対話と行動の実現が早急に求められるとの見解から、｢産学人

材育成パートナーシップ｣事業をスタートした。全体会議の下に、化学、機械、材料、資源、

情報処理、電気･電子、原子力、経営･管理人材に係る8つの分科会が設けられ、各分野・業界

を取り巻く環境変化、人材ターゲット、必要な人材育成の取り組み、産業界と大学界の役割分

担と協力等について、自主的に議論を行うものとするとされた。 

なお、本調査報告書の一部は、機械分科会の素形材WGにおける調査結果として位置づけられ

ており、適宜、機械分科会に報告された。 

1.3  素形材に係る企業と大学の人材育成に関する現状認識 

本調査におけるアンケート結果によれば、教育もしくは人材育成について大学と素形材企業

の間に認識のずれがあることが明らかになった。 

企業は、大卒者の知識、能力をあまり高く評価しておらず、希望する学科からの採用も困難

との認識を持っている。インターンシップについては、企業側、大学側ともに企業の受入れ体

制が十分ではないとする一方で、成果については共にプラス評価をしている。企業の受入れ体

制の整備とともに学生へのPR、事前指導が重要であるといえよう。 

また、産学連携に対する期待感は企業側よりも大学のほうが大きいが、大学との交流を望む

企業の潜在ニーズはあると考えられる。 

1.4  大学・学会における「素形材」の閉塞 

大学の工学部(機械・材料系の学科等)は、学生の人気が低下している。素形材研究は伝統的

な学問領域に縛られ、素形材の魅力やイメージが希薄になってその重要性認識が低下し、素形

材研究・教育の若手後継者が不足するなど、大学の中での地盤沈下の感は否めない。このよう

な状況から、多くの素形材関連学科･研究室は、大学における学部の再編が進む中で、名称の
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変更や講座内容の変更を余儀なくされて、存続危機に直面している。 

素形材をめぐる大学と企業は、3 つの悪循環に陥っている。どの悪循環も、学生数の減少に

関わっている。どこかの悪循環を断ち切って学生数の減少を食い止めることが出来れば、悪い

連鎖から脱却できる可能性があると言える。 

1.5  各地域の大学を中心に進む人材育成の動き 

素形材産業では、各地の大学において金型、金属熱処理、鋳造、金属プレスのコース等の開

設が相次いでいる。また、産学連携製造中核人材育成プログラムが、各地で成果を上げ始めて

いる。 

 このような人材育成拠点の全国展開は、「息の長い人材育成」の一環として位置づけられ、

今後はこのようなベストプラクティスを積み上げ、さらに特徴ある拠点作りをしていくことが

重要である。 

 

第 2章 大学における素形材産業のニーズを踏まえた人材教育の取組 

2.1 大学における素形材人材教育の現状 

鋳造、鍛造、金属プレス、金型及び熱処理の5分野に係る大学の人材教育の現状を記載した。 

総じて、最大の問題点としては、素形材関連の教員の減少が挙げられる。ここ数年で大量の

退職者が生じたにも関わらず、若手教員の素形材分野離れが起こり、後継者の育成がままなら

ない現状がある。また若手教員が育たない最大の原因は、教育・研究政策であると指摘されて

いる。また、多くの大学で学科再編が行われ、材料系学科が対象になっていることも問題点に

挙げられている。 

 一方で、素形材の重要性が認識され、大学内に金型専攻或いは金型センターが設置されたり、

東京工業大学のように「ものづくり教育支援センター」を中心に、機械系の中核人材コースが

始動している例もみられる。 

2.2 企業における人材育成の取組の現状 

鋳造、鍛造、金属プレス、金型及び熱処理の5業種の企業の人材育成の取組を記載した。 

各業界共に、競争力を高めるためには技術力や創造力の向上が不可欠であり、そのためには

人材の育成が喫緊の課題としている。しかしながら、中小企業の多い素形材産業においては、

財政的な脆弱さや人的な余裕が無いなどのことから、人材育成が困難な状況にある。 

企業が実践している人材育成の取組としては、OJT (On the Job Training)を軸に、Off-JT

である外部講習やセミナーへの派遣などが中心になっている。 

具体的には、鋳造業では産学連携製造中核人材育成プログラムにより開催された鋳造カレッ
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ジ、鍛造では鍛造技術通信講座などが挙げられるが、決して充足されているわけではなく、更

