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 [概 要] 

我が国の機械工業製品が、その品質と先進性において世界市場で高く評価されるのは、その製品を

支える素材技術、加工技術、構成要素などの技術の着実な革新によるところが大きい。これら基盤技

術分野の進歩が停滞すれば、直ちに後発工業国のキャッチアップを受け、我が国機械工業の国際競争

力の低下を招く恐れがある。 
 これら機械工業の基盤を支える技術分野は、エレクトロニクスやナノテクノロジー、バイオテクノ

ロジーといった新しい分野に比べて革新が穏やかで、また外見的に華々しい成果が見えにくく、大学

や公的研究機関の関心も高くない。また、国の研究開発資源の配分も十分といえない状況にある。さ

らに、次世代の技術者、研究者を育成する教育機関においても、これら分野の研究縮小やカリキュラ

ムの削減が行われている。このような動向を看過すれば、将来的に我が国機械工業の根幹が脅かされ

ることとなり、早急な対策が必要である。このため、現状を正確に把握して取るべき対応を検討し、

産業界からの要望として各界にアピールすることが重要であるとの認識のもと調査研究を行った。 
今年度は人材育成の観点から、国・公的研究機関における基盤技術分野の研究活動の充実、大学等

の教育機関における基盤技術教育の充実、それを促進させるための機械工業における産学連携強化の

あり方について検討した。 
 具体的な調査手法としては、文献調査に加え、企業・大学の取り組み事例について有識者から報告

を受けるととともに現地調査を行った。また、日機連会員企業（技術開発研究委員会 34 社、機械工業の

基盤技術に関する調査専門部会 17 社）を対象に「機械工業における基盤技術維持・強化に関するアン

ケート調査」を実施し、25 社（回答率４９％）からの回答にもとづき分析に加えた。 

以下は、調査結果の概要である。なお、具体的調査は神鋼リサーチ株式会社に委託して実施した。 

 

（１）基盤技術に対する日本の取り組みの現状 

    新興市場が拡大し、国際競争が激化する中で、我が国機械工業の国際競争力強化のために

生産性の向上がますます重要となっている。特に今後の競争力強化のために基盤技術における

技術革新の創出が必要とされている。 

    しかしながら、少子・高齢化の影響から機械産業においても熟練技術者、技能者等の高齢化

と大量退職や若者のものづくり離れによる人材の量と質の低下（知識、経験の不足）が懸念され

ている。また大学においては学生の工学部離れやものづくり技術を専門とする教員の減少など

基盤技術の空洞化が始まっている。 

    こうした背景の一つには、国から研究機関や大学等への研究開発予算の特定分野（先端分

野）への偏りが挙げられる。その結果、大学等では基盤技術分野への関心はますます希薄化し

ている。 

    一方、企業サイドではこのような状況に相当の危機感を持っているものの、機械業界全体で危

機感を共有するまでには至っていない。また問題解決に向けては、基盤技術人材の育成が急務

の課題だと認識している。 

 

（２）企業の基盤技術人材ニーズについて 



   企業（機械業界）が求めている人材は、先端の知識、特殊な技術を持ったスペシャリストではな

く、4 力学（機械力学、材料力学、流体力学、熱力学）等基礎科目を修得し、基礎学力を有してい

る人材である。 

   企業が求める人材を育成するには、理論と実用面での関連性を理解すること（講義と実験の連

動）が最も効果的であるとの意見が多い。 

   新卒者等の基礎学力低下などにより、基盤技術の社内教育に対する企業負担は従来より増加

している。また、熟練技術者の高齢化等により社内教育の継続が難しくなりつつある。 

   基盤技術人材の育成における企業側の大学等への協力については、「インターンシップの受

け入れ」「講師等の派遣」を挙げる意見が多い。 

   基盤技術人材の育成に関する先進事例では、企業側の取り組みとしてコマツ、大学側の取り

組みとして九大、金沢大の訪問調査等を行った。 

 

※以下の図表は「機械工業における基盤技術維持・強化に関するアンケート調査」から 

 

企業が教育面で改善が必要と感じている分野 （Ｎ＝110、複数回答） 
 

分 野 技 術 割 合 
（％） 

①鉄・非鉄材料 2.7 
②冶金技術 1.8 
③熱処理 1.8 
④表面処理 2.7 

 
 
■材料・素材系 
 

（小計 10.0） ⑤その他 0.9 
①鋳造 2.7 
②鍛造・塑性加工 1.8 
③溶接 2.7 
④機械加工 2.7 

 
 
■加工系 
 

（小計 12.7） ⑤研削・研磨 2.7 
①動力伝達系 5.5 
②歯車 4.5 
③軸受 5.5 
④油空圧ｼｽﾃﾑ 4.5 

 
 
