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我が国機械工業の事業環境をみると、少子高齢化の進展による人口減少社会

への突入、学生の理数系離れによる技術系人材の供給不安、予想以上の進展を

見せるグローバル化と海外現地生産の拡大、ＢＲＩＣs をはじめとする新興国の

台頭と急速な追い上げなど、ここ数年の変化には目覚しいものがある。 

今後の我が国機械工業は、かつて経験したことのない厳しい環境変化に立ち

向かうとともに、激しい国際競争を生き抜き、発展していくためには、グロー

バル化対応力の確固とした強化や従来にも増して一層の高度化を推進していく

ことが求められる。そのためには専門技術分野の知識とともに創造力や構想力、

課題解決力など対応力や推進力としての十分な能力を備えた技術系人材の迅速

な育成確保が不可欠になっている。 

そのため、機械工業高度化人材研究調査専門部会では、平成 20 年度以来我が

国のものづくりを現場から実質的に支えてきた生産技術者に光を当て、生産技

術や生産技術者の定義から検討を行うとともに、高専など教育問題の分野まで

広く調査研究を行ってきたが、今年度はさらにグローバルという視点から生産

技術と生産技術者の課題の整理に取り組むことで、企業内の教育研修や産学連

携によるグローバル生産技術者確保・育成の途を検討した。 

本報告書は、同専門部会の平成２２年度の調査成果を取り纏めたもので、関

係各位のご参考になれば幸甚である。最後に本報告書をまとめるに当たりご尽

力、ご支援を賜った機械工業高度化人材研究調査専門部会・中浜慶和部会長並

びに委員各位、具体的調査・作業をしていただいた日鉄技術情報センター・山

藤康夫調査研究第三部長、本調査活動にご協力いただいた方々に対し、深く謝

意を表す次第である。 

 

 平成２３年３月 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  伊 藤 源 嗣 
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要  約 



－1－ 

世界トップクラスの生産技術
追い上げを受け、優位に揺らぎ

生産技術の現状：質量ともに課題
現場の不足感＋指導者養成・技術練度に難

生産技術者の確保・育成に真剣な取組必要

１．はじめに

時代環境の認識
経験したことのない未曾有の環境下

日本のものづくり力が問われている！

本事業の目的
グローバル生産技
術者の確保育成策

を明らかにすること

本事業の手法

委員間で事例提供

問題意識・悩み

開陳・検討・議論

出所：JATIS作成

要約 

１．はじめに 

（時代環境の認識） 

かつて経験したことのない厳しい環境変化の中で、これ

からの日本のものづくりはどのようにして生き延び、勝ち

抜き、発展していくのかが強く問われる時代になった。 

（競争環境と問題意識） 

当専門部会では、光が当たりにくいといわれる生産技術

と生産技術者に着目してきた。我が国の機械工業の強みの

一つは、高度経済成長以来一貫してより高い QCD の達成

を目指して生産技術を磨いてきたことにある。しかしなが

ら近年は、その優位が揺らぎつつある。 

 

参考 1 急速にキャッチアップしつつある海外現地法人の技術力 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1996年度1999年度2002年度 2008年度

技術水準（単位：％）
日本より高い

技術水準（単位：％）
日本と同等

技術水準（単位：％）
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出所：出所：経済産業省第 39 回海外事業活動基本調査（2009 年 7 月調査）概要より JATIS 作成 
注．同調査では 2005 年度等中間のデータは見あたらないため、ブランクとしてある。 

（生産技術の課題認識） 

こうした状況を放置しておくと、生産技術自体の国際競争力に陰りが生じかねない。肝心の生

産技術力自体が低下すれば、国内における製造能力の維持・拡大はますます難しくなるばかりか、

海外生産まで厳しい状況に追い込まれていく。生産技術のグローバル競争力を維持，強化してい

くためには、生産技術者の確保・育成という課題に真剣に取り組む必要がある。 

（本調査研究の目的） 

本調査研究の目的は、我が国のものづくりを現場から実質的に支えてきた生産技術者に焦点を当

て、企業としてグローバル化にも対応可能な生産技術者を今後どのように確保・育成していくかに



－2－ 

世界市場の地殻変動

海外展開を支える

グローバル人材の

必要性

海外に拡がる

生産技術者活躍の場

グローバル生産技術者の育成

趨勢としての人

材グローバル化

国内人材のグローバル化

海外人材の確保・育成

２．グローバル化の現状と課題

出所：JATIS作成

ついて明らかにすることである。 

２．活動の方針と狙い 

本専門部会の事業方針：委員各社の“現状を率直にさらけ出し、委員相互の問題意識や悩みを開

陳しあい、相互に意見や質疑を行う”。7 回に及ぶ部会の積み重ねから得られた議

論や知見→可能な範囲で極力本報告書に盛り込む。 

事業の狙い：本報告書が、我が国機械工業各社にとって幾ばくかの参考となり、ひいては我が国

機械工業の持続的な発展と国際競争力強化に資することが期待される。 

３．調査内容 

①.グローバル化の現状と課題  
②.グローバルという視点から生産技術力の

現状と課題 
③.生産技術者の教育研修体制の在り方  

④.グローバル化対応と人材育成 
⑤.グローバル人材育成と産学連携教育 
 

４．概 要 

１．背景、目的、方針と狙い（前述のとおり） 

２．グローバル化の現状と課題 

（世界市場の地殻変動） 

シェアを高める新興国と低迷気味の先進諸国という構図の下

で、日本企業の海外生産拠点が着実に増加している。 

（海外市場開拓の必要と人材） 

海外市場の開拓・深耕の必要性が高まり、海外で活躍できるグロ

ーバル人材に対する需要が増大しつつある。 

（グローバル人材育成） 

人材の供給源は国内人材主体から人材の多様化・多国籍化の方向

に向かい始めている。この結果として働く側も採用する側も国際競

争にさらされるようになる。 

（国内から海外に拡がる生産技術者活躍の場） 

昨年度は、生産技術とは何かを考え、生産技術者の役割・使命・従事する業務・知識・能力を

検討した。今年度は、生産技術者が国内から海外にその活躍の場を拡げていく場合について検討

する。特に①「国内生産技術者のグローバル化」、②「留学生や現地などの海外人材の確保と育成」

の 2 点から検討する。 
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３．生産技術力の現状と課題 

質・量ともに問題

３．生産技術力の現状と課題

現状日本は現場に強み、生産技術は世界一であるが、

有識者の診断

日本企業退潮の原因

グローバル化

生産技術の深化

生産技術者の戦略的育成

企業の存亡左右する可能性も

求められる人材像；

全体最適型プロデュー

サー～生産技術者と類似

グローバル化の遅れ

部分最適・視野狭窄

処方箋：意識改革と人作り

ますます高まる

生産技術者の役割

製造のア

ウトソー

シング

製造現場

の喪失

生産技術

者の育成

困難化

海外

派遣

の

増大

生産技

術者の

不足感

生産技術の質的問題

成果

主義

生産技術の量的問題

人

員

構

成

の

歪

み

業務

繁忙

技術

練度

低下

評価

困難

指導者確保難

出所： JATIS作成  
（生産技術とは生産展開のための技術知識の体系） 

生産技術とは「生産プロセス全体を俯瞰し、設計・製造・調達など各生産プロセスと同期した

り、相互調整したりしながら、製品の品質・納期・コスト競争力が 大となるように生産を展開

するための（企画・立案、開発・設計、管理・運用する）技術・知識の体系」である。その特徴

として、生産技術は関連業務を支援したり、開発・設計をリードしたりできる。また、異業種・

異分野への展開が可能ともいわれている。 

（生産技術者とはものづくりの頭脳、“日本の宝”、現場の競争力の柱） 

生産技術者とは「競争力の源泉を支える現場に強い技術者」であり、ものづくりの頭脳であり、

“日本の宝”である。具体的には「生産プロセス全体を俯瞰しながら、製品を経済的に効率よく

作ることができるように各部署との連携を図りながら、生産の段取りを工夫し、ラインを立ち上

げ、改善し、革新を図ろうとする」技術者（P10 概要の参考 2 参照）である。 

（我が国の生産技術：現場で働く強み、WEF“生産プロセス指標”で世界一） 

日本の強みは現場の強さであり、現場を理解して機能させるマネジメントの強さにある。日本

の生産技術力を国際比較してみると、WEF1国際競争力レポートの生産プロセス洗練度指標にみ

                                                  
1 WEF : World Economic Forum: ジュネーヴに本部を置く非営利財団。スイスのダボスで開催される年次総会が

有名。1971 年にスイスの経済学者クラウス・シュワブにより設立。競争力ランキングを公表。国が住民にどれ位

の経済的繁栄を提供できるかについて評価したランキング。2010-2011 年レポートでは日本は第 6 位。近年日本

は順位を上げてきた。約 110 に及ぶ指標によって評価されており、その 1/3 は国連などのデータ、2/3 はビジネ

スリーダーの意識調査(139 カ国、13,500 人)の結果からなる。これらの指標は①制度、②インフラ、③経済の安

定性、④健康・初等教育、⑤高等教育・職業訓練、⑥商品市場の効率性、⑦労働市場の効率性、⑧金融市場の効

率性、⑨技術面の下地、⑩市場規模、⑪事業の洗練度合い、⑫イノベーション、の 12 の柱に括られている。11
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られるように、現状では世界トップクラスの実力を有している。 

参考 2 国・地域別生産技術力の比較 
（生産プロセス洗練度：WEF 国際競争力ランキングの指標） 
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出所 The Global Competitiveness Report 2010-2011 ”© 2010 World Economic Forum から JATIS 作成 
注．WEF 世界経済フォーラムが 1979 年以来発表しているレポートに掲載。このグラフで採り上げた生産プロ

セス洗練度(production process sophistication)はものを作るときの効率性を表しており、我々の用語でいえば

まさに生産技術力を指すと考えられる。数値が高ければ高いほど良い（＝洗練されている）とみなされる。本

指標はサーベイ調査から算出される。日本の生産プロセスにおける洗練度の高低についての回答を集計したと

ころ、日本の得点が も高く、世界一となった。WEF の競争力指標は 12 の指標からなり、その 1 つに事業環

境指標が、事業環境の 1 つに生産プロセス洗練度という指標がある。このほかの事業環境指標としては“サプ

ライヤーの質”、“サプライヤーの量”、“産業の集積度合い”、“バリューチェーンの広がり”などがある。事業

環境が“洗練”されていればいるほど、事業が成功する確率は高くなり、国民が経済的に繁栄しやすくなるの

で WEF では競争力が高いとされている。 

（アウトソーシング、採用抑制、海外派遣増大などによる生産技術者の不足感） 

グローバル化の進展につれ、生産技術者の役割は一段と増大し、重要性はますます高まるとみ

られる。その一方、製造のアウトソーシングが進み、生産技術が製造現場から引き離されたため

に、生産技術者の育成が困難になってきたとの指摘が出ている。 さらに採用抑制などによる人材

構成の年齢階層別歪みによる技術継承世代の不足や、海外展開の急進による海外派遣増大と国内

人材の欠乏感増幅などにより、生産技術系人材には不足感がみられる。 

（生産技術者の継承者・指導者ともに課題：戦略的育成の必要性） 

他方、教育研修の評価難から教材作成や講師就任に対する忌避感が出ている。また、業務の繁

忙から技術を極めるゆとりの喪失、技術の練達度の低下など、指導者側にも問題が生じている。

このままでは次世代生産技術者の養成に支障が出る可能性があり、危機感がみられる。今後、機

械工業各社が激烈な国際競争を勝ち抜いていくためには、優秀な生産技術者の確保とその戦略的

育成が強く求められる。 

                                                                                                                                                              
番目の事業の洗練度合いを構成する諸指標の一つが生産プロセスの洗練度（production process sophistication）
である。この指標で日本は世界 139 国・地域の中で１位にランクされている。ランキングに関する日本の協力機

関は一橋大学。 
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４-1．生産技術者の確保

採用面の課題→グローバル要員の確保

国内人材のグロー

バル化

留学生の採用

海外大学生の採用

募集方法

の見直し

生産技術の

イメージと配属

優秀な生産技術者を必要とする

企業ニーズと若年層のイメージのギャップ

イメー

ジにば

らつき

意思
不明

瞭な

人材

職業情報発信の

必要性

キャリアパスの

見える化

仕事への

モチベーション
学生に訴求

優秀な生産技術者確保

出所：JATIS作成

４．生産技術者の確保と能力開発 

（生産技術候補者の採用に係わる課題） 

グローバル事業が拡大すると、国籍や専攻分野、能力

面など多様な人材を採用していく必要が生じる。 

（生産技術者像のイメージと配属上の問題） 

生産技術というポジションは、必ずしも憧れの職種と

は言い切れないとの見方がある。例えば「希望部署から

外れる場合の本人の受け止め方」、「希望に反して製造へ

配属される場合にはもめることも」などネガティブな指

摘がみられる。 

反対に採用段階において本人の意向を尊重し、工場か

研究所かマッチングさせることでこうした問題を回避し

ているところもある。 

 

 

参考 3 学生の生産技術に対する意識・見方 

 

 

 

 

 
出所：本専門部会における議論に基づき JATIS 作成 

 

（生産技術に関する職業情報発信の必要性） 

生産技術職は、学生や生徒、その両親など一般人にとって目に触れにくい職種であり、積極的

な職業情報（キャリア情報）の発信が必要
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

である。 

（キャリアパスの見える化の意義） 

職業情報には、生産技術者からどのような進路が描けるかといった将来の方向感や進路区分、

昇格・異動パターンなどの例示が効果的である。キャリアパスの見える化（別紙具体例参照）に

よって、若年層の仕事への取組姿勢や意欲などを覚醒させるきっかけになると期待される。  
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４-2．生産技術者の能力開発

生産技術系人材の抱える問題

量的な問題
・グローバル要員

の拡充追いつかず
・人員構成の歪み

→技術継承難

・生産技術系人材
不足感

質的な問題
・技術継承不十分

・技術掘下げ不十分

・講師養成に時間
・講師応募を躊躇

（成果主義の足枷）

人材育成策

・部門横断型活動
の展開

・異部門間ロー

テーション
・技術褒賞制度

・ペアリングOJT

・技術、技能のマッ
ピング

・基盤技術、戦略技

能の選定強化
・成果主義の緩和

（教育研修）

出所：JATIS作成

    参考 4 生産技術者キャリアの見える化の事例 

工場運営 戦略立案 要素技術

事業経営 企画管理 技術開発

新入社員教育

マネジメント教育

ラインエンジニアリング 技術開発企画管理

 
出所 H 社資料をもとに JATIS 作成 

（量的問題：人員不足感と技術継承不十分） 

量的問題としては、人員の拡充が追いつかない点が挙

げられる。→人員構成の歪み、技術継承不十分。生産技

術者の少人数分散の結果、個別現場が問題を抱え込む事

態もみられる。 

（質的問題：経験や技術の掘下げ不十分、講師確保も） 

質的問題としては、技術継承が不十分な経験の浅い人

が多く起用される点が挙げられる。 

また、技術を伝承する講師の募集に対し、応募を躊躇

する例がある。講師として教育・指導に従事しても、正

当な評価が得られにくいからだという。講師の側にも受

講者の側にも“教育研修を実施して良かった”と思わせ

るようなモチベーションを高める仕組みづくりが重要であ

る。 

参考 5 技術継承を取り巻く環境 

 

 

 

 

 

 

出所 各種資料を基に JATIS 作成 

（人材育成上の工夫） 

人材育成では、分科会活動など○○活動と称される「横串の連絡会」活動でグループ全体の底

上げを図ろうとしている。このほかの工夫では、資格制度と昇格の関係づけ、技術者に対する報

償制度、異部門間ローテーションの制度化、指導者と後継者のペアリング方式の OJT、戦略的重

要な基盤技術の明確化、マッピング整備などがみられる。 

教育研修の指導者不足 

教育研修の受け手（継承者）不足

人員構成の歪み（年代別アン

バランス） 

指導者の力量不十分 

指導者養成には相応の時間 

グローバル化による生産技

術者需要増大 

教育指導が評価に直結せず 
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５．グローバル化対応と人材育成

海外派遣に伴う

国内人材手薄

化の懸念

グローバル人材の確保

グローバル人

材に求められ

る資質・素養→
知識・能力より

マインドが課題

グローバル要員のマインド

採用のグローバル化
・国籍無関係に採用～就職も国際競争の時代に
・海外人材のためのキャリアパス整備の必要

グローバル人材育成の考え方と課題
・創業精神、企業理念の共有の仕組みづくり
・現地との協働体制の構築

・現地マネジメント人材の確保・育成

・人事諸制度等の見直し

・国内人材の海外派遣
・海外人材の採用・活用

・外国関心有り：２割弱
・在外日本人若者：高い適

応力～採用多様化の候補

人材育成策の例
・海外研修の現地語化

・非先進国での語学研修
・注目される海外長期派遣制度

出所：JATIS作成

５．グローバル化対応と人材育成 

（グローバル人材の確保） 

一部の企業を中心に留学生や外国人採用の動きが本格

化する兆しが出ている。また、外国人留学生採用の動き

は中小企業にも広がっている。 

（グローバル人材に求められる資質・素養） 

「グローバルに活躍する国内人材に求められる素質、

知識・能力」について、知識・能力よりも「チャレンジ

精神」「逆境に耐える」「粘り強い」といったマインド面

が課題（経団連の調査）とされていることがある。 

（グローバル要員のマインド） 

若い世代ほど外国での就労に高い関心を示しているが、

その比率は 2 割に満たない。その一方、日本の若者は日

本でいわれているよりずっとたくましく、すばらしい可

能性を秘めているという指摘もある。悲観一色になる必

要はない。採用における多様性を増すという観点から、

こうした海外組についても採用対象に加えることで、グ

ローバル対応力のある人材を確保できる可能性がある。 

参考 6 日本企業に於けるグローバル人材育成の実例 

 

 

 

 

 

 

 

出所 以下の各種資料から JATIS 作成 
堀場製作所：平成 21 年度ものづくり基盤技術の振興施策(概要)p23 
千代田化工、日揮、東洋エンジニアリング：日経産業新聞 22.9.1「プラント各社に学ぶ 外国

人の活躍 引き出す職場 文化に配慮 断食月は就業時間前倒し 地域住民との
交流会開催 生活も支援」 

大成建設：日経新聞 平成 22 年 11 月 1 日 注目この職場「大成建設 入社後すぐに海外研修
新人育成、新興国」 

三菱商事、丸紅、三井物産：日経新聞 平成 22 年 11 月 22 日「20 代全社員に海外経験 三菱
商事や丸紅、来春から グローバル人材を育成」 

日清紡：日経産業新聞 平成 22 年 9 月 8 日 インタビュー 我が社の人材戦略「日清紡 HD 取
締役執行役員村上雅洋氏、若手に海外経験の機会 留学や米国・タイ工場に派遣」 
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人材育成手段：インターンシップ
採用か社会貢献、新卒＋既卒や社会人にも