なるレベル向上のための人材育成の場が求められている。 

2.3 大学と素形材企業との連携の進め方 

 大学と素形材企業の連携として、まず、インターンシップが挙げられている。各分野とも、

インターンシップの実施については、学生の学習意欲が向上しその効果が認識されている。し

かしながら、企業側の受入体制の不備、受入企業の不足、テーマのマッチングなどの企業側の

協力を必要とする問題と、インターンシップを希望する学生が少ないという大学側の問題を指

摘している向きもある。 

 また、共同研究は実施されているものの大学と企業のテーマ設定に距離感があるなど種々の

問題を抱えている。 

 

第 3章 素形材分野で必要となるカリキュラムのあり方 

(1)鋳造分野 

溶解･凝固は熱の問題であり、伝熱工学は不可欠である。鋳造の基本である凝固は凝固学そ

のものでもあり、その基礎は物理化学、相変態の速度論や拡散現象にある。これに加えて、溶

解には元素の歩留まり、脱硫･脱酸･脱ガス(これらは化学熱力学と移動速度論)、加熱に伴う溶

湯の性状の変化(溶液の構造変化に通じる)などの問題があり、極めて複雑である。 

鋳造方案は流体力学、伝熱工学なしには語れないし、焼付きなどは鋳型と溶湯の反応そのも

のであり、界面熱力学でもある。一方で、材質の理解には強度学･組織学も不可欠である。す

ると、単に鋳造学として簡便に教えるよりは、これらの基礎学問を大学で十分に習得した上で、

企業の若者に鋳造学を教えるのが本質であろう。 

 (2) 鍛造分野 

大学の教員からのアンケートからは、講義の時間の不足、実験実習時間の不足を指摘する声

が多くあった。素形材関連の研究室がなくなって、アンケート調査の依頼なったことが深刻な

問題ではないかと思われる。 

名古屋大学の場合、大学卒業後に素形材関連の企業、部署に就職する学生が多いので、その

分野の教育の重要性はいうまでもない。しかし、大学の中にいると、ナノ、バイオ、環境等外

部資金の入りやすい研究に教員のテーマもシフトせざるを得ない状況がある。基盤技術に関す

る教育のためのカリキュラムは固めた上で、時代に応じた新しい分野の教育を入れていく教育

システムが必要と考える。 

(3)金属プレス加工分野 
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アンケート結果によれば、金属プレスに関係する座学による講義科目としては、次のような

講義科目が開講されている。 

力学関係 材料力学、弾性力学、塑性力学、力学、物理学演習 

加工学関係 
加工学基礎、機械加工学、素形材工学、塑性加工学、塑性と加工、材料と加工、加工プロセス工学、

生産加工学、機械工作法 

材料学関係 

 

材料科学入門、材料工学序論、基礎材料学、材料設計論、材料プロセス学、 

材料素形材工学演習 

設計関係 ：機械製図、機械設計、機械要素 

実習関係では、金属プレスに関係する次のような実習項目があげられている。 

材料試験 

 