■要素系 
 

（小計 23.6） ⑤潤滑 3.6 
①電動機 0.9 
②発電機 0.9 
③電源機器 0.9 
④変圧器 0.9 
⑤受配電機器 0.9 

 
 
 
■動力系 
 

（小計 5.4） 
⑥その他（内燃機関） 0.9 
①電気回路 3.6 ■制御系 

（小計 8.1） ②制御回路 4.5 

ものづくり

と設計の分

類 

■その他 ①生産技術 0.9 
①材料力学 10.0 
②流体力学 5.5 
③熱力学 9.1 
④振動・制御工学 8.2 
⑤ﾛﾎﾞｯﾄ・情報工学 0.9 

 
 
大学での講座の分類 
 
 

（小計 39.1） 
⑥数学・物理 5.5 

 



 

②　入社後座

学や自己学習

など多少の追

加的な知識の

付与を必要と

するが、それ以

降は先輩の助

言程度で直ち

に実務に対応

できる

28%

④　工学面、知

識面は入社後

に鍛える。やる

気、もの作りの

センスを持って

いることが重要

12%

③　知識面につ

いては業務も

通しながら入社

後に鍛えるの

で、知識を理解

でき吸収できる

機械工学の基

礎学力があれ

ば良い

56%

①　先輩の助

言があれば直

ちに実務に対

応できる

4%

 

⑤　その他

2%

④　当該分野

のより基盤に

なる「数学」と

か「物理」の

理解

18%

③　理論と実

用面での関

連性の理解

47%

②　理論に加

えて関連知識

の量

9%

①　当該分野

の基礎的な

理論

24%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入社時に必要とするレベル  N＝25（単一回答）   大学で重要な教育内容  N＝45（複数回答） 
 
 

（３）大学・公的研究機関の基盤技術の研究活動の充実に向けて 

   大学等で基盤技術の研究活動の阻害要因として、国の予算配分が先端分野を中心に特定分

野へ偏重していることなどが確認された。 

例えば、九大の場合、法人化による運営交付金の削減の結果、競争的研究資金への提案公募

により資金を確保しようとする動きが強まり、先端分野など華やかな分野には資金が獲得しやすい

ものの、基盤技術のような地味で基盤的な分野は成熟技術との認識が広まっているためか、資金

獲得は厳しい状況にある。その結果、基盤技術・基礎分野の研究が成り立たなくなり、教員数も減

少という流れにある。こうした状況は他大学でもほぼ同様の傾向にあると推測される。 

   研究活動の充実に向けては、基盤技術と先端技術の融合を意図した取り組みを促進させるべ

きとの意見が多かった。また、日常使用されている製品に基盤技術がいかに役立っているか基盤

技術の重要性、社会貢献についての情報発信をもっと行うべきとの指摘も多く見られた。 

   また、研究活動の充実に向けた企業の協力については、資金的支援のような一方通行的な取

り組みよりは、「企業と大学の双方向の人材交流」「共同研究」など双方向による活動内容を挙げる

意見が多い。 

 



※以下の枠内は「機械工業における基盤技術維持・強化に関するアンケート調査」から 

 

研究活動の充実に必要と考えている主な意見 

□産学協同研究の枠組みの拡充による基盤技術と先端の融合（例：溶接技術（疲労対策）、機械加工（精密加

工、高速加工等）） 

□基盤技術とその応用としての製品への繋がりを知らしめる活動が必要。例示のように「高度な表面加工による

油レスの歯車」が世の中でどのように役に立つのかといった情報を共有すべき 

□基盤技術を先端技術（センサとか、デジタル技術とか）で評価しなおすような取り組み 

□例えばトライボロジー現象の解明を進め、高耐久性歯車を実現する 

□プロジェクトの企画 → 専門学会などのリードにより、産業界のニーズに答える課題解決型の短期プロジェク

ト（共研、複数社が参加するコンソーシアムなど）の企画や、先端的な基盤技術の産業応用を目指した大型

国プロなどの企画を行う 

□基盤技術の重要性と価値のプロパガンダにより社会的評価を上げる 

□基盤技術にも研究テーマがたくさんあることを理解すること。例えば、モーターでは銅資源をいかに少なくす

るかが、大切なテーマ 

□基盤技術と事業化ニーズのマッチング 

□企業が求めている基盤技術のニーズを大学が把握した上で、そうした基盤技術の研究・教育に予算をつける

よう国に働きかけ、先端技術偏重を是正する 

□学内に新しい血を入れることが必要。学外出身者特に海外の優秀な人材 

□企業側が基盤技術に対するニーズをもっと強く発信すると共に、大学・公的研究機関もその受け皿を作る。

国が基盤研究にもある程度予算枠をつけることも必要 

□基盤技術人材の必要性の刷り込みと採用条件の改善→基盤技術が世の中に役立っていることを実感させ、

基盤技術者は社会に必要ゆえ採用面でも優遇されるという意識改革と仕組みが重要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業が考える協力内容の主な意見 