６．グローバル人材と産学連携

各国：実践的教育に力を入れ、人材を育成して国際競争力強化

海外で働くことに夢を
・仕事のやりがい
・インセティブ設計

二極化する日本の若者

海外に積極的に出かける若者
→グローバル化対応能力

インターンシップの意義
→人材を見極められること

橋渡し機能とインターンシップ
→“非日常的な体験の機会”を教育に

あるべきインターンシップ
→工学系の全員参加、企業も効果実感

世界の人材育成の主流の考え方
→高等教育重視と教育におけるエンプロイヤビリティ重視

→社会との接点をもつ学外活動体験

人材育成は教育機関と共同で

産学連携教育には企業の覚悟も必要

若年層のグローバル対応意識
→海外に出たがらない（８割強）

インターシップの対象

の拡大

、

・新卒＋既卒や社会人

・国内＋海外

グローバル

人材の育成

出所：JATIS作成

（グローバル人材育成の考え方と課題） 

グローバル人材を育成するには、創業精神の再確認とそのグローバルな共有、及び、現地ロー

カルと日本人の新たな協働体制の確立、信頼して成果を出させる現地マネジメント人材の確保・

育成といった考え方への転換が課題とされている。 

（海外研修の現地語化） 

海外研修の現地語化が行われている。国内のマザー工場でまず暗黙知を形式知化し、“やって見

せ”“やらせてみる”などというステップを踏み、伝承の正確性を確認している例がある。 

（注目される海外長期派遣制度）。 

サムスンの海外派遣制度が国内で注目を集めている。 

（非先進国での語学研修） 

英語研修はインドなど非先進国で幹部候補生を対象にした英語研修を始める例が出てきてい

る。」 

６．グローバル人材と産学連携 

（教育力重視による国際競争力強化） 

「教育力強化に邁進」する世界各国の狙

いは、人材を育成して国際競争力を強化す

ることにある。 

（若年層のグローバル対応意識） 

 “海外に出たがらない日本の若者”は

多いものの、若者の全てではない。 

（海外経験豊富な若年層に注目） 

 “海外に行きたがらない可能性がある

新卒”と“海外活動豊富な若者”を組み合

わせれば、グローバル環境での戦力強化に

資するという指摘もある。採用する人材の

多様化が必要になっている。 

（海外で働くことに夢を） 

 国際展開を成功させる鍵は「海外で働

く人が夢を持てる」ことがポイントであり、そのためには「仕事のやりがいを演出」し、「しっか

りしたインセンティブを設計」するべきである。「異なる文化や習慣を持つ人たちとのコミュニケ

ーションを行い、多様化した価値観を受け止めるという経験を通じて自分を相対化し、日本人と

しての特徴や強みを明確にすることが出来る人材」がグローバル人材として活躍できるといわれ

ている。 
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５．グローバル化対応と人材育成

海外派遣に伴う

国内人材手薄

化の懸念

グローバル人材の確保

グローバル人

材に求められ

る資質・素養→
知識・能力より

マインドが課題

グローバル要員のマインド

採用のグローバル化
・国籍無関係に採用～就職も国際競争の時代に
・海外人材のためのキャリアパス整備の必要

グローバル人材育成の考え方と課題
・創業精神、企業理念の共有の仕組みづくり
・現地との協働体制の構築

・現地マネジメント人材の確保・育成

・人事諸制度等の見直し

・国内人材の海外派遣
・海外人材の採用・活用

・外国関心有り：２割弱
・在外日本人若者：高い適

応力～採用多様化の候補

人材育成策の例
・海外研修の現地語化

・非先進国での語学研修
・注目される海外長期派遣制度

出所：JATIS作成

人材育成手段：インターンシップ
採用か社会貢献、新卒＋既卒や社会人にも

６．グローバル人材と産学連携

各国：実践的教育に力を入れ、人材を育成して国際競争力強化

海外で働くことに夢を
・仕事のやりがい
・インセティブ設計

二極化する日本の若者

海外に積極的に出かける若者
→グローバル化対応能力

インターンシップの意義

→人材を見極められること

橋渡し機能とインターンシップ
→“非日常的な体験の機会”を教育に

あるべきインターンシップ
→工学系の全員参加、企業も効果実感

世界の人材育成の主流の考え方
→高等教育重視と教育におけるエンプロイヤビリティ重視

→社会との接点をもつ学外活動体験
人材育成は教育機関と共同で

産学連携教育には企業の覚悟も必要

若年層のグローバル対応意識
→海外に出たがらない（８割強）

インターシップの対象

の拡大

、

・新卒＋既卒や社会人

・国内＋海外

グローバル

人材の育成

出所：JATIS作成

４-1．生産技術者の確保

採用面の課題→グローバル要員の確保

国内人材のグロー

バル化

留学生の採用

海外大学生の採用

募集方法

の見直し

生産技術の

イメージと配属

優秀な生産技術者を必要とする

企業ニーズと若年層のイメージのギャップ

イメー

ジにば

らつき

意思
不明

瞭な

人材

職業情報発信の

必要性

キャリアパスの

見える化

仕事への

モチベーション
学生に訴求

優秀な生産技術者確保

出所：JATIS作成

４-2．生産技術者の能力開発

生産技術系人材の抱える問題

量的な問題
・グローバル要員

の拡充追いつかず
・人員構成の歪み

→技術継承難

・生産技術系人材
不足感

質的な問題
・技術継承不十分

・技術掘下げ不十分

・講師養成に時間
・講師応募を躊躇

（成果主義の足枷）

人材育成策

・部門横断型活動
の展開

・異部門間ロー

テーション
・技術褒賞制度

・ペアリングOJT

・技術、技能のマッ
ピング

・基盤技術、戦略技

能の選定強化
・成果主義の緩和

（教育研修）

出所：JATIS作成

世界市場の地殻変動

海外展開を支える

グローバル人材の

必要性

海外に拡がる

生産技術者活躍の場

グローバル生産技術者の育成

趨勢としての人

材グローバル化

国内人材のグローバル化

海外人材の確保・育成

２．グローバル化の現状と課題

出所：JATIS作成

質・量ともに問題

３．生産技術力の現状と課題

現状日本は現場に強み、生産技術は世界一であるが、

有識者の診断

日本企業退潮の原因

グローバル化

生産技術の深化

生産技術者の戦略的育成

企業の存亡左右する可能性も

求められる人材像；

全体最適型プロデュー

サー～生産技術者と類似

グローバル化の遅れ

部分最適・視野狭窄

処方箋：意識改革と人作り

ますます高まる

生産技術者の役割

製造のア

ウトソー

シング

製造現場

の喪失

生産技術

者の育成

困難化

海外

派遣

の

増大

生産技

術者の

不足感

生産技術の質的問題

成果

主義

生産技術の量的問題

人

員

構

成

の

歪

み

業務

繁忙

技術

練度

低下

評価

困難

指導者確保難

出所：JATIS作成

世界トップクラスの生産技術
追い上げを受け、優位に揺らぎ

生産技術の現状：質量ともに課題
現場の不足感＋指導者養成・技術練度に難

生産技術者の確保・育成に真剣な取組必要

１．はじめに

時代環境の認識
経験したことのない未曾有の環境下

日本のものづくり力が問われている！

本事業の目的
グローバル生産技
術者の確保育成策

を明らかにすること

本事業の手法

委員間で事例提供

問題意識・悩み

開陳・検討・議論

出所：JATIS作成

概要の参考.１ 平成２２年度報告の要約（図解版） 
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概要の参考２． 平成２２年度報告の要約（生産技術と過去３年間の検討内容） 
１．生産技術に関する過去３年間に及ぶ検討内容 「生産技術とは」
　平成２0年度 業種・製品特性の違いによって幅があり、多義的で多様な技術

1 我が国のものづくりの強さは現場にある。生産技術者は現場を担う要である。しかし認知度は低い。 「生産プロセス全体を俯瞰し、

2 生産技術という言葉の明確な定義が見あたらず、現状バラバラ。若者を惹きつけられない。 設計・製造・調達など各生産プロセスと同期したり、

3 生産技術に着目し、言葉の定義の試案を作成し、次年度の検証可能な方向と課題を明らかにした。 相互調整したりしながら、

　平成２１年度 製品の品質・納期・コスト競争力が 大となるように

生産技術とは何かを考え、生産技術者の役割・使命・従事する業務・知識・能力を検討した。 生産を展開するための技術・知識の体系

　平成２２年度 ＝企画・立案、開発・設計、管理・運用する技術・知識の体系

生産技術者が国内から海外にその活躍の場を拡げていく場合について検討した。 生産技術の特徴
関連業務を支援、

２．生産技術に光を充てる意義についての検討結果 開発・設計をリード

1 生産技術は、 も「強化したい分野」のーつ 他業務への関与が可能、

その充実が大きな課題 異業種・異分野への展開が可能ともいわれている。

大学教育の中で十分に取りあげられていない分野 なお、航空機整備業では「生産」ではなく「整備」と称するが、実態は生産技術と概ね同様

社会における一般的イメージや認知度は決して高いとは言えず 生産技術が携わる領域の多様性
世の中において光が当たりにくい職種

2 生産技術者は

生産ラインの設計やその構築を担うなど

いわば「ものづくりの要」として重要な役割

にもかかわらず、

どのような技術者か、

その役割は何か、

求められる人材は、

期待されるキャリアは

現状ではこうした疑問に正面から答えてくれる資料は極めて限られる。 ※航空機整備業では「生産」の替わりに「整備」と称するが、意味するところは他業種とほぼ同様である。
出所：本専門部会アンケート調査「生産技術に関する調査」を参考に、JATIS作成

3 現状における生産技術の位置づけ 生産技術者とは、その役割・使命、業務、知識・能力
生産技術に焦点を当てた調査研究が少ない

学会動向等を見ても自動車産業を考察の対象としたものが中心

機械産業の多様さに対応したものはほとんど見あたらない。

生産技術者に関する一般的な情報は乏しい

4 企業サイド：生産技術に関する情報発信が少ない

生産技術者が如何に活躍しているか、

如何に重要な役割を果たしているか、

如何に輝いているのか

といった情報を積極的に発信するように努力しているとは言えない。

企業内における位置付けがそれほど高くないという見方すらある。

5 課題

学生や教育機関に対し、

生産技術という重要な役割や

職務に関する正確な職業情報を提供すること

生産技術者の位置付けを見直すこと

将来の技術系人材へのアピール

必要な人材確保にとって重要

３．解決の方向
教育機関や学生に生産技術に関する職業情報を積極的に提供 出所：「機械工業高度化に必要とされる技術系人材像に関する調査研究」平成22年3月

重要性と必要性の理解を深めてもらい  （社）日本機械工業連合会　p45～57をもとにJATIS作成

産業界が必要とする「生産技術」という概念の実際の意味や 生産技術者とは  注：航空機整備業の場合、この図における「生産」を「整備」と読み替える。

求められる人材像を正確に、且つ具体的に伝え、 「生産プロセス全体を俯瞰しながら、製品の品質・納期・コスト競争力等が 大になるように

生産技術の高度化にも役立つような教育を促す 生産展開」する役割・使命を負う技術者。

企業自身の課題として、生産技術者の位置づけの見直しを 具体的には、、
生産技術者に自然と憧れるような 「製品を効率よく、経済的に、生産性を考えて作ることができるように

企業内での夢と希望が社会にあふれてくるような形で 各部署との連携を取りながら、生産の段取りを工夫し、ラインを立ち上げ、改善し、革新を図る」技術者。

生産技術のありかたを見直すことが期待される。

こうした営みの一つひとつが将来、生産技術者を志す工学系学生を 要するに、生産技術者とは

惹きつけていくことに繋がる。 ”ものづくりの頭脳”、“日本の宝”　”競争力の源泉を支える現場に強い技術者”

生 産 （ 整 備 ※ ） 技 術
製 造 （ 整 備 ※ ）

要 素 技 術
＝ 専 門 技 術

要 素 技 術
＝ 専 門 技 術

要 素 技 術
＝ 専 門 技 術研 究 ・

開 発 ・
設 計

経
理

生 産 プ ロ
セ ス 開
発 ・ プ ロ セ
ス 設 計

保 全 ・ 改 善製 造 の サ ポ ー
ト ・ 立 ち 上 げ

調 達 ・
購 買

技 術 開 発
の 戦 略
（ 計 画 ）

設 備
導 入 ・
検 査

詳 細
製 品
設 計

サ ー ビ ス

そ
の
他

生 産 戦 略

生 産 計 画 ・
準 備 ・ 検 討企 画 標 準 整 備

生 産 管 理

生産技術者：ものづくりの頭脳・競争力の源泉を支える”日本の宝”

必須の知識

製品の理解

改善技術

生産工程の要素技術

必須に近い知識

計測・評価技術

管理・保全技術

設備導入技術など

計画・準備技術も

備えることが望まれる知識

戦略立案

研究・開発・設計技術

求められる知識

製品の理解

改善技術

生産工程の要素技術

計測・評価技術

管理・保全技術

設備導入技術など

計画・準備技術も

戦略立案

研究・開発・設計技術

求められる能力

課題発見・設定

・解決能力

体系的・構造的

思考力、

全体俯瞰力、

全体構想力

演繹的思考力に

帰納的思考力を

加えた総合的理

解力・判断力

なぜを反復・考

究する力

その習慣化

企画・立案 業務

事業戦略に基づいた、生産プロセスに関わ

る生産戦略、社内規格標準整備などの
企画・立案

（コアと位置づけない事業所もあるが、生産

技術に関する知識・経験・ノウハウは役立て

ることができる）

技術開発の推進 業務

生産プロセスに関わる新設備、
新技術、新工法などの

技術開発の推進

生産プロセスの管理・運用・支援等業務

関連・周辺業務の支援、

関連・周辺業務の例

生産プロセスの開発、プロセス設計・計画、準備、管理、保全、改善などの推進

関連周辺業務の例；
研究、開発、設計、購買、資材、検査、品質保証、

安全・衛生、アフターサービス、工務・工事など

生産技術に関する知識・経験・ノウハウを身に付ければ、

業種にもよるが下記のような関連業務・周辺業務に関与（支援・リード）

役割・使命：

生産プロセス全体を俯瞰し、

製品の品質・納期やコスト競争力が最大になるように生産展開すること

 

概要の参考３． 平成 22 年度報告の要約（生産技術者のキャリア情報） 

 

 

生産技術に関する

職業情報提供の必

要性 

“ 生 産 技 術 と

は”についての

整理 

“生産技術者とは”

（役割・職務・知識・

能力）の整理 

生産技術者のキ

ャリア情報を収

集 

生産技術者の異動パ

ターン・昇格パター

ンの例示 

職業情報とし

て発信できる

下地整理 

教 育 界

へ の 発

信 

生産技術者の重要

性増大：学生の意

識にギャップ 

ものづくりの頭脳、

“日本の宝”、現場

の競争力の柱 

ものづくりの全

体を俯瞰し、生

産展開するため

の技術 

各社のものづく

りの柱としてグ

ローバルにも活

躍 

生産技術者の戦

略的確保・育成が

企業の存亡を制

する可能性 

産学連携教育等

教育にもっと関

心と関与を！ 
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事業概要 

１．事業名 
平成 22 年度「機械工業高度化に必要とされる技術系人材像に関する調査研究」 

２．事業目的 

〈１〉．本事業の背景と必要性 

人口減少社会の到来、BRICs に代表されるグローバル化の著しい進展、資源・環境・エネルギ

ー問題の昂進などかつて経験したことのない厳しい環境変化に立ち向かうことを余儀なくされつ

つある中、これからの日本のものづくりはどのようにして生き延び、勝ち抜き、発展していくの

かが強く問われる時代になった。 

当専門部会では、前々年度以来、技術系人材のうちでも光が当たりにくいといわれる生産技術

と生産技術者に着目してきた。我が国の機械工業の強みの一つは、高度経済成長以来絶えずより

高い QCD の達成を目指して生産技術を磨いてきたことにある。しかしながら近年は、周辺諸国

や新興国の激しい追い上げを受け、競争力の優位性が揺らぎつつある。 

生産技術の現状をみると、必ずしも質量ともに十分な状況にあるわけではない。昨年度実施し

た調査においても若手や中堅の生産技術者の不足感が目立つ。目先の業務の繁忙さが長期的に重

要な技術開発はもとより、次代を支えるべき人材への技術継承や人材育成に十分な時間が割けな

い姿もみられる。このままでは次世代生産技術者の養成に支障が出る可能性がある。また、生産

技術者の能力面においても、課題発見・解決能力をはじめとして全体俯瞰力や全体構想力のよう

な一朝一夕にはその養成が難しいような課題を抱えている。 

こうした状況を放置しておくと、生産技術自体の国際競争力に陰りが生じかねない。円高圧力

の継続というドルコスト面での逆風が吹く中、肝心の生産技術力自体が低下すれば、国内におけ

る製造能力の維持・拡大はますます難しくなるばかりか、海外生産まで厳しい状況に追い込まれ

ていく。このような懸念を払拭し、生産技術のグローバル競争力を維持，強化していくためには、

生産技術者の確保・育成という課題に真剣に取り組む必要がある。 

〈２〉．本事業の目的 

本調査研究の目的は、我が国のものづくりを現場から実質的に支えてきた生産技術者に焦点を当

て、企業としてグローバル化にも対応可能な生産技術者を今後どのように確保・育成していくかに

ついて明らかにすることである。 
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具体的には、グローバル化の現状と課題を整理するとともに、グローバルという視点から生産

技術力の現状と課題について検討する。また、OJT やキャリア開発における工夫など生産技術者

の教育研修体制の在り方やグローバル生産技術者の役割や確保・育成策について整理・検討する。

後にグローバル人材育成と産学連携教育の問題を採り上げる。 

このような検討を通して、我が国機械工業における持続可能な発展と国際競争力強化に資する

ことが期待される。 

３．事業の位置づけと先行調査研究 

〈１〉．今年度事業の位置づけ 

本専門部会は初年度において、生産技術の定義から議論を始め、調査研究を進めながら問題の

在処を探り、試行錯誤を重ねながらも一定の仮説を設定することができた。二年度目は初年度の

仮説を検証して、生産技術の定義や生産技術者像を明らかにするとともに我が国の「生産技術」

が抱える問題点を整理し、課題を検討してきた。これと並行して高専についても調査を行い、な

ぜ高専か、採用状況、処遇状況など企業からみた高専の特徴や実態、さらには高専出身者のキャ

リアパスについても明らかにした。この点については高専関係者からも反響を得たので巻末の参

考文献に主な反響について整理しておくこととした。 

今年度は過去二年間の実績を踏まえ、グローバル化の視点から生産技術と生産技術者の問題を

捉えることにした。特に、企業としてグローバル化にも対応可能な生産技術者を今後どのように

確保・育成しくのかに焦点を当てる。 

参照文献 1 仕様書 提案事業の内容 から引用 

 

 

 

 

出所：平成 22 年度日本機械工業連合会仕様書より 

 

〈２〉．先行類似調査研究 

～政府資料等にみる技術系人材についての取りあげ方～ 

①．生産技術に関する関心度 

我が国は、周知の通り、ものづくりの国である。現場力やなかんずくものづくり人材が大事で

あると喧伝されてきた。現場という概念は日本固有であり、英訳が出来ないため日本語そのまま

企業内に於ける生産技術者の教育研修体制（企業内能力開発）のあり方、 
グローバル化が進展する中で海外現地での生産技術者の供給と育成策、 
生産技術者を教育機関と協同で育成していく方策（産学連携人材育成）の検
討、等について、具体的企業における好事例なども踏まえ調査を実施する。 
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でGenbaと表現される。現場の力は我々が意識する以上の日本の強みだという指摘2がみられる。