引張試験、衝撃試験、液圧バルジ試験、リング圧縮試験、鉄鋼材料の熱処理、 

材料の組織と強度 

除去加工 旋盤実習、フライス加工実習 

塑性加工 鍛造、リング圧縮、深絞り、金属プレス成形、圧延、弾塑性曲げ、引抜き・ 

しごき加工、打ち抜き、板成形の解析と実験、金型を用いたモノ作り 

その他： 電子ビーム溶接、レーザ溶接 

カリキュラム上の問題点としては、素形材関連科目が充足しているとの回答は 7 件のみで、

それ以外は、講義時間数の不足、教員数の不足、実習指導者の不足、実習設備の不足、大学の

予算削減に伴う実験設備の老朽化(設備更新ができない)、研究室の狭隘化が問題として指摘さ

れている。 

(4)金型分野 

大学における金型教育はいま始まったばかりで、中核となる各大学のカリキュラムは産業界

とのすり合わせを行ったものであり、業界の要望に沿った形となっている。 

反面、昨今の大学縮小の影響で、教員数が減少し、教員の負担が激増している。金型は、4

力学、材料学、加工学を基礎としており、教員の不足が深刻な問題となっている。 

(4) 熱処理分野 

東京工業大学の金属工学科では、2年生では金属物理と金属化学の授業として「材料物理化

学」、「回折結晶学」等が用意されている。同時に冶金に必要な熱力学に関する科目も多い。

3年生になると「金属組織学」と「強度学」中心となってくる。組織を決定する「状態図」や、

「核生成成長理論」に加えて「転位論」、「金属強度学」に関する科目も増加してくる。そし

て、応用科目として「鉄鋼材料第Ⅰ、第Ⅱ」「非鉄金属材料」等の科目が設定してある。専門

分野は主に大学院の授業で教授されている。同学科では 90～95%学生が進学するため、金属に

対する横のつながりをある程度理解させて社会に出すことができる。 

問題はかつてあった「金属工学科」というように金属の名がついた学科が、材料という名に

屈服して消失してしまったことである。基礎分野の学問を系統的に教えることを、金属に関し

てはできなくなっている。 

 

第 4章 国際化・多様化における大学の対応 

ドイツと日本の鋳造業界のものづくり基盤を比較すると、ドイツは基礎学問でサイエンス重
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視の姿勢に対して、日本は現場力重視で技術開発を行っている。しかし最近の動向では、我が

国もサイエンス志向をせざるを得ない状況に追い込まれ、教育機関設立の環境は整いつつある。

また、中国はこれまでは実習設備の不足から机上の学問が中心であったが、最近は実学に転向

する気配がある。 

国際化の時代においては、情報発信力、コミュニケーション能力、論理展開能力、自己主張

力などは、身につけておくべき重要な能力である。大学においては、コミュニケーション能力

を高めるために、国内発表、国際会議での発表を必須としている教育プログラムを展開してい

たり、英語力を養うために、TOEIC600点を超すことを卒業の条件としていたり、英語による講

義を実施している例がしている。また、諸外国の大学との交流を進めている例もある。 

 

第 5章 人材育成にかかる素形材業界の期待 

5.1 素形材産業が求める人材像 

 素形材産業が国際競争力を維持・向上させるためには、高い能力を持つ技術者、技能者が求

められる。特に技術者の具備すべき要件としては、以下のようなことが挙げられている。 

・高い学力に加え、複数の技術を判断し、横断的に活用できる人材 

・原理、原則を理解し、課題を解決する能力を有する人材 

・技術開発、生産管理、経営がわかる人材 

・IT技術を理解できる人材 

 などが挙げられる。 

 そのような人材を育成する具体的な手段として、産学連携製造中核人材育成プログラムが各

業界から挙げられており、他には学会発表でのネットワーク構築や博士号取得過程での技術

力・判断力の育成、実践型人材育成養成システム(厚生労働省)といった事例が挙げられている。 

5.2 素形材産業が求める大学との連携 

○大学では技術と戦略的経営手法、複数の技術を理解する人材の育成をすることが望まれる。

また、基礎研究に対する大学への支援を企業側も行う必要があり、大学での研究と教育の支

援を一企業ではなく業界団体が取りまとめ実行すべきである。(鋳造企業委員) 