□（研究委託ではなく）共同研究の拡充。双方向の積極的な人材交流、意見交換、プレゼン場の提供。企業と

大学、公的研究機関共同テーマの推進 

□産学連携の共同研究従事学生については、配属を優先的に行う（学生に基盤技術研究に興味を持たせるこ

とが前提） 

□研究資金の提供、企業ニーズの発信、企画活動への積極的な参画など。企業からの資金提供を引き出すに

は、コンソーシアムなどの企画により１社が負担する資金を軽減したり、国からの投資を引き出すなどの工夫と

セットでないと厳しい 

□事業を熟知した企業 OB の派遣 

□教官、学生のインターンシップ。大学による社会人育成教育などと通した社会のニーズの把握 

□製造業、ものづくりに対する評価をあげるには、大学での活動ではなく、社会全般の活動（学校教育）から取

り組む必要有。国がどちらを向いているか（補助金の行く先）にも大きく影響されると考える 

□資金面よりも人材の交流を考えるべき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（４）基盤技術の活性化に向けた機械業界としての取り組み方策 

   企業ニーズにマッチングした人材を輩出するためには、大学における教育体制・カリキュラムの

見直しが求められるが、諸般の事情から大学のリソースだけでは限界があり、企業（機械業界）も

協力して産学連携で取り組むことを提案した。 

   連携内容は大きく、①基盤技術人材の育成、②共同研究（基盤連携研究）、を考えている。①

については、実習等の実践的な教育と 4 力学等の基礎科目の座学講義を想定している。②につ

いては、機械業界内で共通の認識が得られた研究テーマについて大学と調整し、テーマ設定を

取り決める。具体的な成果を挙げることが目的ではあるが、研究活動を通じて企業側が基盤技術

の重要性をいかに認識しているかを大学側に伝えるとともに、学生や院生の教育の場としても活

用する。 

   この他にも、産学が連携して取り組むべき内容として、次のことが考えられる。「先端分野偏重

の是正や初等･中等教育における理科系授業の見直しなどを求めた国への要望活動」「『基盤技

術』の修得者に対する公的資格の制度化」、 

   一方、機械業界（企業側）の取り組みとしては、「“工学”の魅力を PR」「基盤技術人材の処遇面

での改善」、大学側の取り組みとしては、「インターンシップの充実、制度化」などを提案した。 

 