しかしながらものづくり人材という場合、注目を浴びるのは高度熟練技能者のような技能者であ

ることが多い。近年の政府資料をみると依然として技能者への注目3が多くみられるが、子細にみ

ると、技能者が持つ“生産技術の機能の一部”に関心があるような記述が見られるようになって

きている。 

平成 20、21 両年度のものづくり白書をみると、求められる技能者として次のような記述がみ

られる。「現場リーダー型や多能工持ちの技能者」という視点や、「個別領域の熟練技能だけでは

十分ではない」として「生産ライン全体の管理能力に対するニーズ」という視点が重視されてい

る。このように技能者＝熟練技能者というステレオタイプの視点から、現場のリーダー、あるい

は生産工程合理化などの生産ライン全体の管理能力のような視点が注目されるようになってきた

点は、現場力をより実態に近づけて理解されるようになってきていることを反映しているものと

して評価できよう。 

次に「生産技術」という用語そのものがどの程度使われているかをみると、ごく僅かではある

が、記述はみられる。しかし、その登場の仕方は技能者に対する公共職業訓練の一部であったり、

技術者に対する場合であっても、「生産の 適化のための生産技術」というような表現に留まって

いたりと、依然として生産技術に関する詳述が見られるようになったわけではない。 

（ものづくり白書にみる生産技術、技術、技能の取扱い） 

ものづくり白書平成 20 年度版をみると、生産工程の改善・改良に関する訓練コースにおいて「生

産性の高いラインづくりのための生産技術の習得」という表現4がある。ここでは公共職業訓練の

コースの中に、訓練対象技術の 1 つとして生産技術が採り上げられている。内容的には、生産技

術が「ラインづくりのための技術」と捉えられている。 

②．生産技術者に関する関心度 

ものづくり白書平成 20 年度版をみると、ものつくり大学の事例において「生産現場で即戦力と

して活躍できるテクノロジストを育成している」という記述5がみられる。 

文脈から推定するとテクノロジストとは「現場で役立つ実践的な理論と技能・技術を兼ね備え

た高度技能・技術者」のことのようである。このテクノロジストという用語については当専門部

会平成 21 年度報告書 p35 にあるとおり、英語圏では「工学の学術的要求を満たす実務家・専門

家」であり、日本では高専本科卒が対応するといわれている。つまり技術と技能をつなぐ機能を

期待される技術系人材のことであり、モノづくり白書のコラムの使われ方とほぼ同様である。生

産技術そのものとは言い難いが生産技術に近い機能についての記述がみられるようになってきた

                                                  
2 2011.2.25 付け日経ビジネスオンライン、林則行“社内英語公用語化は全然怖くない” にこのような趣旨の指摘

がある。 
3 本節の③．技能系正社員に求められる知識・技能 参照のこと。 
4 ものづくり白書平成 20 年度版の第 3 章第 2 節ものづくりに係わる能力開発施策 
5 ものづくり白書平成 20 年度版の本文 160 頁のコラム欄「現場に強い実践的な技能・技術者の育成」 
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ことに注目したい。 

一方、平成 22 年「産業構造ビジョン 2010」から、生産技術という用語の有無をみていくと、

僅かに生産技術という用語が一ヵ所出てくる6。しかし、主眼はマザー工場についてであり、生産

技術を正面から取りあげ、論じているわけではない。「現場人材の育成」に関連した項目において

も生産技術についての記述は見あたらない。 

③．技能系正社員に求められる知識・技能 

平成 20 年度、21 年度に当専門部会が生産技術に着目した背景の一つに、高度熟練技能者や自

動車の開発設計者がマスコミに登場する機会はあるが、生産技術者がマスコミを賑わせる機会は

少ないという事実があった。 

こうした潮流は今も続くが、近年漸く、政府系資料の一部に変化が見られるようになってきた。

企業の現場の声を調査した結果によれば、従来と比べ、「熟練技能より、生産工程の合理化を重視

する」ようになっているという記述7などはその例である。 

④．生産技術に関する政府資料の特徴と当専門部会事業の意義 

以上、見てきた中で特徴的なことは、技術と技能の区別がやや曖昧であること、技能技術者と

いう言葉が見られること、テクノロジストとエンジニアの違いなど言葉の意味合いが必ずしも明

確にされずに使われていること、技能系についての叙述が多く、技術系についての記述が少ない

こと、生産技術という用語がほとんど見あたらないという印象が残る。その意味でも昨年度の当

専門部会の生産技術に関する定義づけの作業は意義のあるものではないかと思われる。 

さらに、ものづくり白書に於ける前述の変化、例えば現場リーダー型の重視、あるいは生産ラ

インの全体的視点の強調などにみられるようになってきたとはいえ、昨年度当専門部会がまとめ

たような生産技術の視点
．．．．．．．

8は必ずしも明示的に語られているわけではない。 

従って、生産技術の視点を重視するという当専門部会の視点は、ものづくり白書を始め、他の

文献においては総じて強くない視点であるといえよう。つまり、当専門部会の生産技術に着目し

た議論は、相変わらず鮮度が高いといえよう。 

⑤．学校教育とものづくり人材育成 

平成 20 年度版ものづくり白書では、ものづくり技術者の育成、長期インターンシップなどにつ

                                                  
6  平成 22 年「産業構造ビジョン 2010」、「Ⅳ.日本の産業を支える横断的政策」の「4．ものづくり「現場」の強化・

維持」のところで「生産技術開発の起点
．．．．．．．．．

となる基幹工場（マザー工場）については、----」の箇所 
7 ものづくり白書第 4 章第 1 節ものづくり人材の育成とキャリア教育・職業教育の充実の項（p205） 
8 ものづくりの経営的視点をもって、事業戦略や生産計画と整合的な理解を踏まえつつ、生産プロセスを検討して、

生産準備、生産ラインを立ち上げ、生産工程への目配りなどを行う視点、あるいは要素技術や技能をどのように

生かして品質、納期、コスト競争力を強化するかというような視点～詳細は後述 
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いての記述9が、また、平成 21 年度版でも同様に改正教育基本法についての記述がみられ、もの

づくり技術者の育成を目的とした教育プログラムなど学校教育との関わりが記述されている。 

参照文献 2 改正教育基本法とものづくり技術者の育成 

「改正教育基本法が教育の目標として職業の関連を重視する規定を設けた」 

「大学では、高度な知識および技術を併せ持ったものづくり技術者の育成を目的とした教育
プログラムや、産学協同による質の高い長期インターンシップなどを推進する」 

注．改正教育基本法：平成 18 年 12 月に第 165 回臨時国会において成立したもの。 

出所：平成 21 年度ものづくり白書 第 4 章「ものづくりの基盤を支える教育・研究開発の現状と課題」

から抜粋 

 

以上の他、平成 21 年度版ものづくり白書では、「技術者に必要な資質能力の育成方法や技術

者の質の保証について検討」という記述10がみられる。こうした検討が行われるのであれば、

生産技術に関する当専門部会での議論が役立つと考えられる。 

〈３〉．平成 20～21 年度検討結果 
機械工業高度化に必要とされる技術系人材像というテーマでは今年度は丁度３年目にあたる。

そこで以下に簡単に過去 2 年間に実施した事業の概要を振り返っておくことにする。 

①．平成 20 年度 

当年度の目的は、機械工業の将来展望に基づく「望ましい技術系人材像」を探り、その育成

方策等について調査研究を行い、我が国機械工業における持続可能な発展と国際競争力強化に

資する方策を明らかにすることである。 

報告書の構成は次のとおり。 
１．機械工業のグローバル化・高度化等の展望 
２．グローバル化・高度化時代に重視され、求められる人材像 
３．グローバル化・高度化対応可能な人材の育成策 
４．まとめ（生産技術系人材の人材像と育成策の課題） 

当年度の事業を進めるに当たり、焦点をどこに当てるかについて検討し、①.生産技術系を主

にしつつ、高度専門技能者も対象とすること、②.企業の採用活動に焦点を当てること、③.人材

の供給源に留意すること、④.業種セグメントの違いに留意することという切り口と問題意識を

設定した。 

特に、生産技術者に光を当てることの意義付けの検討や、生産技術の定義は現状不明確であ

ることを前提に調査研究を進めることとし、初年度はとりあえず生産技術とは何かといった基

本的な問題意識から明らかにしていくために、本格的な調査研究のための予備調査を行うこと

                                                  
9  平成 20 年度版ものづくり白書では第 4 章第 4 節に「学校教育などを通じたものづくり人材の育成」とう項目 
10 平成 21 年度版ものづくり白書ではものづくり教育の現在の取組やキャリア教育・職業教育に関する検討状況に

ついての項目 
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とした。 

具体的には、主として文献調査から導いた一定の仮説のもとに、専門部会メンバーを調査対

象とすることによって“生産技術とは”、“生産技術者の役割・使命、業務、部署部門、知識・

能力”などについてアンケート調査やヒアリング調査、文献調査を実施した。調査結果を基に

生産技術に関する暫定的な定義の方向を記述と図解によって取り纏めた。しかしながら初年度

は調査した対象の数が少ないことから、結果の一般性に懸念が残されていた。そこで、二年度

目には調査対象を拡大してより一般性を高めるという方向付けを行って初年度事業を終えた。 

②．平成 21 年度 

二年度目の調査研究の目的は、前年度に引き続き我が国機械工業における持続可能な発展と

国際競争力強化に資する方策を明らかにすることにおいた。目的の第一は、我が国のものづく

りを現場から実質的に支えてきた生産技術者に光を当て、生産技術の定義や人材像の検討を通

して将来の確保・育成策について調査研究を行うこと、第二は、技術系人材の供給源のうち、

特に国際的に評価の高い高専に焦点を当て、産学連携による人材育成の道を検討することとし

た。 

2 年度目報告書の構成は次のとおり。 

Ⅰ章．生産技術者像 

１．生産技術に光を当てる意義 

類似既存調査研究等フォロー、教育機関、学生・生徒への橋渡し、 
生産技術者の世代別過不足感、技術系人材に関連する用語とその種類 

２．生産技術の定義 

生産技術とは、 
生産技術の持つ汎用性・応用可能性、 
事業所毎の多様性 

３．生産技術者像 

生産技術者が携わる業務、能力、知識、 
部署／部門、事業所毎の多様性 

４．技術系人材の供給源 

５．現在重視する生産技術者層の課題と５年後の期待 

Ⅱ章．高等技術教育の現状 

１．高等技術教育の準備段階の現状 

（１）．学習指導要領の変遷 
（２）．技術教育の観点（特に理数系に着目）からみた問題点 

２．高等技術教育の現状と課題～高専を中心に 

（１）.高等専門学校に注目する理由 
（２）.高専教育の現状と実態 
（３）.高専教育の特徴 
（４）.高専教育の課題 
（５）.生産技術者の確保/育成という視点からみた高専生の企業側位置付け 
（６）.企業と高専における具体的取組事例―現地調査結果から 
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Ⅲ章．次世代生産技術者の育成に向けて 

１．生産技術者系エンジニアの育成方法 
２. 業界として取り組むべき課題の明確化 
３. 広報の活発化と機械工業のイメージアップの検討 
４．機械工業界と教育界の橋渡しの検討 
５. 教育機関の問題を業界として把握 
６．専門部会としてのアピール 

二年度は初年度と異なり、第 2 章に高専を含む高等教育機関の問題や初中等教育の現状につい

てもページを割いている。当年度に高専を採り上げるに至ったのは、高専への企業の関心にばら

つきがあることと OECD の高専に対する評価が高いこと、世界の教育改革と高専教育が類似し

ていることなどから高専に着目しようという議論が行われたことなどによるものである。 

高専は、元々産業界の要望をもとにして創立されたという経緯がある。産業界は高専の歴史に

立ち返るととともに現状と課題について、もっと関心を高めることが必要である。技術系人材確

保育成の観点からみても高専への関心を高める意義は大きい。 

2 年度目の成果の第 1 は、生産技術という概念を 大公約数的に、第一次近似として文章化し

たことと生産技術の多様性について事例を示すなど「本調査に基づいた定義」としてまとめたこ

とである。こうした整理はそのまま生産技術に関する貴重な職業情報として使えるものとなって

いる。 

成果の第 2 は、生産技術者の実像について明らかにしたことである。生産技術に関する調査に

おいては、初年度調査を踏まえた調査仮説をもとに調査票を設計し、「生産技術とは」或いは「生

産技術者の役割・使命、業務、働く部署・部門、生産技術者に求められる知識・能力」など様々

な角度から調査した。調査仮説に対する同意と違和感の程度を回答してもらうことによって 大

公約数的なとりまとめを行った。一つひとつの調査仮説毎に正反対の違和感が併存していること

から、違和感に示された多様性を包含したものが、機械工業における生産技術の全体像であると

見ることが出来よう。本調査結果から生産技術の実態を広く、且つ、深くあぶり出すことができ

たと考えられる。 

成果の第 3 は、生産技術者の課題と供給源を明らかにしたことである。企業側が生産技術者の

課題として重視していることと供給源としての教育機関への期待を調査したところ、企業側が重

視する課題は、「課題発見・課題解決能力」や「全体俯瞰力・構想力」であった。企業はどちら

かというと、ゼネラリストに近い幅広の知識・能力を求めている。一方、供給源としては学卒が

も期待されている。 

成果の第 4 は、企業ニーズと教育サイドの間に人材育成上のギャップがあるという生産技術者

育成上の懸念を指摘したことである。若い内に採用し、時間を掛けて育成したい企業サイドと、

大学院へ進学したい学生の思惑や進学すればするほど専門分野は狭く、深くなる教育の仕組みと

の間にギャップが生じ、ますます拡大していく構図が生まれている。グローバル化の時代を迎え、
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両者のギャップを放置したままで、生産技術者の育成が間に合うのかという点が危惧される。国

内で確保育成が間に合わないとすると、企業は国内の採用を減らし、即戦力としての海外人材の

採用を主とする日を迎えることになる。 

成果の第 5 は、事業所ベースにおける生産技術者の不足感の存在と対策の方向を明らかにした

ことである。特に 20~30 代の生産技術者を中心に、回答事業所の 8 割強がどちらかといえば不

足感を訴えている。この不足感について「生産技術は社内の人材配分上後回しになるから」とい

う指摘がみられた。企業が生産技術者を確保・育成していくためには、まず社内における生産技

術者の位置付けを改めて見直してみることが必要であろう。 

 

４．平成 22 年度の事業方針と目標 

〈１〉．今年度事業方針 

今年度テーマに関してどのような方向で進めるか。第一回専門部会では次のような議論がみら

れた。 

 「自動車のような先進事例があるが、先進事例はハードルが高い。この際見方を変え
て、我々自身のことをベースにしたらどうか。」 

 「我々の実態をさらけだし、悶々としてやっていることそのものをテーマにしてみた
らどうか。」 

 「好事例・失敗事例を出してもらう。発表者は、採用の人・現場の人などそのテーマ
に相応しい人に来て頂いて、30~40 分位、普段悩んでいること、考えていること、限
界などについて発表してもらい、部会で議論させてもらいたい。」 

 「一番関心があるのは困っていることをどうしたらいいかについてのヒントを得るこ
とである。お互いに補い合う機会となればいい。」 

以上の意見を踏まえ、以下の三つの方針の下、事業を進めることになった。 

◆下記 A，B，C の三つのテーマで調査研究を行う。 

◆事業名にサブタイトル「グローバル化時代における生産技術者の確保・育成」を入れる。

◆各委員から三つのテーマのそれぞれについて部会で発表するか、事務局等の訪問時に自

社で発表する。 

〈２〉．今年度事業目標 

今年度事業の大きな目標を、機械工業各社の参考になるような好事例を収集し、事例から参照

すべき特徴を抽出し、整理・検討することによって、機械工業各社が比較対照する際の視点を提

供することに置く。事例抽出の観点として以下の 3 つのテーマに注目する。 
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A．企業内における生産技術者の教育研修体制（企業内能力開発）のあり方 

具体的には、①生産技術者候補の選抜と配属、 

②生産技術者の教育・研修体制、 

③生産技術者のキャリア開発、などについて検討する。 

B．グローバル化が進展する中で海外現地での生産技術者の供給と育成策 

具体的には、①海外現地における生産技術者の確保、供給の現状、②海外企業と比較し
た我が国企業の生産技術力、③グローバル化に対応する生産技術者の役
割と供給及び育成策などについて検討する。 

C．生産技術者を教育機関と協同で育成していく方策（産学連携人材育成） 

具体的には、①学生・院生の職業志向と生産技術職、②企業、産業界と教育機関の橋渡
し機能の改善方策などについて検討する。 

事例といっても業種の違い、生産形態の違い、生産数量の違いなどから直接的に応用すること

は難しい場合がある。しかし、提示した事例から得られる新しい視点を通して従来見えにくい、

或いは、気付きにくいといった自社の事象が見えてくる可能性がある。収集した事例については、

極力そうした事例から得られる視点を明確に摘出するよう努めることとする。今年度は如何にし

て好事例を探り当てることができるかがポイントになるという視点から以下の調査研究を進めた。 

〈３〉．調査体制と調査フロー 

本事業の実施に当たり、平成 21~22 年度と同様に社団法人日本機械工業連合会内に「機械工業

高度化人材研究調査専門部会」を設置し、併せて具体的な調査研究の実施とりまとめについては

株式会社日鉄技術情報センターに委託してこれを行なった。 

本専門部会の部会長にはダイキン工業株式会社 シニアスキル スペシャリスト中浜慶和氏が引

き続いて就任し、委員には社団法人日本機械工業連合会 会員企業の中から 7 名（冒頭の専門部会 

委員名簿 参照）が委嘱された。報告書の執筆等については、株式会社日鉄技術情報センター 参

与 調査研究事業部 調査研究第三部長 主席研究員 山藤康夫が担当した。 

委託先は、部会長並びに事務局との事前打ち合わせなどに基づいて検討した上で、調査研究の

企画立案、類似調査研究や関連資料の収集・分析などの文献調査の実施、部会検討資料の作成、

委員企業発表要領の作成と発表結果のとりまとめや項目別の分類整理、調査結果の分析・検討を

行い、 終報告書案としてとりまとめた。 終報告書案は専門部会に提出され討議された。専門

部会では開催の都度、質疑や意見交換などが行われ、それを踏まえて、委託先が資料収集など追

加調査を行いながら報告書案の修正を行った。以上の段階を踏むことで専門部会としての調査研

究活動が実施・遂行され、本報告書の完成に至ったものである。 

本専門部会では事業方針として、委員各社の“現状を率直にさらけ出し、委員相互の問題意識

や悩みを開陳”しあい、相互に意見や質疑を行う手法が取られた。部会におけるこのような活動
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の積み重ねが、機械工業各社にとってのなにがしかの参考やヒントに繋がるという思いが込めら

れている。7 回に及ぶ部会の積み重ねから得られた議論や知見については、可能な範囲で本報告

書に盛り込むことにした。本報告書で採り上げられた事例やその背後にある考え方などが、我が

国機械工業各社に限らず、我が国機械工業全体の持続的な発展と国際競争力強化に資することが

期待される。 

参考 7 平成 22 年度調査研究フロー 
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本論 

第１章 グローバル化の現状と課題 

これから海外展開がますます進むといわれており、生産基地のグローバル化に伴う人材のグロ

ーバル化も一層進展すると予想される。人材のグローバル化とグローバル市場で戦える人材の確

保・育成は“待ったなし”といえる段階にきている。 

円高の進行とグローバル化の進展を前にして日本企業はどう戦えばいいのか。一橋大学の石倉

洋子教授11は、「---いかに日本と世界を「AND」で結びつけて、新たな形で事業を展開するか。い

かにして自社の資産を失うことなく、社外・世界の資産を組み合わせて、瞬時に世界へ情報が波

及するスピードに遅れず、新しい価値を世界にもたらすことができるか」を課題として挙げてい

る。同じく人材の面では、グローバル化の進展を前向きに捉え、人材のオープン化を進めること

が重要であるとして「---海外進出は、企業が本当に力のある外国人を見極める力を付け、能力の

ある日本人が世界で活躍する機会として活用できる」と指摘している。  

１．グローバル化とその背景について 

〈１〉．世界経済の地殻変動 
①．世界市場における構造変化 

経済産業省が発表した平成 22 年度版通商白書をみると、つぎのような世界各国の GDP 構成比

と 2010 年実質ＧＤＰ成長率見通しを一覧にした図が見られる。横軸は世界経済に占める主要国

の GDP 構成比、縦軸は実質 GDP 成長率である。世界経済で依然として大きなシェアを占める先

進国グループは総じて低い経済成長率に留まっているのに対し、中国・インドを先頭にした新興

国の成長率は世界平均を上回る国々が多くみられる。明らかに中国とインドの成長率が群を抜い

ている。 

同じく、経済産業省が発表した 2010 年産業構造ビジョンによれば、発展途上国・新興国の市

場規模と先進国の市場規模を比較すると、前者（発展途上国・新興国）の市場が 2015 年にかけ

てさらに拡大すると見込まれているのに対し、後者（先進国）のマーケットは劇的に縮小すると

いう展望が示されている。また、このビジョンの図の原典である IMF の「世界経済展望 2010」

をみると、2015 年に至る各国別経済成長率の見通しが掲載されている。2015 年の見通しによれ

ば、先進国の成長率が 2.3%、このうち、米国 2.3%、EU1.7%、日本 1.7%といずれもせいぜい 2%

内外であるのに対し、新興国・発展途上国平均は 6.7%、また、中国・インド・ASEAN5 は併せ

                                                  
11  日本経済新聞 2010.9.30 経済教室「世界へ飛躍のチャンス」石倉洋子一橋大学教授 から引用 
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て 8.5%という高い成長率が見込まれている。 