○時間的、金銭的な面から人材育成を行う教育訓練機関が各地にあることが望ましい。また企

業は現場技術、大学は技術や理論を保有していることから、相互が連携を図ると共に、情報

交換の場が必要である。(鍛造企業委員) 

○大学を中心とした体系的な専門教育と企業を中心とした職業教育を統合した産学連携によ

り、座学と実習で構成する内容が効果的である。一方、金属プレス加工技術と大学の関連し
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た研究の複合化を図ることにより、より高度な加工技術の開発が推進でき、金属プレス製品

に新しい分野への展開が開けるものと考えられている。(金属プレス企業委員) 

○大学に求める役割としては、素形材分野や 4 力学の基本知識、論理的に考え、行動する能力

はもちろんのこと、コミュニケーション能力や高い知識欲及び技術向上へ向けて強いモチベ

ーションも大学での教育課程に求められる。また、委託・共同研究による成果も期待してい

るが、企業と大学間でベンチャーを立ち上げる等が必要になる。 

企業が大学へ人、資金を継続的に提供するには、具体的成果が企業と大学との間でマッチン

グしていなければならない。(金型企業委員) 

○大学への期待は、素形材分野の専門知識を履修した学生の業界への供給であり、研究成果の

業界の技術的進展への寄与である。公設試との連携も入れて考えることが望ましい。 

人材育成の面からの産学連携のあり方として、「中核人材育成」の全国的拡大、インターン

シップの拡充が挙げられる。また、公設試では、技術相談業務の充実や人材育成を目的とし

た研修事業などが当面の中心課題となろうが、ネットワーク化によって新しい共同研究活動

の進展が期待される。また、新たに熱処理技術センターを設立し、産学官の共同で研究テー

マを行うことが望まれる。 

研究開発の面からの産学連携のあり方として、技術情報交換を行う産学交流の定期的開催や

産学連携の共同研究開発が望まれている。(熱処理企業委員) 

5.3 素形材産業における人材ターゲティング 

素形材産業が求める人材は、以下に示すような「生産俯瞰人材」といえる。 

 

第 6章 素形材分野における新産学連携体制の構築検討、先進的連携の提案 

6.1 鋳造分野における新産学連携のあり方 

中国等の台頭の中で、わが国の鋳造業が生き残る道は、サイエンスに基づいた鋳物づくりで

あり、そのための教育機関の設立である。しかも、これまでのように全てを国家に依存するの

【生産俯瞰人材】 
深く広い知識を有機的に結びつけることが可能で、技術開発力や課題解決能力があり、最適生

産管理のみならず経営管理も可能な人材 
 

★ 現状の問題点とニーズ（技術・経営）を理解し課題設定できる能力と、これに対応しうる

理論的解決能力を保有 
★ 自分の専門領域について既成概念に囚われない発想が可能 
★ 様々な加工法（技術）の特徴や強み（弱み）を体系的に理解 
★ 種々の技術を持った技術者間のチーム作りとコミュニケーションが可能 
★ 顧客のニーズに応じた最適な加工法を選定し、生産工程のブレークスルーを実現 
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ではなく、応分の負担を企業が行い、自分たちの組織であるとの認識の確立が不可欠である。 