（５）基盤技術の活性化に向けた取り組みを加速していくため今後の取り組み 

 産学連携による取り組み体制の構築 

産学連携による基盤技術人材の育成、共同研究の実施に向け、機械業界の推進体制のあり方

について検討する必要がある。 

次年度以降、具体的な検討、活動を推進していくため、例えば今年度の調査専門部会の委員

や本プロジェクトに賛同する企業等をメンバーとして、企業側の推進体制のあり方について検討を

進めることなどが考えられる。 

産学連携を本気で動かしていくためには、意欲や情熱を持った推進役が不可欠であり、またこ

の産学連携は 1 対 1 ではなく、機械業界としての取り組みをイメージしているため、企業が推進役

を果たすよりも機械業界のまとめ役として活動可能な機関・団体の下に賛同する企業が募るかた

ちの方が展開しやすいと考えられる。このため、こうした推進役となる機関・団体の検討も必要であ

ると考えられる。 

 基盤技術人材の育成プログラムの策定 

機械業界の企業ニーズに基づいた基盤技術人材を育成するため、教育カリキュラム（座学、実

習）の策定を検討する必要がある。 

座学については、4 力学（機械力学、材料力学、流体力学、熱力学）を含む基礎講座を科目として

想定しているが、具体的に 4 力学以外にどの科目を取り上げるのか検討する必要がある。 

また、現場で使用されている基盤技術についても、技術体系を見直し、解説したテキストが存在

しているわけではないので、こうしたテキストを誰が作成するのか、取り上げる技術分野をどの分野

にするのか、などについて詳細を詰める必要がある。 

一方、実習についても講座（テーマ）をどのように設定するのか検討する必要がある。 

 基盤技術の教育人材の確保 

基盤技術の教育人材を確保するため、企業側からの講師派遣や大学等の教育者・研究者の確

保について検討を行う必要がある。 

育成プログラムでどのような講座を設定するのかにもよるが、開講講座の専門家や研究者、第

一線で活躍している技術者を確保する必要があるため、基盤技術人材育成プロジェクトに賛同す

る企業を募り、これら企業の中から講師派遣の協力可能性について確認を行う必要がある。また、



企業側での講座テーマがある程度固まり次第、該当する大学等の研究者等への働きかけを起こ

していく必要があるため、どのようなアプローチ、連携内容を提案するのか、アクションプログラムを

策定する必要がある。 

 共同研究（基盤連携研究）テーマの検討 

機械業界が大学側と基盤技術の活性化を目的とした共同研究に取り組むに当たり、参画企業

のコンセンサスを得られるような各社に共通するテーマについて検討を行う必要がある。 

共同研究については、本部会でもあまり議論されておらないため、参画企業の意見を十分に把握

した上で、教育プログラムの内容とも照らし合わせながら検討する必要がある。 

 「工学」「基盤技術」の魅力・実態に関する情報発信の強化 

ものづくりの面白さや重要性、基盤技術の社会貢献等に関する情報発信を、学生及び広く一

般に行うための実施方法について検討する必要がある。情報発信する内容・テーマや対象者、具

体的な媒体や発信手法、発信する体制などについて検討する必要がある 

 



 

（総 括） 

 

我が国の機械工業製品が、その品質と先進性において世界市場で高く評価されているのは、それ

ら製品を支える基盤をなす素材技術、加工技術、構成要素等の着実な技術革新によるところが大き

い。しかし、本専門部会のアンケート調査では、今後、基盤技術レベルの動向として「現状維持」

または「低下している」との危機感があり、教育体制の改善が必要であるという意見が多かった。 

 その背景に、教育研究を支える大学では、基盤技術を学ぶ学生の減少、基盤技術関連講座・教員

の減少・消滅、予算の削減に伴う研究基盤の弱体化等の課題に加え、新入生の基礎学力の低下の問

題も抱えている。受け入れ側の企業では、新卒者の基礎学力の低下に伴う社内教育の負担増、基盤

技術関連社員の高齢化、人材不足により社内教育の継続が困難になりつつあるなどの課題が浮かび

上がっている。 

 本専門部会で議論の対象となっている人材とは、新入社員の多くが生産現場または設計・開発現

場に配属されることから、特殊な知識や技術だけを持ったスペシャリストや研究者ではなく、各企

業のものづくりに係わる基盤技術を保有し柔軟に対応できる技術者・ジェネラリストである。した

がって、企業が求めているのは 4 力学（機械力学、材料力学、流体力学、熱力学）を始めとした基

礎技術を修得し、入社後の OJT（On the Job Training）や Off-JT などの社内研修等に支障ないレベ

ルの基礎学力を有している人材である。 

 こうした企業ニーズに適合した人材を輩出するためには、まず大学における教育体制・教育プロ

グラムの見直し等が求められるが、大学の教育資源にも限界があるため、大学と産業界が連携して

対応することが必要となる。従来、産学連携では企業から大学への研究委託など一方通行的な活動

内容、共同研究においても先端技術分野に力点が置かれた活動が主流であった。 

そこで、学生や若手社員に基盤技術の重要性を認識させ、知識・スキルの修得を目指す基盤技術

の人材育成と、基盤技術に力点をおいた共同研究の場を 1 対 1 ではなく複数の企業と複数の大学に

よる多面的な産学協同（機械業界と大学）で構築することが重要であると考える。 

具体的な取り組み内容は、①人材育成では、講義と実験の連動による教育を目指し、実験や実技

など実用面での教育内容に加え、なぜそのような事象が起こるのか理論的な理解を深めるため 4 力

学を中心に基礎科目の講義など座学の開講も実施する。受講者は学生や院生に限定せず、新卒者等

をはじめ若手社員の社内教育の場として活用できるよう社会人も対象者とする。講師も大学教員の

みならず、企業からも派遣を行い、学生に企業の現場で展開されている研究活動を実感してもらう。 

また、②共同研究（基盤連携研究）では、基盤技術の技術革新を主眼におきつつ、企業がいかに

基盤技術を重要視しているかを大学側に伝えていく交流の場としても活用する。このように機械業

界と大学の相互交流を通じて、基盤技術の人材教育、研究活動の充実を図る。事例調査では機械業

界の一部で既にこのような活動を展開し、具体的な成果を挙げている企業も見られた。 

 加えて、③基盤技術の活性化には、将来の日本の機械産業を担っていく世代に向けて、ものづく

りの重要性や面白さなどについてのメッセージを機械業界としてより一層発信していくことが求め

られている。 

 

 