グローバル化とは何か。これを世界の市場規模からみると、先進国市場主体から先進国・新興国

市場併存の状態へと推移することであり、市場の成長度合いからみると、その主役は先進国から

新興国等へと大きくシフトしていくプロセスと捉えることが出来よう。有り体に言えば、新興国

市場の膨張する存在感とその持続しそうな成長力が非常に大きなインパクトを先進国に突きつけ

つつあるということである。 

これは、現代が世界市場の劇的変化の時代を迎えていることを示している。先進国市場が縮小

していく以上、企業は成長する市場を目指して戦略を練り直す必要に迫られる。 

参照文献 3 世界各国の GDP 構成比と 2010 年の経済成長率 
世界各国のGDP構成比と２０１０年の世界経済見通し

「平成22年版通商白書」より　経済産業省通商政策局
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69.1%
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　　「その他先進国」及び「その他新興国・途上国」についてのデータはなく、IMFデータより経済産業省が推計。

資料：IMF「Wor ld Economic  Out look,Apr i l2010」より作成。
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出所：経済産業省通商政策局「平成 22 年度版通商白書」より転載 

参照文献 4 発展途上国・新興国、先進国、日本の市場拡大規模の比較 

 
出所：2010 年産業構造ビジョン概要（全体版）P6 から引用 

原典は IMF World Economic Outlook April 2010 
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参考 8 IMF による経済成長率の展望と国別寄与度 

 
出所 IMF World Economic Outlook April 2010 Rebalancing Growth   

World Economic and Financial Surveys  から転載 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/01/index.htm 

参考 9 IMF による経済成長率の 新展望 
2008 2009 2010 2011 2015

先進国 3.0 -0.6 4.2 4.3 2.3
　米国 0.4 -2.4 3.1 2.6 2.4
　ユーロ地域 0.6 -4.1 1.0 1.5 1.7
　　独 1.2 -5.0 1.2 1.7
　　仏 0.3 -2.2 1.5 1.8
　　伊 -1.3 -5.0 1.2 1.7
　　西 0.9 -3.6 -0.4 0.9
　日本 -1.2 -5.2 1.9 2.0 1.7
　英国 0.5 -4.9 1.3 2.5
　加 0.4 -2.6 3.1 3.2
　その他先進国 1.7 -1.1 3.7 3.9 3.1

新興・途上国 6.1 2.4 6.3 6.5 6.7
　中東欧 3.0 -3.7 2.8 3.4 4.0
　ロシア 5.6 -7.9 4.0 3.3
　中国 9.6 8.7 10.0 9.9
　インド 7.3 5.7 8.8 8.4 8.5
　ASEAN５ 4.7 1.7 5.4 5.6
　ブラジル 5.1 -0.2 5.5 4.1
  メキシコ 1.5 -6.5 4.2 4.5

世界計 3.0 -0.6 4.2 4.3 4.6  
出所 IMF World Economic Outlook April 2010 Rebalancing Growth   

World Economic and Financial Surveys  
      Table A1. Summary of World Output1 より JATIS 作成 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/01/index.htm 
 

②．新興国市場の拡大と日本企業 

（１）グローバル化への対応とその指標 

平成 22 年に日本の経済規模で第 2 位の座を明け渡したが、より重要なことは一人当たり GDP

（GDP per capita）とその成長率である。一人ひとりが豊かになるには GDP per capita を拡大

させることが必要である。その主役は企業の経営革新や技術革新のようなイノベーションの推進

であり、海外市場の開拓である。いずれも機械工業がその 大の牽引力である。 

今世紀に入りグローバル化が進展するとともに新興国市場が急激に拡大している。海外市場開

拓のための追い風が吹いている。日本企業がグローバル化に対応するためには、海外市場を開拓

中 国 

米国と他の先進国 

新興国と途上国の予想成長率：6.7% 

先進国の予想成長率：2.3% 

世界経済は

多極化へ 

（平成 22 年

版通商白書

の表現より） 
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して海外市場の伸び率以上の成長を持続すればよい。グローバル化に対応できる企業であれば、

売上高に占める海外売上高の比率が上昇していく。従って、その企業の海外売上高比率がグロー

バル化の進展度合いの指標となる。 

以上から、日本企業のグローバル化の進展を示す一つの指標として「海外売上高比率」に注目

することが も適当であるように思われる。また、海外生産比率の帰趨は生産技術者の役割に新

しい役割を加えることなどから、次に注目される指標となる。 

（２）グローバル化の方向 

国内の人口動態などをみると、日本企業は今後長期的には二つの面から海外市場を志向せざる

を得ない状況に追い込まれていくと考えられる。一つめは、国内事情である。人口がピークから

減少に転じ、国内マーケットは縮小に向かう。従来は国内市場主体の経営が出来たような企業で

あっても、これから先一層の成長・発展を目指していくためには、海外市場に目を向けざるを得

ないというケース。二つめは、新興国市場の巨大さである。新興国市場のように巨大な海外市場

でのシェアを取ることを重視するという海外志向が強いケース。いずれにせよ海外市場開拓の動

きが従来以上の速さと規模で求められるようになる。 

（３）企業毎の様々な対応 

グローバル化というテーマは、グローバル市場での我が国企業のシェアをどう高めるかという

問題として捉えられる。特に、先進国市場とは異質の新興国市場で、現地企業や他の先進国企業

との激しい競争を繰り広げることになる。従来以上に素早い市場対応が求められる。 

ただし、グローバル市場が様変わりしたからといって、全ての企業が海外生産を行うというわ

けではない。実際に、片や“企業自身の本社まで国外に移すことを検討するようなグローバル企

業”から、“これから生産拠点をさらに海外に移転”しようとする企業、また、“生産拠点はあく

まで国内”に置きながら海外市場を積極的に開拓していこうとしている“輸出志向型企業”から、

海外開拓は行うが“海外市場はあくまで従たる位置づけ”で乗り切ろうとする企業まで様々なレ

ベルのグローバル化対応があろう。“機械工業の多くはグローバル企業までいくことはない”とい

う見方もある。さらに同一企業であっても事業分野別にみるとワールド事業と位置づけられると

ころとそうでないところが併存する場合がある。これはその事業の置かれた環境・特性などによ

り、グローバル化といってもいろいろな段階があることを示している。 

③．新興国市場で出遅れる日本企業 

（１）新興国市場における近隣諸国の存在感 

新興国市場の拡大に対して日本企業のパフォーマンスはどうか。例えば日本のお家芸分野とさ

れてきた電機・電子分野をみてみる。 
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平成 22 年度通商白書から貿易データの分析結果12をみると電気・電子分野において「中・韓の

存在感が高まる」ことを示したグラフが掲載されている。この 10 年間で日本企業の得意分野が浸

食されており、中間財輸出そのものは増えているがそのシェアは低下しているという姿が描かれ

ている。 

（２）新興国市場における欧米企業と日本企業のパフォーマンス対比 

さらに、新興国市場への展開という点に注目すると、日本企業は欧米企業と比べ、出遅れてい

ると指摘する文献もみられる。経済産業省海外事業活動基本調査（2009 年 7 月調査、平成 22 年

4 月発表）から、我が国の企業が海外に進出した先において、製品やサービスがどの程度の市場

シェアを確保できているかについて調べた結果13をみると、どの進出先においても「（市場シェア

が）確保できていない」という回答が過半数を占めている。同省同調査結果報告によれば「イン

ド、ロシア等の新興国の市場においては「シェアを確保できていない」と回答した企業の割合は

約 8 割。一方、NIEs3、中国、米国では約 6 割、ASEAN4 では約 5 割が「シェアが確保できてい

ない」と回答している。 

アジア新興国の市場拡大に日本の輸出が追いついていないことを示しているのが次の図である。

これは平成 21 年版ものづくり白書から取ったものである。1990 年を基点としてその後の各国へ

の輸出の推移を、欧米の GDP とアジア新興国の GDP の推移と対比している。日本の輸出動向を

見ると、欧米先進国市場の伸びには概ね追随できているものの、アジア新興国の高い成長率には

追いつけていない。韓国の伸びには遠く及ばず、世界輸出全体の伸びにも及ばない。先進国のド

イツや米国の後塵を拝している。 
 

参照文献 5 アジア新興国の市場拡大を生かし切れない日本の輸出 

 
出所：2010 年版ものづくり白書概要、から転載 

                                                  
12 平成 22 年通商白書 概要 p12 参照（韓国の中間財対中輸出 10 年間で 10.9 倍、ASEAN は同 9.8 倍、         

台湾は同 4.9 倍、日本は 3.2 倍と韓国・ASEAN 等は日本を上回る伸びとなっている。） 
13 経済産業省海外事業活動基本調査(2009 年 7 月調査、平成 22 年 4 月発表)の「23 図主要製品・サービスの

主な進出国・地域における市場シェアの状況」参照。 
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④．新興国市場で出遅れた背景 

（１）新興国市場出遅れに関する米大経営学者による日本診断 

2010 年 4 月に逝去したインド生まれの米ミシガン大学経営大学院教授 C.K.プラハードは、日

本企業が新興国でなぜ遅れを取ったのかという日経ビジネスオンライン記者中野目純一の質問に

答えて以下のように解説14している。 

即ち、「1970 年代から 80 年代にかけて日本企業が数多くのイノベーションを起こしてきたが、

これは国内のライバルが競争しながら先進国市場をベースに成長していくというパターンが有効

であったからだ。その後、ネットの出現でいろいろな変化が生じたが、すぐには適応出来なかっ

た。日本企業は再びイノベーションを起こし続けなければならない。しかしその舞台は日本では

なく、中国やインドなどの新興国市場だ。そのためにはリストラなどの“効率”を追求すること

ではなく、日本企業自身が“変化”を追求することだ」と述べている。 

（２）新興国市場出遅れに関する MOT 専攻学者による日本診断 

GE のような腰の据わった新興国対策に取り組む日本企業が見あたらないというなら、何故、

日本企業はそうした展開に出遅れたのか という質問に対し、東京理科大学大学院総合科学技術経

営研究科准教授の佐々木圭吾氏 は、歴史的経緯からその背景を説明している。60 年代から 70 年

代にかけて、外貨を稼ぐ必要から輸出に本気で取り組んだが、その後激化した貿易摩擦によって

内需拡大に転換を迫られたものの、バブルの崩壊で行き詰まり、再び国際展開の必要性に直面し

た。しかしながら、実際には国際展開に舵を切らないまま来てしまったと分析15されている。 

（３）遅れを取り戻せる時間的猶予 

日本企業が遅れを取り戻し、新興国市場へ食い込めるようになるまでの時間的猶予は？という

問い16に対し、東京理科大学大学院総合科学技術経営研究科研究科長の伊丹敬之教授は、「強い技

術を生み出せる人材と資金的余裕があるうちにという時間的余裕はせいぜい 10～15 年ではない

か」と答えている。また、同じく東京理科大学大学院総合科学技術経営研究科田中芳夫教授は、

「理学部や工学部などへ集まる学生が減少し、現役世代が引退すると、人材の厚みが無くなるこ

とから、技術の継承が難しくなり、技術が失われる」と指摘し、その期限が 10 年としている。さ

らに、モノづくりの手法が変化し続けており、技術継承の面から見て巻き返しが厳しい状況にあ

るとの認識を示している。 

日本企業が遅れを取り戻す時間的猶予が迫る中、新興国市場を始め世界の市場にようやく目を

                                                  
14日経ビジネスオンライン 2010 年 4 月 20 日（火）プラハラードが日本企業に残した“遺訓”新興国市場は実験

場、“革新力”を競い合え 著者：中野目 純一（日経ビジネスオンライン記者）参照 

http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20100419/214061/?P=1 
15 Tech-on special 東京理科大学 MOT 講座、ガラパゴスからの脱却 第一回 日本が行うべき国際展開とは参

照。なお“佐々木”：東京理科大学大学院総合科学技術経営研究科准教授の佐々木圭吾氏のこと 
16 Tech-on special 東京理科大学 MOT 講座、ガラパゴスからの脱却 第一回 日本が行うべき国際展開とは 
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向け始めた日本の金型企業の例が素形材産業ビジョン追補版（平成 22 年 6 月）にみられる。金型

企業が連携して世界の金型見本市に初出展したという。金型産業では後発の韓国・中国が早くか

らこうした見本市に参加していた中でようやくの参加であるが、こうした動きがさらに広まるこ

とが期待される。 

〈２〉．日本の貿易構造 
①．輸出額の対ＧＤＰ比率 

前節 〈1〉．世界経済の地殻変動 ②新興国市場と日本企業 の節で見たように海外売上高比率は

グローバル化の程度を図るわかりやすい指標である。海外で売り上げる方法にはまず国内から輸

出する方法が考えられる。国内雇用確保の観点からみると輸出がまず第一であり、その次が現地

生産・現地販売、もしくは現地生産・第三国輸出である。企業とすれば海外市場でどれだけ多く

の売上を確保できるかが大事である。 

ところで、エコノミストの中には円高が昂進するときのコメントとして輸出主導の経済成長に

対して危惧を示すものがみられる。これからは輸出ではなく内需主体の経済成長をすべきだとい

う議論も少なくない。 

確かに経済成長率に占める輸出の寄与度をみると外需の寄与度が高いという局面はみられた。

しかし、我が国経済の実情はそれほど経済全体として輸出依存型となっているのか、改めて他国

の輸出状況と比較してみた。2008 年の実績でみると、日本の GDP に占める輸出比率は 16%であ

る。これに対してドイツ 39.8%、スエーデン・スイスもほぼ同率、台湾はなんと 63.3%、韓国も

45.4%といずれも日本より遙かに高い。例外は米国で 9.0%。こうして海外と比較すると日本は低

い部類に入る。つまり、これからまだ輸出を増やす余地がある。輸出を大いに増やし、輸入も増

やすことで世界経済に貢献できるのである。人口減少社会を抱える以上、一人当たり GDP の成

長率を高めていくには外需の取込が欠かせないのではなかろうか。   

参考 10 輸出額の対ＧＤＰ比率 
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出所：(財)国際貿易投資研究所 国際比較統計データベース（原資料：IMF；International Financial Statistics (IFS) 
（2010 年 4 月号） 台湾：金融統計月報（2010 年 2 月号））から JATIS 作成 
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②．日本の対先進国貿易の比重低下 

日本の貿易を輸出と輸入とに分けてそれぞれ先進国依存度、つまり貿易に占める先進国の割合

の推移をみると、1998 年から 1999 年にかけてピークを形成しており、以降は逓減している。半

面、日本の対途上国輸入と同輸出は増加の一途を辿っている。 

参考 11 対先進国貿易の比重低下 
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出所：JAICA DATA BOOK 2010 日本・途上国 相互依存度調査（原典：経済産業省「海外事

業活動基本調査」各年版に基づき JICA 調査団作成）を基に JATIS 作成 

日本の対先進国貿易の比重は低下し、対途上国貿易の比重が上昇している。新興国の高い経済

成長率は依然として衰えておらず、この貿易トレンドは当面続く可能性が高い。世界経済の構造

変化が起きている以上、まだ伸びる余地が大きい新興国市場等の非先進国市場開拓は必然であろ

う。特に対途上国貿易17をみると、輸入の比率が輸出を大きく上回っている。もっと対途上国向

け輸出を伸ばす必要がある。 

 

２．グローバル化の進展状況 

〈１〉．グローバル化に対する考え方 
グローバル化に対して日本企業が取るべき対応は、海外需要を如何に取り込むかということに

尽きる。海外で如何に多く売るかということである。この場合、生産拠点をどこに置くかによっ

                                                  
17 国際協力銀行国際経営企画部国際調査室「わが国製造業企業の海外事業展開に関する調査報告－2010 年度海外

直接投資アンケート結果（第 22 回）」－2010 年 12 月 参照 
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て二つに大別することができる。つまり、①国内で生産して輸出して海外で売る、或いは、②海

外で現地生産して海外で売るである。いずれの場合も前節でみてきたとおり、海外とはどちらか

というと従来型の先進国市場よりは、新興国市場により大きな比重が置かれる。貿易に占める先

進国依存度が減少し、新興国依存度が上昇することになる。勿論、グローバル化の進展の程度は

製品・サービス事業ごとに様々な段階があり、すべての企業を一括りにして議論出来るわけでも

ないがトレンドとしてみることはできる。以上を踏まえた上で以下の議論をみていきたい。 

①．グローバル化の現状と事業環境 

〈１〉グローバル化の現状 

機械工業には従前から、電子部品産業や建設機械産業などのようにグローバル化が飛び抜けて

進んでいる業種と自動車産業などのように現在急速にグローバル化を進めている産業がある一方

で、依然として内需主体の業種が有ることも事実である。 

そこでこのようなグローバル化の段階が現状どのようになっているのか、海外売上高比率、設

備投資、海外生産比率の 3 つの側面から概観してみる。 

（１）海外売上高比率 

日本企業のうち、東証時価総額上位 100 社に入る企業のうち、海外売上高比率を公表している

企業について、海外売上高比率がどの程度の段階にあるのかみてみた。製造業と非製造業とにわ

けてみると、非製造業はその大半が海外売上高比率 0~10％の範疇に入る。一方、製造業は海外売

上高比率が 0～10%から 70～80%の範疇まで幅広く分散しており、企業によってグローバル化の

段階が相当ばらけていることが分かる。 

しかし、その製造業であっても、海外売上高比率が４割を超える業種はごく僅かである。機械

工業は製造業の中では特にグローバル化が進んでいる企業が多い業種である。特に進んでいるの

が、精密機械、電気機械、一般機械、輸送機械である。海外売上高比率の も高い精密機械でも

49.9%（国際協力銀行 2008 年度調査）と 5 割には届いていない。 

 

見方を変えれば海外売上高比率が低いということはまだ海外市場開拓の余地が大きいというこ

とであり、潜在成長余力を抱えていると前向きにみることが可能である。これは、仮に海外売上

高比率が目一杯の比率まで行き着いていれば、後は世界経済自体が拡大しない限り、成長が期待

出来ないということになるが、目一杯にほど遠いのであるから、世界経済が拡大しなくとも競争

により成長する余地が残されているとみることができるからである。 
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参考 12 製造・非製造別海外売上高比率  参考 13 業種別海外売上高比率 
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出所（製造・非製造別海外売上高比率）：日経 NEEDS の各社有価証券報告書から、東証 1 部上場企業（除く、金

融・保険・証券等）株式時価総額上位 100 社（2009 年 3 月 31 日時点）のうち、海外売上高比率を公表してい

る企業の数値を基に JATIS 作成。 
出所（業種別海外売上高比率）：国際協力銀行の「わが国製造業企業の海外事業展開の動向」に関するアンケート

調査(2008 年)から JATIS 作成 
 
 