新製品の立ち上げには、それに先立った素形材部品の調達が不可欠である。そのためには、

大学での若手技術者の教育が不可欠である。一部の大学では、重点分野として鋳造・鍛造など

への教員と研究資金が配分されているが規模が小さい。 

現場の経験や作業では得られない、実学の基礎を理解させた人材に高度の専門養育をしなけ

ればならない。まずは、大学の学部教育では、実学に興味を抱かせるため、先に示したような

中国での実習センターの設備は不可欠であろう。 

鋳造品や鍛造品などを日本国内で生産を続けるには、大学で基礎教育と若手教員の育成と共

に、企業に入社した若手技術者の教育も考えなければならない。むしろ、これからは新しく入

社した人材の再教育が不可欠であり、大学院レベルでの教育体制を考えるべきであろう。 

(1)『鋳造工学セミナー』の提案 

企業にはこれらの大学の鋳造コースに数年間にわたって技術者を派遣できる状況にはない。

そこで、大学卒業後 5 年程度企業で開発に従事した者を対象にした、1 週間程度の大学院レベ

ルの教育システム『鋳造工学セミナー』を構築する必要がある。このようなシステムが働かな

いと、現状ではものづくり分野の技術者教育は極めて困難になろう。 

(2) 鋳造研究・実習所の提案 

 新製品の開発や新技術の創出を常に続けることが鋳造業の生き残りには不可欠である。その

ためには、我が国でも、欧米を中心とする海外で設立されているような、その国に固有の鋳造

技術の研究・開発・解析のための研究所が設立されることが望まれる。また立ち上げのために

は、産業界の資金面での協力も不可欠である。社会人教育の実習センターを兼ねる機関とする

ことで、その使用効率を高めることが望ましいし、国家戦略としての大型の研究開発をその研

究所が担当し、開発テーマ毎、或いは不良原因の調査毎に企業が応分の研究費を負担する。更

に、その中に企業参加型の小さなラボ(有償)も立ち上げるべきであろう。 

(3) 公設試の新しい活用 

 中小鋳造業の技術支援機関として、地方の公設試験所に道州制のような制度を考え、公設試

毎に研究分野を特化させる。例えば川口や四日市は鋳造に特化させ、鋳造の研究に携わる人数

を少なくとも 10 人以上を確保すれば、試験所としての能力向上が果たせる。そこでは近隣地

方の技術サポートを行い、不良品の低減、新しい製品の立ち上げ等に協力する。 

6.2 素形材にかかる産学の課題と取り組みの基本的方向性 

素形材に係る産業界と大学の活性化と競争力強化を図るためには、素形材企業・業界と大学

がそれぞれ果たすべき役割を認識して、連携して人材育成に当たるべきである。その役割分担
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は図のようにまとめられる。 

図 素形材に係る産学の役割 

6.3 素形材産学連携に係る今後検討すべき課題 

今後の産学連携の狙いを 

★ 産学双方が Win-Win の連携の活性化を可能にする基盤作り 

★ 全国ネットと人材育成拠点の展開 

★「科学に基づいた素形材学」の体系化とイメージアップ 

と設定し、早急に具体的に検討すべき内容として以下の項目をあげた。 

・素形材産学人材育成イノベーションネットワーク構築のための体制作りと検討 

・各地域での大学を中心とするベストプラクティスの積み上げに対する支援、広報活動 

・素形材産業に適切なインターンシップ制度導入のための検討  

・素形材工学セミナーの検討 

・素形材研究所・実習機関の新設の可能性について検討 

・素形材普及図書の作成 

 

アンケート編(省略) 

 

将来の素形材産業を担う人材の教

素形材領域の融合化･複合化と拡大による研究の活性化 

大学の役割 －人材の教育と研究

社員への再教育機会の付与

社内教育システムの拡充

素形材企業・業界の役割 －育成と大学へのサポート

素形材専攻の設置による学生及び社会人育成 

大学間連携による素形材コース設置 

教育の適正な評価

素形材の現場ニーズの大学への表明 

工業会による研修の拡充の取組み

素形材分野のイメージアップ 

素形材産学人材育成イノベーションネットワークの構

素形材に係る製造中核人材育成の深化・敷衍 

博士号取得に係る大学と企業の連携

大学と企業との連携による研究の活発化 

教科書、専門解説書、研修用テキストの作成 

大学の実践的教育への協力 

学会を大学と企業の接点として活用 

素形材企業・業界と大学の連携 －「素形材」の魅力と認知度 UP

素形材工学セミナーの開催

素形材研究所･実習機関の設置 