（２）企業の設備投資動向 

次に経済成長の原動力である企業の設備投資をみてみよう。設備投資が拡大すると経済は加速

度原理によって多くの産業が潤い、成長する。逆に縮小すると反対の原理が作用して経済は停滞

する。 

2009 年度から 2010 年度にかけての企業の設備投資動向について、日本政策投資銀行が調査し

た結果をみると、2009 年度に製造業全体でマイナス 30.8%と大幅に落ち込んだ後、2010 年度に

はプラス 8.9%と小幅上昇している。2008 年から 2009 年にかけて設備投資が落ち込むと経済は加

速度原理が逆に働き、景気にはマイナスの強いインパクトを及ぼすという典型的な現象が観察さ

れたわけである。 

日本企業は設備投資をどこの地域で実施しているのであろうか。国内で実施すれば国内景気に

プラスに働く。2010 年度における製造業の設備投資計画額を国内と海外とに分けて比較してみる

と、国内は 5.9%増にすぎないのに対し、海外では 43.9%もの高率の投資増加が計画されている。

2008 年のリーマンショックの後に落ち込んだ設備投資はその後復活したが、その程度は海外が大

きいという特徴がみられる。 

業種別にみると、国内では自動車(19.6%増、2010 年度以下同)も電気機械(22.5%増)もおよそ

20%前後の伸びであるのに対し、海外では自動車が 44.0%増、電気機械が 55.5%増と増加率は概

ね国内の２倍以上となっている。国内の設備投資も復活したものの、海外はそれ以上の伸び率と

なっていることが分かる。また、国内投資額に対する海外投資の割合をみると自動車が

117.1%(2010 年度)と海外投資が国内を大幅に上回っているのに対し、電気機械全体では 27.5%に

とどまっている。製造業では自動車を除くとまだ海外投資より国内投資が上回る状態が維持され
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ている。しかし海外の比率は上昇している。製造業、自動車、電気機械のいずれも 2008 年度よ

りも 2009 年度において国内投資に占める海外投資の比率が増加している。 

参考 14 左図：国内設備投資増減率、右図：海外設備投資増減率 
          グラフ内の左下向き：実績(2009 年度)、同右上向き：計画(2010 年度) 
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出所：株式会社日本政策投資銀行 2009・2010・2011 年度設備投資計画調査 2010.8.3 より JATIS 作成 

参考 15 左図：設備投資の実績(2009 年度)と計画(2010 年度) 、右：同 内外比率の比較 

出所：株式会社日本政策投資銀行 2009・2010・2011 年度設備投資計画調査 2010.8.3 より JATIS 作成 
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次に、2009 年度から 2010 年度にかけての製造業の海外設備投資額を地域別に比較してみると

全体の半分近くが中国を含めたアジア地域が占めており、しかも構成比自体も 43.7%から 44.4%

へと高まっている。北米・欧州がシェアを落としている一方でアジアとその他（含む不明回答）

がシェアを高めている。ただしアジアの中で中国のシェアは 11.0%から 10.5%へと僅かではある

が低下している。一国集中のリスクを避け、地域分散を図っていることの現れと推定される。 

参考 16 海外設備投資の地域別実績(2009 年度)と計画(2010 年度)  
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出所：株式会社日本政策投資銀行 2009・2010・2011 年度設備投資計画調査 2010.8.3 より JATIS 作成 

（３）企業の海外生産動向 

製造業における海外生産比率をみると 2008 年度を除き、趨勢的な上昇が観察される。2008 年

度の前年比低下については同年 9 月に起きたリーマンショックによる需要減退の影響が考えられ

る。しかし、様々な報道によれば、グローバル化の流れの中で生産拠点を海外へという動きはそ

れが全ての企業ではないにしても相当数の企業の関心事項である事は間違いないようにみえる。 

社団法人日本能率協会による「生産革新総合大会」で発表されたテーマをみると、海外工場の

経営、グローバル生産拠点、海外生産という言葉が数多くみられる。まさに海外生産が 大の関

心事であり、キーワードであることが窺える。関連した報道は連日沢山みることができるのも周

知のことである。 

参考 17 海外生産に関する企業の関心 

キーワード 演題の一部から生産システム関係を抜粋 

海外工場経営 海外 70 ヶ国での工場経営 

生産拠点戦略 グローバルでの生産拠点戦略 

製造戦略 90％以上を海外生産というグローバル製造戦略 

製造・技術戦略 二極化された世界市場における製造・技術戦略 

内外一環連携 国内外が一貫・連携したグローバル生産構造の確立 

出所：2010 年 2 月 23～25 日、横浜のみなとみらい・パシフィコ横浜アネックスホールにて社団法人日本能率

協会による「生産革新総合大会」が開催された。この大会で発表された各講演の演題から「海外生産」に

関係のあるキーワードを JATIS が集めて作成したもの。 
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注．海外の多くの国における工場経営、グローバル生産・グローバル製造、世界市場での製造・技術戦略とい

ったテーマに、企業の関心の在処が伺われる。 

〈２〉．グローバル化の事業環境 

海外展開が進む機械工業であるが、日本の機械工業を取り巻く事業環境について考えてみる。

総じて考慮すべき事業環境として次の 3 つを指摘することができよう。即ち、少子高齢化に伴う

諸問題、国内市場の頭打ち、グローバル化の一層の進展の 3 つである。 

第一の少子高齢化に伴う問題として挙げられるのは、高齢化によるベテラン層の離職と若年層

の量的・質的問題の顕在化である。団塊の世代を筆頭に 50 代 60 代のベテラン層が徐々に定年か

ら完全な引退に向かう。日本のものづくりを支えていた「指導できる人材」、或いは「教えること

ができるベテラン」が減少する一方、若年層はというと年々若年人口が少なくなるだけでなく、

総じて理数離れ・製造業離れによる工学系志願者が減少する傾向が続いている。我が国のものづ

くりは、教え手も、受け手も減少するという危機的状況に向かっている。これからの日本の技術

系人材は、“人材の厚み”が失われていく可能性が高い。 

第二は、国内人口の減少に伴う国内市場の頭打ちである。人口が既に減少に転じていることか

ら、製品毎に違いはあるものの平均的にみれば国内市場はすでに頭打ちとなり、やがて縮小へと

向かうことになる。企業が成長していくためには、国内市場の縮小分以上のものを海外市場に求

めざるを得ない。つまり、従来国内市場だけで何とかなってきた“純粋国内企業（産業構造ビジ

ョン 2010 では「閉じこもり企業」）”ですら、海外市場開拓の第一歩が求められるようになる。

また、従来国内市場中心で海外売上高比率の小さな事業展開をしてきた企業においてはなおさら、

さらなる海外市場の開拓が重要になる。製造業が成長し、発展していくためには企業規模に関係

なく、また、好むと好まざるとに係わらず、海外マーケットを重視せざるを得ない状況になりつ

つあるといえよう。 

第三は、グローバル化の一層の進展である。従来型の先進国市場が、経済成長余力が乏しく、

市場として多くの果実を期待しにくいと言われているのに対し、BRICs に象徴される新興国市場

は大きな成長余力が見込まれており、市場としてみたときに引き続き高い成長が期待できるとい

われている。10 億人台という人口規模、年々増加する中間層、このような人口要因が成長する消

費市場として大きな期待が注がれている。事業機会の豊かな市場で事業を展開していくことは合

理的であり、理にかなう。いずれにせよ、グローバル化は、海外売上高比率が 8 割を超えるよう

なグローバルネットワークを構築した大企業や現在強力に海外展開を押し進めつつある一部のグ

ローバル企業だけの問題ではなくなってきた。 

このようにグローバル化とは、経営問題そのものであり、高齢化や人口減少を前にして海外マ

ーケットとどう対峙していくのかが問われる。 
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②．日本企業の海外展開動向 

平成 22 年度は 1995 年以来といわれる円高に見舞われている。ドル安、ユーロ安、元安、ウオ

ン安に対して円は独歩高の様相を呈すなど四面楚歌状態である。製造業の生産機能の海外移転は

間違いなく今以上に進むとみられる。 

これまでは、電気・電子や自動車といった量産型業種を中心に海外展開が進んだ。日本企業の

グローバル化の経緯を簡単に振り返ってみると、1950~60 年代の高度経済成長時代には輸出が成

長の原動力となり、米国など海外輸出市場の開拓が進められた。その後、輸出先市場における日

系シェア拡大に伴う海外貿易摩擦が頻発、各社は貿易摩擦回避を目的に生産の現地化を進めた。 

1985 年、プラザ合意が成立すると劇的に円高が進んだ。バブル崩壊後の 1995 年には一時 80

円を切るという急激な円高に見舞われる。1990 年代には円高の昂進を背景として、コストダウン

を狙いとした東南アジアや中国などを移転先とする生産拠点の海外シフトが行われた。この間、

中国での現地生産は現地労務費の低廉性に着目して現地生産物を再び国内に持ち込むといういわ

ゆる「持ち帰り」輸入が行われ、円高に伴う輸入製品価格の下落というデフレ現象の一因をなし

た。 

その後、中国など新興国市場が目覚ましい勢いで立ち上がり、国内持ち帰りのための現地生産

から一転して今度は、現地生産・現地販売に舵が切られ、現在に至っている。2000 年代に入ると、

中国をはじめとする BRICs などの新興国市場が注目されるようになり、海外生産拠点の役割がコ

ストダウン狙いから、現地市場開拓のための生産基地へと変化が見られるようになった。加えて、

国内市場の頭打ち感が強まり、今や海外市場開拓を目指した生産とその推進役としての人材のグ

ローバル化が合い言葉となってきている。 

国際協力銀行の 2010 年度調査18をみても、今後 3 年程度の中期的な海外事業展開の見通しにつ

いて回答した 594 社のうちの 82.8%が「強化・拡大する」としている。この比率は 2009 年度

65.8%,2008 年度 79.2%と比べても、ひときわ高い比率である。なお、同調査では今後 3 年程度の

中期的な国内事業展開の見通し調査を実施しているが、国内事業を強化・拡大するのは 31.2%に

すぎない。ちなみに国内事業について強化・拡大するという回答比率は、2008 年度 40.8%、2009

年度 27.2%,と大幅に減少している。こうした傾向は業種別に見ても同様であり、一般機械、電機・

電子、自動車、精密機械においてもほぼ同様の動きがみられる。本調査からも明らかなように多

くの企業経営者の目は国内よりは海外を向いているといえよう。 

以下の図は、生産・販売面のグローバル化とその時間的推移を概念的に整理したものである。

国内生産物は基本的に国内で販売され、一部が輸出される。輸出の一部は海外生産に切り換えが

行われる。労務費単価が極端に安い国が生産基地になると、製造移転と生産物の国内持帰りが行

われる。その後現地の購買力が増大すると、現地生産・現地販売に移行する。 
                                                  
18国際協力銀行 国際経営企画部 国際調査室「わが国製造業企業の海外事業展開に関する調査報告－2010 年度海

外直接投資アンケート結果（第 22 回）－」2010 年 12 月 国際協力銀行 国際経営企画部 国際調査室 
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勿論、こうした推移は当然の事ながら、全ての企業に当てはまるわけではない。経済現象のう

ち、特に目立った変化を抽出して概念的に単純化したものである。 

参考 18 日本の機械工業の海外展開の推移〈概念図〉 

 

出所：諸資料を基に JATIS 作成 

③．企業が重視する経営課題 
企業が中長期的視点でみたときにどのような課題を重視しているのであろうか。 

参考 19 中長期的視点で重視している経営課題（複数回答 3 つまで） 

0 50 100 150 200

グローバル化の推進

人材育成の強化

全社的なコスト削減

組織の活性化

既存事業の維持・拡大

事業の選択と集中の強化

新商品･技術開発の強化

経営理念・ビジョンの浸透

財務戦略の強化

その他

無回答

属性別の中長期的視点で重視している経営課題（複数回

答3 つまで；製造業のみ）

 
"出所：厚生労働省職業安定局外国人雇用対策課「企業における高度外国人材活用促進事業報告書」平成 22

年 4 月 9 日より JATIS 作成 
 注．送付先件数 3,978 件、回収 813 件（回収率 20.4%）、うち製造業 313 件（回収計の 38.5%）従業員数

1000 人未満 65.6%、1000 人以上 34.5%,（同報告書資料編 問１）  

厚生労働省「企業における高度外国人材活用促進事業報告書」（平成 22 年 4 月）によれば、製
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造業では“人材育成の強化”と“新商品・技術開発の強化”が経営課題の 1 位と 2 位を占める。3

位は“全体的なコスト削減”であり、“グローバル化の推進”は 4 番目に重視される課題となって

いる。1 位から 4 位までの課題はいずれもその担い手は人である。その意味で人材育成がトップ

に来ているのはある意味当然であろう。人が課題を見つけ、人が課題を解決していく。だから人

材育成がトップという位置づけはある意味当然である。 

特に本事業との関連でいえば、グローバル化の進展を担う人材をどう確保・育成していくかと

いう課題が重要である。国内人材の問題と海外人材の問題の双方において経営戦略の見直しが求

められる。同時にこれらの課題は、新卒や既卒の求職若年層はいうまでもなく、在職中の従業員

にとっても、日本という限られた空間の中での就職戦線やキャリアアップ競争から、国籍の異な

る人とも切磋琢磨していくような時代がすぐそこまで来つつあることを含意している。グローバ

ル企業を目指すような企業にとって、求める能力・語学力、受入可能な報酬等の労働条件が満た

され、且つ、世界中どこにでも赴任出来る人材で有れば、国籍はそれほど重視されなくなる時代

がくる可能性がある。 

 

〈２〉．製造業における業種別海外展開 
①．製造業の輸出比率と海外生産比率 

前節では日本の輸出依存度が決して高くないこと、対途上国向け貿易では輸入が輸出を上回って

いること、趨勢として対途上国貿易が伸びていることなどを概観した。ここでは業種別輸出入比率

の現状に着目する。産業連関表の需要部門には輸出や輸入といった項目があり、業種ごとの輸入比

率（＝輸入／国内需要）や輸出比率（＝輸出／国内生産額）を算出することができる。 新の 2005

年の産業連関表で、34 部門の輸出入比率をみたものが次のグラフである。輸入比率からみると、原

油・石炭などの鉱業の輸入比率が 94%と際立って高く、次に繊維製品が 48.4%、精密機械が 39%

と続く。機械業種は総じて輸入比率が高い。 

これに対し、輸出比率が高いのは、電子部品 39.4%、精密機械 37.5%、情報通信機器 37.6%など

輸入と同じくやはり機械業種が高い。このデータから、日本は、概ね資源や原料を輸入して、高付

加価値の製品を製造し、輸出している国であることがうかがえる。 

また、製造業は他の業種に比べ、輸入・輸出ともに活発であることが分かる。この中から輸出が

輸入を上回っている輸出超過業種を拾うと全部で 12 業種を数えるだけである。このうち

10%pt 以上輸出超過業種となっている業種は 7 業種のみであり、そのトップ 4 を前述のとおり

機械業種が占めている。特に自動車、電気、一般の各機械業種の輸出超過が際だつ。  

 

 注.%pt（パーセントポイント） 
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参考 20 産業連関表（34 部門表）における各部門の輸入率・輸出率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：左図＝ 総務省統計局「産業連関表」. 産業連関表における各部門の輸出入率から転載 
   右表＝同上を基に JATIS 作成 

 

②．海外地域別販売比率 

1999 年から 2008 年の 10 年間における日系企業の現地法人19の現地・地域別販売比率の変化を

みると、北米は微減、欧州 5.3%pt 減、アジア 4.5%pt 増となっている。欧州が現地・地域比率を

低下させたのに対し、アジアは逆に増加している。 

 

                                                  
19現地法人：日本側出資比率 10%以上出資している外国法人＋日本側出資比率 50%超の海外子会社が 50%超以上出

資している外国法人 
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 参考 21 現地・地域販売比率       参考 22 日本への販売比率 
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出所：出所：経済産業省第 39 回海外事業活動基本調査(2009 年７月調査）概要より JATIS 作成 

一方、日本への販売比率をみると、いずれの地域でも減少しているが特に中国などアジアからの

日本への販売比率が 4.2%pt 低下している。これは現地生産からの持ち帰り輸入が減少し、生産し

たものを生産した国で販売するという動きが出てきたことを反映しているものと推察される。 

③．製造業の海外進出状況 

日本企業の実際の海外展開について、国際協力銀行の調査20に基づいて海外現地法人数と海外生

産拠点数の推移をみてみると、どちらもよく似た傾向を示していることが分かる。まず、どの地域

を見ても 1990 代以降増加傾向にある。先進国がやや頭打ち傾向にある中、中国や ASEAN を中心

としたアジア地域では増加傾向が顕著である。特に、2000 年代に入ってからの中国における現地

法人数と生産拠点数の急増はひときわ目立つ動きとなっている。 

参照文献 6 海外現地法人数（左図）と海外生産拠点数（右図）の推移 

 

 

注 1．中国は 93 年度より、その他アジアは 96 年度より個別集計開始。 シンガポールは 1998 年まで NIEs に、
1999 年より ASEAN に分類。EU は 2004 年度から EU15 としている。 

注 2．本調査における主要地域の分類＞   
 NIEs 3 （韓国、台湾、香港）、ASEAN 5 （シンガポール、タイ、インドネシア、マレーシア、フィリ

ピン）、北米（米国、カナダ）、 EU 15 （英国、ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、ベルギー、
ギリシャ、ルクセンブルク、デンマーク、スペイン、ポルトガル、オーストリア、フィンランド、ス
ウェーデン、アイルランド）、中・東欧（ポーランド、ハンガリー、チェコ、スロバキア、ブルガリア、
ルーマニア、スロベニア、アルバニア、クロアチア、セルビア、モンテネグロ、ボスニア・ヘルツェ
コビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア) 

出所：わが国製造業企業の海外事業展開に関する調査報告－2010 年度海外直接投資アンケート結果（第 22
回）－2010 年 12 月国際協力銀行国際経営企画部国際調査室より転載 

また、国際協力銀行の同調査から海外売上高比率（＝海外売上高／（海外売上高＋国内売上高））

の推移をみると、海外生産比率（＝現地法人売上高／（現地法人売上高＋国内法人売上高）の動き

とほぼ同様の動きを示しており、いずれも右肩上がりである。2007 年以降はやや増加の程度が緩

                                                  
20国際協力銀行 国際経営企画部 国際調査室「わが国製造業企業の海外事業展開に関する調査報告－2010 年度海

外直接投資アンケート結果（第 22 回）－」2010 年 12 月 国際協力銀行 国際経営企画部 国際調査室 
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やかになったとはいえ、2008 年のリーマンショックにもかかわらず、2013 年度までの中期計画に

おいても引き続き意欲的な計画値が掲げられており。海外展開が進むというトレンドは当面続くと

いう調査結果となっている。 

参照文献 7 海外生産比率と海外売上高比率の推移 

 

     出所：わが国製造業企業の海外事業展開に関する調査報告－2010 年度海外直接投資アンケート 結果
（第 22 回）－2010 年 12 月国際協力銀行国際経営企画部国際調査室より転載 

 

国際協力銀行の同調査に収載されている業種別の調査結果から、業種別海外生産比率の推移をみ

ると、輸送機械が 2007 年で 40%超と も高く、しかも趨勢的に上昇している。次いで高いのは電

気機械から統計上分離した情報通信機械で同 30%超となっている。 

 

参照文献 8 業種別海外生産比率の推移（国内全法人ベース（製造業） 

 
注． 海外生産比率（＝現地法人売上高／（現地法人売上高＋国内法人売上高） 

出所：JAICA DATA BOOK 2010 日本・途上国 相互依存度調査（原典：経済産業省「海外事業活動基本

調査」各年版に基づき JICA 調査団作成）から転載 

電機・電子の中期計画における 終年度(2013 年)の計画値をみると 47.6％とほぼ半分の企業が海

外展開を進めると計画していることが分かる。一方、一般機械の中期計画をみると 2010 年の見込

みベースで 22.8%にすぎないものの、2013 年には 25.7%と 1/4 を超えるレベルまで進める計画で

ある。ただ、この期間は 2008 年のリーマンショックを挟んだ期間であることを映して、海外売上
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高の推移は概ね横ばいで推移している。海外売上高が大きく伸びない中、海外生産比率だけは年を

追うごとに漸増しており、計画上も増加傾向を維持していることが特徴である。 

参考 23 海外生産比率（左図）と海外売上高比率（右図）の推移 
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出所：わが国製造業企業の海外事業展開に関する調査報告－2010 年度海外直接投資アンケート結果 
（第 22 回）－2010 年 12 月国際協力銀行国際経営企画部国際調査室 を基に JATIS 作成 
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〈３〉．人材グローバル化の方向と課題 
①．人材グローバル化の現状 

人材のグローバル化の現状を理解するために、経済産業省や外務省の資料などから海外在住の

民間企業関係者数の推移をみる。1980 年代末から増勢が続き、2005 年では全体で 40 万人近い日

本人が海外に在住していることがわかる。増勢は 90 年代に入り、やや弱まったようにみえるもの

の、2002 年以降再び増加基調に転じている。海外に住む日本人は増え続けている。 

参照文献 9 日本企業の人材の国際化の現状  参考 24 海外在留法人数の推移 
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出所：「グローバル人材マネジメント研究会 」 

報告書のポイント平成 19 年 5 月経済産業省  

産業人材参事官室の p3 から転載、 

原典：「海外在留人数調査統計より経済産業省が作成したもの 

②．人材グローバル化の考え方 

（人材グローバル化の流れ） 

人材グローバル化の方向として考えられるケースは下表のように多くのケースが考えられるが、

メインは次の 4 つであろう。 第 1 に国内人材が海外で働く a.のケース、第 2 に、国内にいる海

外人材が国内に来て働くロ．ホのケース、第 3 に、国内にいる海外人材が海外で働く b.c.のケー

ス.、第 4 に、海外にいる海外人材が海外現地或いは第三国で働く d.e.のケース以上の 4 つである。 

参考 25 国内と海外の職場で働く日本人と外国人のパターン別人材のグローバル化 

国内の職場 海外の職場（含む第三国） 

イ．グローバル対応力のある日本人社員 a.日本から海外に派遣される日本人社員 
ロ．日本の大学を卒業する外国人留学生 b.日本の大学を卒業する外国人留学生 
ハ．キャリア採用する外国人 c.国内でキャリア採用する外国人 
ニ．キャリア採用する日本人 d.キャリア採用する日本人 
ホ．海外拠点等から受け入れる外国人社員 e.海外大学を卒業する現地外国人 
ヘ．海外の大学を卒業する外国人 f.現地でキャリア採用する現地外国人 
ト．海外の大学を卒業する日本人 g.海外の大学を卒業する日本人 

出所 諸資料から JATIS 作成 

出所：外務省「海外在留法人数統計 

から JATIS 作成 

第１

第 2 第 3 

第 4 
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注．上表の組み合わせはもっとある。例えば日本の大学を卒業した日本人、既存の日本人社員、
或いは日本人のキャリア採用についても国内で採用するか、海外で採用するかなど、全て拾
い上げる意義や煩雑さなどから主に外国人に焦点を当てた作表にしている。 

参考 26 国内と海外の職場で働く日本人と外国人のパターン別人材のグローバル化 
 国内の職場 海外の職場（含む第三国） 

採用先等 日本の大学 海外の大学 キャリア採用 海外社員 日本の大学 海外の大学 キャリア採用

日本人 イ ヘ ニ イ a. ｆ． d. 

外国人 ロ ホ ハ ニ b. ｄ． c.e. 

出所 諸資料から JATIS 作成 

 

人材のグローバル化は日本の大学を卒業した日本人を主体にしつつ、次のような多様なルート

で採用された人材が、海外を含む多様な職場で活躍していくことを含意する。そのうちのメイン

となるケースを再掲すると次の四つに整理される。 

第 1 のケース（a）はこれまで多くの日本企業が採用してきたやり方であり、すべてを日本

人で賄うという考え方に立つ。 

第 2 のケース（ロ、ホ）は、海外からの留学生などを起用するケース。 

第 3 のケース（b,c）は、海外からの応募者、或いは海外に留学していた日本人などが国内

で採用され、再びグローバル化の前線に立たせるという考え方。 

第 4 のケース（d,e）は、海外の人材、進出先現地の人材、地域にこだわらず能力・人物本

位で採用した海外人材を進出先で採用し、活用するという考え方である。海外に留学

中の日本人もここに入る。 

人材のグローバル化は上記 4 つのケースを段階的に進む場合もあれば、同時並行的に進む場合

もある。 

昨年度の報告書ではこのような人材国際化のケースについて、第 2～第 4 のケースについては

考慮していない。あくまで第 1 のケース、即ち、ものづくり日本を支えるべき生産技術者は国内

で確保育成されるとの暗黙の前提が置かれていた。 

次の人材のグローバル化の姿図では、主に技術系人材の役割機能として技術中枢を担うという

機能と熟練技能を担う機能とに大別して示している。それぞれの担い手が日本人から次第に外国

人にシフトいく場合を図示化したものである。ものづくりの中枢を担う生産技術や熟練技能につ

いては日本人オンリーの世界（左端）から右端の生産技術や熟練技能のいずれも外国人中心にシ

フトするといった究極的な姿が描かれている。 

国内の技術系人材については人口減少や製造業離れといったマクロ環境要因から若年層が少な

くなり、団塊の世代などのベテラン層も離職が進む。つまり、大局的且つ中長期的に見れば国内

でものづくりを支える「人材の厚み」が薄くなっていくことは間違いない。自動車や家電製品の

ように現地生産現地販売を標榜して担い手の多国籍化を図る業種もあれば、国内に留まって日本

人主体で生産を行うことを戦略として推進する企業もある。 
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参考 27 将来考えられる技術系人材のグローバル化の姿〈概念図〉 

 
 

 

 

出所：諸資料を基に JATIS 作成 

 

しかしながら、このような技術中枢と熟練技能の担い手を外国人に頼るケースが増えてくるこ

とは確実ではなかろうか。既に熟練技能に関してはそうした萌芽がみられる。 

ある企業では“溶接のグループ内競技大会において東アジア出身者が金メダルを獲得した”と

いう。このようなニュースが増えないという保障はない。機械工業各社の現状をみると左端と右

端を結ぶ線上のどこかに位置しているはずである。 

生産拠点の海外流出がこのまま続けば、やがて行き着く先は国籍を問わない人材登用の時代が

来ることになる。 

但し、この推論には現在の流れがそのままトレンドとして持続するという前提がある。予測で

も期待でもなく、単にこれからの技術系人材に起こりうる問題を考え、早期に然るべき対策を立

てるための一つの論点として取り挙げたものである。 

（グローバル化時代に求められる人材像） 

では、これからの時代、中長期的視点でみた必要となる人材とはどのような人材であろうか。

厚生労働省が実施した中長期的な課題を解決するために必要となる人材はどのような人材かとい

う調査をみてみる。 

 

アジア人

熟練技能

者が徐々

に増加 

人材グローバル

化の究極の姿 
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参考 28 経営課題解決のために中長期的視点で必要となる人材（複数回答 3 つまで） 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

国内ビジネスを拡大できる人材

グローバルビジネスを拡大できる人材

異なる価値観をもつ人材

高い専門能力をもつ人材

高いマネジメント能力をもつ人材

グローバルにリーダーシップの取れる人材

高い経営能力をもつ人材

高い汎用能力をもつゼネラリスト

自社の企業文化に合った人材

その他

無回答

属性別の経営課題解決のために中長期的視点

で必要となる人材
（複数回答3 つまで;製造業のみ）

 
注．送付先件数 3,978 件、回収 813 件（回収率 20.4%）、うち製造業 313 件（回収計の 38.5%）従業員数

1000 人未満 65.6%、1000 人以上 34.5%,（同報告書資料編 問 2） 
出所：厚生労働省職業安定局外国人雇用対策課「企業における高度外国人材活用促進事業」報告書」平成

22 年 4 月 9 日より JATIS 作成 
 

この調査のうち、製造業からの回答だけを抽出したものが上のグラフである。これをみると

も求められる人材像の第 1 位は「高いマネジメント能力を持つ人材」であり、第二位は、「高い専

門能力を持つ人材」となっている。共通点はいずれも“高い能力”を求めていることである。こ

の後の 3 番目に「グローバル・ビジネスを拡大できる人材」が続く。要するにマネジメントであ

っても専門能力であっても高い能力とグローバル対応人材が求められていると解釈することがで

きるのではなかろうか。これは次にみる米大のへネシー学長がいう“ライト・パーソンを得る”

ことに通じる調査結果ではないかと思われる。 

経営学者として著名なスタンフォード大学ジョン・L へネシー学長は“シリコンバレー復活に

みる日本の課題”と題した講演で、経営革新を行うには、「ライト・パーソン（ 適任者）を集め

ることにつきる」と指摘している。 

参照文献 10 イノベーションの移転は人に掛かっている！ 

 

 

 
 

出所：イノベーションサミット 2010 22.7.22 「シリコンバレー復活に見る日本の課題」スタンフォード大学学長ジ

ョン・L/へネシー氏の発言を JATIS が要約筆記したもの 

 

---イノベーションを推進するには、①ライト・パーソンを得ること、②技術・科学の
先端の環境の中で共に職業生活が営めること、③不連続（断絶）を探すこと-----こうし
たイノベーションの移転が成功するか否かは、偏に人に掛かっている。人を移転せよ、
技術の移転ではない。--- 
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また、海外売上高比率の引き上げ計画に伴い、海外で働ける人材確保が急務だという報道もあ

る。 

参照文献 11 海外シフトと海外で働ける人材確保 

富士電機 HD では、2011 年度に海外売上高比率を 2009 年度より 10 ﾎﾟｲﾝﾄ以上高い 40%に
引き上げる計画で、海外シフトを急拡大しており、海外で働ける人材の確保が急務だとい
う。 

出所：日刊工業新聞 2010.12.1 富士電機 HD 社員の要望人事に反映 “社内転職”で職場活性化 より、JATIS
抜粋引用 

経済産業省でもグローバル人材についての定義を公表している。以下はその抜粋である。 

参照文献 12 グロ－バル人材とは 

グローバル化が進展している世界の中で、主体的に物事を考え、多様なバックグラウン

ドをもつ同僚、取引先、顧客等に自分の考えを分かりやすく伝え、文化的・歴史的なバ

ックグラウンドに由来する価値観や特性の差異を乗り越えて、相手の立場に立って互い

を理解し、更にはそうした差異からそれぞれの強みを引き出して活用し、相乗効果を生

み出して、新しい価値を生み出すことができる人材 

出所：経済産業省産学人材育成パートナーシップグローバル人材育成委員会 報告書～産学官でグローバル人材の

育成を 概要 2010 年 4 月 p6～から転載 

http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/san_gaku_ps/2010globalhoukokusho_summary.pdf 
 

③．機械工業の人材グローバル化 

以上明らかなように“グローバル化”はある意味必然といってよく、こうした外部環境の中で

「技術系人材のグローバル化」を考える必要がある。そのポイントは、そもそも国内の生産技術

者志望層を吸収できるだけの事業展開が期待できるのかにある。我が国機械工業に於ける生産技

術力は国際競争力を維持できるのか、それによって生産技術者に対する需要が左右される。 

我が国機械産業は、“現場力に立脚する”という強みを掲げてきたが、人材のグローバル化によ

ってもその強みを維持できるのか。言い換えると、これからは人材がグローバル化する中で生産

技術の強みにさらに磨きをかけ続けることができるのかどうか、或いは、人材がグローバル化し

ても生産技術面において比較優位を保てる（＝引き続き新興国などの追い上げをかわし、国際競

争力を維持・強化できる）か否かが問われている。 

昨年度の当専門部会における検討結果である「我が国の生産技術の国際競争力は維持するべき

である」という前提は今年度も崩すことはできない。しかし、それを担う人材の国籍については、

現実の為替環境やグローバル化の急激な進展を踏まえると、ある程度国籍に縛られずに考えてい

く必要があるように思われる。現に、現地マネジメント層に現地出身者を登用する動きがこのと

ころ頻繁に報道に登場するようになった。 
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参照文献 13 現地法人に現地出身 

---現地のマネジメントも異なる。インドは「より現地に精通した人材に指揮を執っても
らったほうがいい」（宇野支配人）として、空調業界の経験が長い、インド人のカンワル・
ジート・ジャワ氏を---現地子会社の社長に据えた。---岡野幸義社長はインドネシアやトル
コ、中東、北アフリカなどポスト BRICs をどう開拓するか、今から事業戦略に組み入れ
たい。」--- 

出所： 日経産業新聞 2010.12.2 記事 「ダイキン インドで新作戦」から JATIS 引用 

④．求められる人材像 

急激に進む事業環境の変化を考えると、これからの企業にとって“グローバル化を追い風とし

て帆に受ける”ことができるような態勢づくり・ひとづくりが重要な課題となる。従って、我が

国機械工業には国際的に活躍できる人材がますます求められるようになる。しかも、機械工業に

顕著な高度化・複雑化・融合化等に対応可能にして質量共に生産性のアップに貢献できるような

ものづくりの核となる技術系高度化人材が求められる。 

特に日本企業の現場力の要としての生産技術者はその活躍の舞台が国内中心から、海外へ、し

かも先進国ばかりでなく、新興国や途上国へ、東アジア・東南アジアから南アジア、中近東・東

欧・アフリカ・中南米へとその舞台は文字通り地球規模で拡がりつつある。これからの生産技術

者はこのような舞台でもその力を発揮することが求められる。 

参考 29 企業の“グローバル化と人材育成”  

キーワード 演題の一部から生産システム関係を抜粋 

グローバル人材育成 グローバル「モノづくり」を支える「人材育成」を、身の丈に
合った実践的な方法で、国内外に推進 

グローバル人材育成 グローバル生産を支える人材育成 

グローバル人材育成 グローバル製造戦略の実現に向けた人財育成の取組 

社内理念の浸透 マインドの浸透「グローバル憲章」 

組織活動の統一 グローバルに統一した組織活動の見える化と標準化、グローバ
ル中核人材育成 

世界同一品質 世界同一品質に向けた取組みの中で、現場を支える技能者集団
の育成 

現地スタッフ育成 現地スタッフ育成の考え方とその実践 

革新を生む人材 革新を生み出す組織と人材の育成 

自動化具現人材 設備の自動化を具現化できる人材育成 

現場リーダー育成 製造現場のリーダー育成に力 

実践できる人材 モノづくり教育では、知識だけではなく実践できる人材の育成
が必要 

出所：2010 年 2 月 23～25 日、横浜のみなとみらい・パシフィコ横浜アネックスホールにて社団法人日本能率

協会による「生産革新総合大会」が開催された。この大会で発表された各講演の演題から「グローバル」

と「人材育成」に関連した演題を集めて JATIS が作成したもの。 

注．グローバル人材育成と現地スタッフの育成、企業理念のグローバルな浸透などが演題から伺われ、企業の

関心が高いことがわかる。 

 

ものづくり白書平成 21 年度版ではグローバル化するものづくりを支える人づくりの重要性が
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世界市場の地殻変動

海外展開を支える

グローバル人材の

必要性

海外に拡がる

生産技術者活躍の場

グローバル生産技術者の育成

趨勢としての人

材グローバル化

国内人材のグローバル化

海外人材の確保・育成

２．グローバル化の現状と課題

出所：JATIS作成

指摘されている。 

参照文献 14 ものづくり白書：グローバル化するものづくりを支えるひとづくり 

 

 

出所：平成 21 年度ものづくり基盤技術の振興施策（概要）P23 より引用 

参照文献 15 ものづくり白書：人材の国際化に向けた重要分野・課題 

 

出所：グラフは平成 21 年度ものづくり基盤技術の振興施策（概要）P23 より転載、JATIS 加筆 

なお、ものづくり白書によれば、人材の国際化に向けた重要分野・課題として、イ．「グローバ

ルに活躍できる幹部人材の育成」と ロ．「日本国内で採用した人材（日本人・外国人）の国際化」

の二つの課題が飛び抜けて大きな課題と認識されていることが窺われる。三つ目にあがっている

のは「グローバルな人材の選抜・配置・移動による 適配置」であるが前の二つが 60%前後と高

い支持率であったのに比べると三つ目は 40%を切って折り、やや低いという印象を受ける。 

〈４〉．まとめ 
（世界市場の地殻変動） 

高い経済成長率で世界シェアを高めつつある中国・インドなど

の新興国と逆にシェアを下げつつあり、低成長に甘んじつつあ

る先進諸国という新しい経済構図が出現した。この間、国内か

らの輸出に加え、海外現地生産比率が上昇し、海外生産拠点が

着実に増加している。 

（海外市場開拓の必要と人材） 

人口が減少し始めた国内市場の伸びは大きく期待できず、代わり

に海外市場の開拓・深耕が必須の経営課題となりつつある。海外で

活躍する意欲を持ってイノベーションを起こせるようなグローバ

ル人材が必要とされる。 

「事業活動のグローバル化に伴い、国内人材の国際化やグローバルに活躍できる幹部

人材の育成の重要性は高まっている。海外情勢・市場に精通するとともに、海外拠点

との連携を深めていくためにも、グローバル人材の育成もますます求められる。」 

日本国内で採用した人材(日
本人・外国人)の国際化 

グローバルに活躍できる幹部

人材の育成 

グローバルな人材の選抜・配

置・移動による 適配置 
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（グローバル人材育成） 

若年人口の減少傾向、ゆとり教育や理科離れ・製造業離れなどを背景に、企業が確保可能な人

材は質量ともに厚みを欠いてきている。国内人材中心主義から人材の多様化・多国籍化の方向に

向かうことは趨勢として間違いないと思われる。 

（趨勢としての人材グローバル化） 

グローバル化の進展を担う人材の確保・育成という問題は、国内人材と海外人材の双方から経

営戦略の見直しを求めている。働く側も採用する側も国際競争にさらされる。 

（国内から海外に拡がる生産技術者活躍の場） 

昨年度は、生産技術とは何かを考え、生産技術者の役割・使命・従事する業務・知識・能力を

検討した。今年度は、生産技術者が国内から海外にその活躍の場を拡げていく場合について検討

する。 

（グローバル人材としての生産技術者の育成） 

以下では次の 2 つの観点、①「グローバル化という視点を持った国内生産技術者」の育成、②

海外からの適性ある留学生や現地海外人材の確保と育成の双方から事例を検討する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

第２章 生産技術力の現状と課題 
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第２章 生産技術力の現状と課題 

平成 21 年度の報告書において当専門部会は生産技術とは何か、また、生産技術者の役割・職務、

知識・能力などについて会員企業を中心としたアンケート調査等によってとりまとめを行った。

本章では前年度の調査結果を踏まえ、グローバル化における生産技術や生産技術者の捉え方を始

めとして、生産技術の現状と課題、国際競争力上の位置づけ、生産技術力の維持・強化の可能性

やその条件などについて検討している。 

１．生産技術者の役割・業務等 

〈１〉．生産技術等の捉え方 
①．平成 21 年度報告書をベースとした“生産技術とは” 

昨年度は、―昨年度に検討した生産技術に関する仮説を企業調査に基づいて実証的に検証する

ことに力を入れた。“生産技術とは”、“生産技術者とは”について調査結果を分析・検討すること

によって 大公約数的な回答と違和感についての回答を整理することで、分析的・記述的な定義

づけを行った。 

そこで今年度は、“生産技術”について一覧性・簡明性の観点から、昨年度の定義をさらにコン

パクトな形でまとめることにした。 

（生産技術とは） 

昨年度とりまとめた“生産技術とは”については狭義と広義、及び、両者を総合した“本調査

に基づいた生産技術”の 3 つについて以下の表に再掲する。なお、以下の生産技術に関するすべ

ての議論において、航空機整備業界では「生産」を「整備」と読み替えることでほぼ同様の議論

が成り立つことが確認されている。昨年度の定義付けはそれぞれ以下の通りである。 

参考 30 昨年度まとめた“本調査に基づいた生産技術とは” 

狭義の生産技術 
製品の品質・納期・コスト等の競争力が 大となるように製造する
ための生産諸プロセス（技術開発、計画、設計、生産準備、生産検
討、設備導入、ラインの立ち上げ、保全、改善等）に関わる技術 

広義の生産技術 
生産戦略、企画標準、研究、開発、設計、調達・購買、設備、検査、
管理、保全、改善、サービスなど他業務の必要に応じてサポートで
きる技術であり、開発・設計などの場合のようにリードできる技術

本調査に基づい

た生産技術 

生産プロセス全体を俯瞰し、設計・製造・調達などの各プロセスと
同期し、相互調整を行いながら製品の品質・納期・コスト等の競争
力が 大になるように生産展開（整備）するための技術 

出所：「機械工業高度化に必要とされる技術系人材像に関する調査研究」 平成 22 年 3 月 （社）

日本機械工業連合会 から JATIS 作成 

注．航空機整備業界では「生産」を「整備」と読み替え 
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昨年度の定義づけをもう少し、骨子部分に絞って簡略化すると、狭義では「製品の QCD 等の

競争力が 大となるように生産するための生産プロセスに関わる技術」であり、広義では「生産

戦略・企画標準など他業務の必要に応じて支援したり、開発・設計などにおいてリードしたりで

きる技術」となる。この二つを総合すると、「生産プロセス全体を俯瞰し、生産の各プロセスと同

期したり、相互調整を行ったりしながら、QCD 等の競争力が 大になるよう生産を展開する技

術・知識」の体系となろう。 

また、昨年度は生産技術のほかに生産技術者についてもその役割・使命、業務内容、求められ

る知識・能力、働く部門・部署等について検討を行った。昨年度調査において明らかになったこ

との一つに生産技術の捉え方の多義性と多様性がある。量産か非量産か、或いは、見込み生産か

受注生産か、大量生産か単品・少量受注生産かなど、業種や製品特性によって生産技術に対する

見方は相当異なっている。 

以上を踏まえると生産技術とは「業種・製品特性の違いによって非常に幅があり、多義的多様

な技術」ではあるが敢えて簡略化すれば「生産プロセス全体を俯瞰し、設計・製造・調達など各

生産プロセスと同期したり、相互調整したりしながら、製品の品質・納期・コスト競争力が 大

となるように生産を展開するための企画・立案、開発・設計、管理・運用する技術・知識の体系」

であるといえよう。 

また、その特徴として、生産技術は関連業務を支援したり、開発・設計をリードしたりと関連

業務への関与が可能な技術であり、異業種・異分野へ展開が可能ともいわれる技術でもある。 

参考 31  “生産技術とは”製品の QCD 競争力を 大にする技術・知識の体系 

生産技術とは業種・製品特性の違いによって非常に幅があり、多義的多様な技術である。以
下は敢えて簡略化したものである。 

生産技術とは、「生産プロセス全体を俯瞰し、設計・製造・調達など各生産プロセスと同
期したり、相互調整したりしながら、製品の品質・納期・コスト競争力が 大となるよ
うに生産を展開するための企画・立案、開発・設計、管理・運用する技術・知識の体系」
である。 

また、その特徴として、生産技術は関連業務を支援したり、開発・設計をリードしたりと関
連業務への関与が可能な技術であり、異業種・異分野へ展開が可能ともいわれる技術である。

出所 「機械工業高度化に必要とされる技術系人材像に関する調査研究」（Ⅱ）平成 22 年 3 月  

（社）日本機械工業連合会 をもとに JATIS にて再整理したもの 

注．航空機整備業界では「生産」を「整備」と読み替え 

 

（生産技術者とは“日本の宝”：ものづくりの頭脳、競争力の源泉） 

では、“生産技術者とは”どのような技術者をいうのか。昨年度の検討結果を踏まえて簡略化の

視点から生産技術者の役割・使命、具体的な業務内容、求められる知識・能力、働く部署・部門

について改めて個別企業の事例を参照ながら整理してみる。 

生産技術者の仕事は業種や製品特性によってカバーする範囲は異なるものの、概ね「生産プロ
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セスの研究・開発・設計」「改善」「生産戦略立案」「生産管理・保全」「生産準備、製造支援、設

備導入・ラインの立ち上げ、製造装置開発」「生産性検討」などである。 

具体的な業務には大きく 3 つにわけられる。 

1 つ目は長期的視点にたって技術開発を推進する業務で生産プロセスに関わる新技術、新設備、新工

法を開発する業務や生産プロセス・製造装置の開発・設計に関わる業務。 

2 つ目は、企画・立案業務で、事業戦略に基づいた生産プロセスに関わる生産戦略、社内企画標準整

備などで、場合によっては生産管理、生産計画などに関わることがある。 

3 つ目は、通常業務の生産プロセスに関わる管理、運用、支援などの業務で、保全、改善や生産準備、

設備導入・ラインの立ち上げなどの製造支援業務。このほかに関連する業務の求めに応じて支援した

り、事業によっては生産技術が設計・開発をリードしたりすることがある。 

その役割・使命は、生産プロセス全体を俯瞰しながら、製品の品質・納期・コスト競争力等が 大

になるように生産展開することにある。これを平易な言葉言い換えれば「製品を効率よく、経済的に、

生産性を考えて作ることができるように各部署との調整を行いながら、生産の段取りを工夫し、ライ

ンを立ち上げ、改善し、革新を図る」ことである。 

参考 32  生産技術者とは、その役割・使命、業務、知識・能力 

生産技術者：ものづくりの頭脳・競争力の源泉を支える”日本の宝”

必須の知識

製品の理解

改善技術

生産工程の要素技術

必須に近い知識

計測・評価技術

管理・保全技術

設備導入技術など

計画・準備技術も

備えることが望まれる知識

戦略立案

研究・開発・設計技術

求められる知識

製品の理解

改善技術

生産工程の要素技術

計測・評価技術

管理・保全技術

設備導入技術など

計画・準備技術も

戦略立案

研究・開発・設計技術

求められる能力

課題発見・設定

・解決能力

体系的・構造的

思考力、

全体俯瞰力、

全体構想力

演繹的思考力に

帰納的思考力を

加えた総合的理

解力・判断力

なぜを反復・考

究する力

その習慣化

企画・立案 業務

事業戦略に基づいた、生産プロセスに関わ

る生産戦略、社内規格標準整備などの
企画・立案

（コアと位置づけない事業所もあるが、生産

技術に関する知識・経験・ノウハウは役立て

ることができる）

技術開発の推進 業務

生産プロセスに関わる新設備、
新技術、新工法などの

技術開発の推進

生産プロセスの管理・運用・支援等業務

関連・周辺業務の支援、

関連・周辺業務の例

生産プロセスの開発、プロセス設計・計画、準備、管理、保全、改善などの推進

関連周辺業務の例；
研究、開発、設計、購買、資材、検査、品質保証、

安全・衛生、アフターサービス、工務・工事など

生産技術に関する知識・経験・ノウハウを身に付ければ、
業種にもよるが下記のような関連業務・周辺業務に関与（支援・リード）

役割・使命：

生産プロセス全体を俯瞰し、

製品の品質・納期やコスト競争力が最大になるように生産展開すること

 
出所：「機械工業高度化に必要とされる技術系人材像に関する調査研究」平成 22 年 3 月（社）日本機械工業連

合会 p45～57 をもとに JATIS 作成 

注：航空機整備業の場合、この図における「生産」を「整備」と読み替える。 

生産技術者が働く部署・部門をみると、事業所によって名称が異なるだけでなくその範囲も多
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岐に渡る。総じて多いのは製造部門、モノづくり部門、技術部門、生産総括部門に集中する傾向

がみられる。このほかには、設計、生産管理、開発、研究、検査、購買・資財、サービスの各部

門で働いている例がみられる。 

生産技術者は生産プロセス全体を俯瞰する立場にあることから、社内の多方面との関わりが深

く、中でも製造現場とは密接な関係がある職種である。国によっては現場に入ることを技術者が

厭いがちであるともいわれる中、日本の生産技術者は現場と親しむことができ、現場を知り尽く

したうえで世界トップクラスの成果を生み出してきた。 

要するに「“生産技術者とは”ものづくりの頭脳であり、競争力の源泉を支える現場に強い“技

術者」である。まさに“日本の宝”であるともいえよう。 
 

（生産技術の抱える課題） 

昨年度調査から浮かび上がった我が国の生産技術者が抱えている課題は、第一に「生産技術者の量

的な不足」という問題である。これは現場における不足感という主観的な捉え方がされている分、機

械工業の底流として問題が潜伏化している可能性がある。関連して「特定年齢層の断絶・アンバラン

ス」という年齢構成からみた量的な問題がある。これは三番目にあげられていた。第二が「課題発見･

解決能力の低下」という能力面の問題である。現場において能力が低下していると認識されているこ

とは企業経営上重大な問題ではないかと思われる。人材育成のための本格的な投資が求められる。 

このほかの課題として「教育・指導できる層の絶対量不足」、「次世代要員の育成遅れ」、「グローバ

ル対応人材の不足」、「全体俯瞰力･構想力の低下」が指摘されている。課題の数だけ表面的にみると概

して質の問題より量的な問題が多いものの、質の問題の重視度は決して量の問題に劣るとは言えない。

つまり、生産技術については、量も質もともに課題を抱えていると認識されており、危機感が拡がっ

ている。このままではグローバル対応力が危うい。それが我が国機械工業の足下の現状であるといえ

るのではないか。 

参考 33 生産技術が抱える課題 

生産技術の課題
量も質もともに大きな課題を抱えていると認識されており、大いなる危機感が拡がっている。

量的な問題 質的な問題

年齢構成からみた量
的な問題

特定年齢層の断絶・

アンバランス」

教育・指導できる層の絶対量
不足

次世代要員の育成遅れ

グローバル対応人材の不足

課題発見･解決能力の低下」という能力面の問題

グローバル対応人材の不足

全体俯瞰力･構想力の
低下

現場において能力が
低下している

グローバル対応力

 
出所：「機械工業高度化に必要とされる技術系人材像に関する調査研究」平成 22 年 3 月（社）日本機械工

業連合会 にて実施した企業調査結果をもとに JATIS 作成 
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なお、“生産技術”という用語のほかに“製造技術”という用語がある。両者の使い分けは企業によ

って区別する・しないが分かれている。本報告書では混同を避けるため、両者を以下のように敢えて

区別している。 

参考 34 生産技術と製造技術の暫定的区分 

製造技術：主としてハード系の技術、製造の要素技術など 
生産技術：製造技術を含むがどちらかというと企画、開発、管理、運用といったソフト

系の比重が高い技術 
出所：「機械工業高度化に必要とされる技術系人材像に関する調査研究」平成 22 年 3 月（社）日本機械工

業連合会 にて実施した企業調査結果をもとに JATIS 作成 

 

以上見てきたとおり、生産技術者が関係する業務や交渉を持つ部門・部署は非常に多岐に渡る。

これは生産技術がものづくりの足腰を支える頭脳であること、ならびに関係する周辺部署・部門

を支援したり、リードしたりといった関わりがあることなどから、生産の全体像を俯瞰する立場

にあることによるものである。 

なぜこのような広範な技術体系になってきたのであろうか。次に簡単に生産技術発展の歴史を

振り返ってみることにする。 
 

②．生産技術発展の歴史21 

生産技術の守備範囲はなぜ広範に亘るようになってきたのであろうか。こうした疑問に答える

ために生産技術の辿った歴史とその経緯について簡単にサーベイしてみる。 

ものづくりの歴史は、まず、人間が一人でものを造るという手作業・手工業として発生した。

次いで風力や水力・畜力などの外部動力を活用することができるようになると、手工業の段階に

比べて生産力が飛躍的に増大し、作り方の工夫によって効率の善し悪しが生じるようになった。

こうして工場制手工業の時代を迎える。さらに産業革命によって蒸気機関などの近代的な動力が

利用可能になると、従来とは比べものにならない位の大量生産が出来るようになった。このよう

な産出量の規模が桁違いに大きくなると、生産の段取り、製造技術の選択とその運用方法、工場

レイアウトの工夫などの違いによって生産の効率が大きく左右されるようになる。このような工

夫や知恵を生み出し、さらに発展させる事で生産技術は徐々に体系化され、知識化され、それを

担う人材として技術者の存在がクローズアップされてきた。 

（１）．明治時代、生産技術の輸入 

明治時代に行われた富国強兵・殖産興業は、産業革命によって先んじた西洋の工場システムを

輸入して“自ら工場を建設し、操業することの出来る技術”を輸入する狙いもあったという。工

                                                  
21 本節 ②生産技術の歴史 は、専門部会に於ける議論をはじめとして「生産技術」「テイラー」「シューハート」「デ

ミング」「方針管理」「品質管理」「西島亮二」「PDCA」［意識改善活動］などのネット検索、及び、前間孝則「戦

艦大和誕生 上・下」1997 年講談社などを参考にした。 
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場生産というシステムを輸入し、理解していく過程で“生産”、“技術”などという新しい日本語

が創られていく。こうして明治の殖産興業期に近代的な意味での「生産技術」が初めて日本に生

まれたことになる。 

（２）．アメリカにおける生産技術の発展と日本における萌芽 

その後、アメリカではフレデリック・W・テイラーによる科学的管理法やフォードによる大量

生産システムが発案・発明され、生産技術は自動車産業を中心に目覚ましい発展をみせる。一方、

日本の生産技術は未熟なまま第二次大戦を迎えた。しかし、日本の生産技術は未熟とはいえ、一

部には軍事的な必要性から発展の萌芽はみられたという。 

海軍技術大佐であった西島亮二は、自らが中心となって軍艦建造に際し、部品の規格化（制式

化）、ブロック工法、先行艤装などの工夫により、工数削減、作業時間平準化、建造のリードタイ

ム短縮などを実現したといわれている。この結果、戦艦大和建造時には大幅な工数と時間の短縮

を実現した。これは日本において、設計だけでなく生産技術の重要性を認識させる端緒となった

事例とされる。しかし、民間産業全体としてみれば、アメリカと比べて生産技術面の遅れは相当

に大きかったことは否めない。 

（３）．戦後における生産技術発展の経緯 

1924 年、アメリカのウォルター・シューハートが、品質管理の考え方を体系化し、統計的品質

管理を提唱。1951 年、エドワーズ・デミングが日本の戦後復興のために派遣され、品質の概念や

QC の技術的手法などを日本の経営者等に伝える。日本企業はデミングの考え方や技法を広く且

つ本格的に導入・適用し、品質と生産性の向上を目指して努力を積み重ねた。この間、方針管理

などの手法や QC サークル、PDCA サイクルなどの方法論が開発された。さらに現場の意識改善

活動にも取り入れられ、日本の生産技術として発展した。このような努力と工夫が積み重なって

日本の工業製品は品質とコストで優位に立ち、国際競争力を高めることができたとされる。 

③．現代の生産技術 

現代を迎えると日本の生産技術は、ICT などの導入により、工場内生産技術からモノづくりプ

ロゼス全体を対象とするような技術へと変化し、進化していった。90 年代中盤から設計部門・生

産技術部門などに 3DCAD や生産性検討支援ソフトなどが普及する。このような ICT 技術の浸透

やプロセス全体の更なる改善を目指そうとするアプローチの強まりなどが加わり、プロセス全体

に関わる各部門等22が、製品の企画や開発・設計などの上流プロセスに参画するような動きがみ

られるようになった。これは、下流プロセスにあたる後工程各部門等の情報や意見などを予め織

り込むことで、品質や開発期間の削減を可能にすることを狙いとしたアプローチであり、コンカ

レント・エンジニアリング、或いは、サイマルテイニアス・エンジニアリングなどと呼ばれてい

                                                  
22 プロセス全体とは製品の全ライフサイクルまで含む考え方や出荷後のアフターサービスまでとする見方もある。

本報告書では後者までの範囲、つまり、昨年度の生産技術者が関与する他部署等の範囲とみる。 
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る23。生産技術者は他部門等からの参加者と一緒にこのような活動に参画する。設計・開発のご

く初期の段階から生産性を織り込むなど、生産技術者が企画、開発・設計に参加することで戦略

的なコスト削減など QCD の一段の向上・改善が行われている。 

コンカレント・エンジニアリングなどの活動が行われない場合（シーケンス・エンジニアリン

グ）には、従来ともすると、工程の時間的位置づけなどから生産技術は設計の下流部門という位

置付けでみられがちであったが、自動車業界、家電業界の一部企業では生産技術部門を設計部門

の上流に位置づけている企業が見られるようになってきている。 

また、海外生産の増加により、生産技術には、海外工場の立ち上げなど従来以上に重みのある

機能が付加されつつある。グローバル展開という新しい機能が生産技術に付け加わったことで、

生産技術は、モノづくりプロセスの多くの局面で従来以上に重要な中核的機能を担うようになっ

てきている。 

④．事業によって異なる生産技術の考え方 

生産技術は、業種によっては技術そのものという見方がある。前述した歴史経緯にもみられる

ように、明治時代の製糸産業や紡績産業における技術者といえば今でいう生産技術者であったと

いう。生産技術は多分に量産産業との関わりにおいて発展してきたという面がある。専門部会に

おける議論においても量産系に比べ、非量産系である単品受注生産の場合や地域ごとに生産品目

が異なるという各地各様の多品種生産をしている場合などにおいて、生産技術を他の技術と明確

に区別したり、一般化したりしにくいという指摘がみられた。さらに、量産系では総じて海外生

産を含めたグローバル化が進んでいる企業が多くみられるのに対し、非量産系では比較的これか

らの企業が多い。この背景には非量産系におけるグローバル化の推進圧力が量産系ほど強くなか

ったことがあると考えられる。 

次の事例は、単品受注生産を行う事業部における生産技術に関する考え方を示したものである。 

「当事業部では受注してからの生産統括、実施設計以降（購買・調達、生産技術、製造）が“生

産技術部門”に相当するということになるが、"計画部門と実施設計部門にそれほど高い垣根があ

るわけではなく、両部門間の人事面での人材の相互異動もある。標準製品の場合は、市場のニー

ズを汲み上げて製品開発を行い、その後、生産展開を行うので、その意味では開発と生産展開に

分かれているが、相互の垣根は低い。生産に必要な開発・設計あるいは受注産業では、機器又は

設備のスペックは生産諸プロセスの前段階で既に決定されている。従って、当事業部では“技術

者”から“生産技術者”を分離して考えることは実態を映していないので、一括して“技術者”

                                                  
23 両者は概ね同じ内容を指すとみて間違いないようである。自動車業界では後者が使われているという。狭義に

みると“設計サイクルの 適化”であるが、広義に使われることが多い。ここでは広義の見方を採る。～トヨタ
式 強のモノづくり「サイマルテニアス・エンジニアリング」アイエル経営診断事務所中小企業診断士 板 賀 伸 
行 http://manage-assess.net/toyota-se.pdf#search 参照 

Concurrent engineering Wikipedia, Simultaneous Engineering for New Product Development : 
Manufacturing Applications  Jack A. Ribvens  2000 John Wiley & Sons などを参照。 
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という区分で考える（A 社）」という。ここでは「生産技術」が「技術」そのものであり、一体で

あることが窺える。 

 

〈２〉．生産技術者の捉え方 

生産技術は、業種によって様々であるように生産技術者の捉え方も区々である。ただ、本質的

には昨年度の当専門部会報告書の記述が踏襲されている。 

①．生産技術者の定義 

生産技術者の定義については昨年度報告書でその役割・使命、業務内容、求められる知識・能

力、働く部署部門などの観点から取り纏めたところである。今年度報告においても既にみたとお

り、昨年度報告を踏まえる形で簡略化している。 

再掲すると生産技術者は“生産プロセス全体を俯瞰し、製品の品質・納期・コスト競争力が

大となるように生産展開することを役割・使命とする技術者”であり、平易にいえば“製品を効

率よく、経済的に、生産性を考えて作ることができるように各部署との連携を取りながら、生産の段

取りを工夫し、立ち上げ、改善し、革新を図る技術者”であるとしている。具体的には生産のための

企画・立案、生産プロセスの開発・設計のほか、生産準備・生産性検討、設備導入、ラインの立

ち上げ、保全、改善、製造支援等の管理・運用業務を行う技術者であるとした。 

生産技術者の特徴として業種や製品特性の違いから役割や業務内容が多義的で多様であること

が挙げられる。特に量産系と非量産系とで違いが大きいことから、以下では具体例をもとに特に

非量産系の事業所の実態に注目することにする。 

②．生産技術者の役割・業務・範疇 

まず、受注生産型事業者の例をみてみる。このようなケースにおいて生産技術者は「製品を安

定的かつ効率的に生産するために必要な生産設備・金型などの企画・設計、改良及び保全など」

の業務を担う。このような受注型業種においては、「生産に必要な開発・設計（＝機器又は設備の

スペック）は生産諸プロセスの前段階で既に決定されている。従って、技術者の主な業務は開発・

設計が独立している部門を有する業種とは異なり、技術者と生産技術者の役割・職務が重なる。」

（A 社）と捉えられている。 

次に、グループ内に量産系から単品受注まで幅広い事業分野を抱えている事例における生産技

術者の捉え方をみてみる。この例では生産技術者は幅広い業務を分掌していることが特徴である。

業務の例として「グループ全体の競争力強化、利益 大化の推進、生産・建設部門、調達部門、

設計部門の横断的な連携、生産総合力強化に向けた分析、企画、プロジェクトの立案・推進など
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に加え、グループの国内生産拠点の 適配置（強化・整理・統廃合）方針の策定、拠点の整備支

援、ものづくり技術強化方針の策定、生産・調達の 適化による内製率 適化活動の推進と支援、

製品競争力強化活動の推進と支援、ものづくりプロセスのスピード化活動の推進と支援」などが

挙げられている。生産技術者の役割は「生産・建設部門、調達部門、設計部門の横断的な連携、

生産総合力強化に向けた分析、企画、プロジェクトの立案推進、実施」など昨年度報告書同様広

範に及んでいるが、そのコア業務をみると「生産プロセスに関わる生産戦略、社内規格標準整備

などの戦略策定」業務である（B 社）という。 

他方、企業によっては、生産技術者の概念を内包したより広範な概念で捉えているところもあ

る。それは「モノづくり社員」という捉え方である。この例によれば「モノづくり社員とは、“技

能系社員と生産に関わる技術系社員（生産技術・製造技術）を指す”」（C 社）とされている。 

ここでは生産要員として技術者と技能者を一括りにしてモノづくり社員と呼称している。それ

は“社員の間に「劣等感」がないとはいえないから一つにしている”とされる。このほかには“工

場の改善というミッションが共通する”、“技術者と技能者とのコミュニケーションが大切である”、

“ミッション遂行時、技能職だった技術者が助けとなる”などの理由からモノづくり社員と総称

することになっているようである。このうち“技能職だった技術者”とはテクノロジストと呼ば

れる職種であり、高度技能と生産技術の融合をねらった職種である。技能者のテクノロジスト化

という考え方に基づいている。 

２．生産技術部門の現状と課題 

〈１〉．生産技術を担う組織と体制 

生産技術を担う組織と体制について、具体的な事例をみながら現状をみてみる。 

（本社にはグループ全体の統括機能を、事業部には競争優位確立という機能を担う体制） 

「本社部門における生産技術の役割・機能は、生産戦略、生産技術強化戦略、製品開発支援、

製造プロセス開発支援、生産改善支援、技術蓄積・教育支援などであり、グループ全体の統制と

戦略立案・教育・指導を行う。本社部門がグループ全体の統括機能を有している。他方、各事業

部における生産技術の役割は QCD の総合力で競争優位を確立することであり、仕様決定、試作、

基盤技術、製造設計、製造改善、品質改善、生産準備、生産立上を担う。また、海外生産の場合

においては現地の生産技術機能を担い、国内モデルを移管し、生産準備から生産立上、品質改善、

調達、製造設計、出荷までその自立を図るなどマザー工場の役割を担う。」（C 社）  

（本社企画部門、工場、技術開発部門それぞれが機能分担する三部門体制） 

次の事例は本社部門と工場部門、さらに技術開発部門と三部門にわかれ、それぞれがモデルチ

ェンジ／新規モデル立ちあげ、生産、企画という 3 つの機能・役割を担う。まず、モデルチェン
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ジ／新規モデル立ちあげ機能であるが、これは技術開発部門と工場の生産技術部門が対応する。

前者は、シーズ発掘、蓄積と生産技術の先行研究を、また、後者は生産技術の先行研究と生産性

検討、工程設計、設備計画、量産までを担う。2 番目の生産機能は、設備保全、工場部品原価改

善、協力企業原価改善、グローバル生産技術改善支援を担う。3 つ目の企画機能は本社部門が本

社と工場の中期方針策定を工場部門は工場の中期方針策定を行う。技術開発部門は新技術のシー

ズ発掘と先行研究を行うのが使命である。生産革新では製品の重要な機能については国内一極生

産を、板金や組立などはグローバル標準化している。ロボット化などについても優先順位を付け、

費用対効果を勘案するなど本社部門の企画が判断している。（E 社） 

（生産技術の研究開発と実用化推進の二部門体制） 

次の事例は、本社部門が二つに分かれている事例である。グループ全体の生産性向上のため、

企画・立案・推進および設計・生産技術に関する①総合的研究開発部門と②実用化推進部門の二

つである。 

「①の総合的研究開発部門はさらに「設備計画と施設保全を担う部門」「溶接技術の基礎と溶接

技術の応用を担う部門」「金属と非金属の加工技術を担う部門」「検査・計測・塗装・防食など生

産の基盤技術を担う部門」に分かれている。また、②実用化推進部門では、グループ全体の競争

力強化と利益 大化の推進、生産・建設部門、調達部門、設計部門の横断的な連携、生産総合力

強化に向けた分析、企画、プロジェクトの立案推進、実施を担う。このほか、グループの国内生

産拠点の 適配置（強化・整理・統廃合）方針の策定、拠点の整備支援、ものづくり技術強化方

針の策定、生産・調達 適化による内製率 適化活動の推進と支援、製品競争力強化活動の推進

と支援、ものづくりプロセスのスピード化活動の推進と支援を行う体制となっている。」（B 社） 

（本社にグループ全体の生産技術の研究開発拠点を集約する体制） 

生産技術に関する本社機能の中でグループ全体の生産技術の研究開発拠点を設けている企業が

ある。こうした拠点は「生産技術センター」などと称されており、例えば東芝の事例などが該当

する。同社の生産技術センターに係わる HP には「生産技術センターの環境基本方針」が出てい

る。ここに“生産技術センターは、東芝グループの生産技術の研究開発拠点として「モノづくり

の技術と仕組み」を発信する役割を担い、薄膜プロセス、実装、光技術、品質および計測管理、

精密部品、制御、メカトロニクス、生産システムに関する技術開発を行うとともに、建築設計の

サービスの提供を行っている”という記述がみられる。 

参照文献 16 東芝生産技術センター 

生産技術センターの役割：東芝グループの生産技術の研究開発拠点として「モノ
づくりの技術と仕組み」を発信する役割を担い、薄膜プロセス、実装、
光技術、品質および計測管理、精密部品、制御、メカトロニクス、生
産システムに関する技術開発を行うとともに、建築設計のサービスの
提供を行っている。 
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"部品製造技術：精密加工、金型・成形、塗装・コーティング、高精度組立、数値解析
（シミュレーション）など、先端製品のキー部品の製造技術・しくみを 
研究開発。 

生産システム技術：全体 適な生産システム構築により、東芝グループのモノづくり
のしくみを強化。高生産性、高品質、低コストを目指し、製造情報管理シ
ステム、生産計画システム、工程設計・評価技術などを開発。 

グローバル SCM：グローバル市場に、効率的かつ安定して製品を供給す
る管理手法・サポートシステムを開発 

CIM/生産管理：半導体を中心とした大規模な製造現場でのモノの流れの
制御や、国内外の生産工場に対する生産管理業務高度化、IE（生
産工学）的な現場改善に取組 

生産シミュレーション：製造ラインのパフォーマンス予測や、財務の視
点での意思決定支援技術を開発 

出所：東芝生産技術センターHP「生産技術センターの環境基本方針」より引用 

 

〈２〉．生産技術力の課題 

①．自社生産技術力についての現状評価 

我が国は、戦後導入した新しい生産技術を自家薬籠中のものにし、高品質でありながらコスト

競争力のある製品群を生産してきた。近年、近隣工業国の激しい追い上げや生産拠点の海外移転

によって生産技術が海外に移転され、日系企業の工場移転に伴って移転先の生産技術力も相当な

発展を見せているといわれている。このような環境下にあって我が国の生産技術力はその競争力

を維持できるのか。この点について昨年度の報告書では、我が国としては引き続き、高い生産技

術力を維持していくことが必要であり、維持していかなければならないという方向を打ち出した

ところである。 

ところで、現状では自社の生産技術力について、各社はどのような評価をしているのか。各社

が経営課題として認識しているポイントを中心にいくつかの事例から生産技術力の現状を評価し

てみると次の 3 点にまとめられる。 

①生産技術者という “人の面”では、年齢構成の歪みの問題や、量的不足感の問題、力量不

足の問題、グローバル対応人材確保の問題が挙げられる。 

②外部調達の進展という “生産構造の面”では社内加工（内製）比率の問題が挙げられてい

る。 

③グローバル展開の進展という“海外生産の面”では人の面であげられたグローバル対応人

材の問題のほかにグローバル生産技術の改善の問題が挙げられている。 
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（１）．生産技術者に係わる問題と対策 

生産技術に係わる問題として目を引くのは、年齢構成に歪みが生じており、40-50 歳の中堅層

など、特定年齢階層にあたる人員が相対的に不足しているという問題である。ある企業では中堅

層の人材不足によって技能･技術の伝承と後継者の育成に支障が生じているという。このため技能

のデジタル化・ナレッジ化を進めることで乗り切ろうとしている。 

別の企業では、生産技術に係わる部門の 8 割が「弱い」という自己評価をしているという。そ

の理由をみると、“人材が不足する”、“日常業務に追われる”、“スタッフの力量が不足する”等の

二重、三重の要因が挙げられている。これは年齢構成の歪みという要因とともに、生産技術者の

量的不足問題や、指導者不足の問題を悪化させる要因となっている。 

こういう状態であるゆえにグローバル対応人材の育成も遅れがちとなる。スタッフの力量とい

う面でみると、課題の発見・解決力、全体を俯瞰する力、構想力等の低下などが気になるという

事例もみられた。 

参照文献 17 年齢構成アンバランスのイメージ図 

 
出所：ある企業の資料より転載 

 

（２）．外部調達の進展に係わる問題と対策 

外部調達の進展という生産構造の面では、外注と内製比率の問題が注目されている。ある企業

では、国内売上原価に占める社内加工比率の低下が新たな問題をもたらしているという。同様に、

別の企業でも、外部調達依存の問題が自社技術力低下を招いているとの指摘がある。 

例えば機械の組立は内製比率が高いが、特殊な設計・製作一式を外注することがある。部品は

特に外部調達比率が高い。この問題を指摘した企業では、内製をせずに外注に頼るという生産構

造によって、生じるデメリットとして次の 3 点を指摘している。 

・設計・製造部門へのフィードバックが限定的、 

・設計･製造技術力のレベルダウン、 
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・内製していないとコストダウンができにくい。  

このような外注依存度の高まりによる自社技術力低下の懸念は他でもみられる。別の企業の事

例によれば、ものづくり改革を推進するセクションの業務項目の一つに「生産・調達 適化によ

る内製率 適化活動の推進と支援」という項目がある。同様の問題意識が存在していることが窺

える項目名である。  

   

（３）．グローバル展開の進展に係わる問題と対策 

グローバル化の進展という海外生産の面では、“人の面”であげられたグローバル対応人材の問

題のほかに“グローバル生産技術改善の問題”がある。ある企業では、海外生産比率の上昇に伴

い、グローバル標準の策定や現地工場の改善などグローバル生産技術改善活動を推進していると

いう（E 社）。 

また、報道によればグローバル統合部品表を整備することで生産拠点を素早く新設している事

例がみられる。コマツは 2010 年秋時点でグローバルに共有出来る部品表システム G－DMS を北

米、南米、欧州、日本で構築した。今後はアジア地区への展開を図り、全世界をカバーする。G

－DMS は、---製品をグローバルで共同開発すること、海外工場での量産立ち上げを迅速化する

ことの二つの経営課題に貢献することが狙いだという24。     

②．生産技術力の強化施策        

生産技術の現状評価は様々であるが、生産技術力の強化を経営課題としているところは少なく

ない。具体的な取組事例をみると、「生産技術力の強化」のほか「ものづくりの強化」「モノづく

りの強化」「生産技術を核にした総合力」「現場力の強化」などがみられる。また、生産技術のレ

ベル指標の整備によるコスト競争力の「見える化」に取り組む企業もある。 

（１）グループ力活用などによる横串的組織横断活動 

事業ユニット間の縦割り化が進展し、事業ユニット相互の横のつながりが希薄化すると何が起

こるか。ある企業では、専門外分野の基盤技術力が低下し、他部門のノウハウ活用に壁ができ、

外注化によるノウハウが流出するという構造的な問題が顕在化してきたという。 

そのため、“交流の場と情報を提供する役割機能”を持った生産技術に関する統括セクションを

本社に置くという形で対応したという。交流の場では、交流することで相互研讃を生み、ネット

ワークの構築やグループ保有財産の活用に結びつくことが、また、情報提供では、グループ保有

技術が開示され、 新技術動向の共有化が期待されている。 

                                                  
24日経 BP クラウド ものづくり 2010 年冬号「動向」グローバル展開を推進する部品表システム（コマツ）よ

り、JATIS 抜粋引用 
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また、モノづくり技術力強化のために、要素技術分科会の充実と本社技術開発センター等技術

スタッフ部門の活用・強化のほか、大学や研究機関など外部機関との連携・強化が課題とされて

いる。要素技術分科会の充実のために要素技術の中で特に要望が強い溶接、塗装、熱処理、表面

処理、素形材等の分科会毎の活動が人材の底上げに繋がると期待されている。（D 社）。 

分科会という縦割り組織をまたぐ形で形成される組織横断タイプの活動については他社でも同

様の取組がみられる。分科会が「工場の生産技術、生産部門、生産技術開発センターなどの各部

門を横断した分野別専門集団組織」と定義されている。 

その目的は 

①各要素技術の標準化と技術のさらなるレベルアップ、 

②工場間や生産センターとの連携による 新技術の適用推進、 

③原価低減活動への技術指導及びグローバル展開活動を行うことである。 

こうした組織横断的活動が OJT により生産技術者を育成すると期待されている。要素技術の分

科会は溶接、熱処理、塗装、機械・工具、素形材、IT、治具などに分かれている。（E 社）。 

このほかに“モノづくりは人づくり”を掲げる部会活動を行っている企業もある。その部会活

動の役割使命は 3 つある。 

①モノづくり基盤技術・技能の伝承、 

②優位技術の創生と普及の推進、 

③モノづくり人財の育成である。 

部会の構成をみると、技術分野毎に部会を設けており、プロジェクトマネジメント技術、製品

開発・設計技術、要素技術、生産技術、品質保証技術などが含まれる。グループ各社から部会に

参加することができる。このほか「若手技術者の交流」を行うための部会やプロジェクトマネジ

メントに関するグループ内フォーラムが運営されている。若手の交流のための仕掛けとして工場

見学、 新技術紹介、幹部との意見交換などが年 6 回行われている。フォーラムでは社内事例の

紹介や社外講師による講演が年一回開催されている。（G 社）この事例でも前述の“交流”が重視

されている。 

 

（２）生産技術を核としたモノづくり力、総合力、全体最適という視点 

モノづくり、或いは、ものづくりの強化という面で各社の施策をみると、本社部門に統括機能

を置き、グループ全体・社内全体を総合的に総合力として強化するという姿勢が窺われる。 

モノづくりにはプロダクトとプロセス、或いは、生産技術と差別化商品開発、総合的研究開発

と実用化推進、開発設計力とものづくり力、という対がみられるが、個々バラバラにではなく、

それぞれの対を統合・総合したところにモノづくり力の源泉を求めようとしている。統合・総合
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の代わりに“密結合”という用語を用いる企業もある。 

このほかの事例では「開発・設計・生産・物流・販売・サービスにわたる総合力」、「生産・技

術・販売の統合による全体 適化」に力をいれている企業がある。いずれのケースでも、こうし

た活動のなかで他部門との“多面的な接点を持つ生産技術部門が全体の核になる”という認識が

共有されているようにみえる。（5 社） 

一例をみると、生産技術に関する本社部門では、「グループ全体の生産性向上のため、企画・立

案・推進および設計・生産技術に関する総合的研究開発と実用化推進」を図ることが期待されて

いる。また、ものづくりの改革を推進する本部組織では「グループ全体の生産性向上のため、企

画・立案・推進および設計・生産技術に関する総合的研究開発と実用化推進」が行われており、

各部門の横断的連携と生産総合力強化に向けた分析、企画、プロジェクトの立案推進などが実施

されている（B 社）。 

下図は、モノづくり強化のイメージを示した東芝の事例である。“生販技統合”という用語が全

体を表象している。同社のモノづくり力強化は、藤本隆宏教授の「生産マネジメント入門25」を

参考に取組が始まっており、20 年前からモノづくり強化を全社運動として展開されているという。 

参照文献 18 モノづくり力強化のイメージ 

 
出所：東芝資料から転載 

（３）生産技術のレベル指標の整備によるコスト競争力の「見える化」 

生産技術のレベルを指標化することによってコスト競争力の見える化を図る例がある。これは

溶接・切断速度、動溶接率、歩留まり率等の生産指標を整備するという取組である。生産指標の

整備とは、品目別に各社の生産技術レベル指標の「強み・弱み」を明確にし、現場改善や設備導

入によって指標改善目標を設定し、実行するという活動である。（E 社）。 

                                                  
25 藤本隆宏著「生産マネジメント入門（Ⅰ）」日本経済新聞社刊 2001 



－66－ 

③．技術・技能伝承        

今年度の専門部会は前年に引き続きそのテーマは生産技術である。ところが各社からの報告に

は技能に敷衍したものが少なからずみられた。この点に関して専門部会の中での議論によると、

戦後アメリカから生産技術を伝えたデミングの考え方にその答えの淵源があるという。 

技能は暗黙知であり、デミングの本質は暗黙知の表出化・顕在化という考え方やその方法にあ

る。生産技術はそうした暗黙知を顕在化して組織内で共有化されたものということになる。従っ

て、グループの中で暗黙知としての技能を伝承するということは生産技術に関連する重要な活動

であり、生産技術に含めて議論されることになるという解釈である。 

技術や技能をいかに次世代に伝承していくかというテーマに絞ると、技能伝承がメインの企業

と技術伝承にも敷衍する企業と二つのパターンがみられた。 

（１）技術伝承の事例 

技術伝承についていくつかの事例をみてみる。“設計技術の伝承”を支援する方策として、ある

企業では“技術規程”と“技術情報検索システム”を整備して対応している。但し、これで十分

かというと本来形式知化されているはずの“技術”の伝承であってもやはりマニュアルだけで設

計技術の全てを伝承することは難しく、ベテラン技術者と若手技術者がペアとなって OJT をこな

していく以外に方法はないという。ペアを作るには若手とベテランの双方にとっての適切な年代

層の組み合わせが望ましい。ところが実際にはそうした組み合わせを得ることが難しいケースが

多いという。この事例でも技術者の年齢構成の歪みが問題化している様子が窺える。 

（２）卓越技能伝承の事例 

卓越した技能を有する技能者をマイスターなどと称して顕彰する制度は多くの企業にみられる。

ある企業における卓越技能の伝承の制度化した背景と狙いをみると以下のようにまとめることが

できる。 

参考 35 卓越技能伝承制度を創設した背景 

１）商品の性能、品質、コストを裏から支える「モノ作りの技能」の伝承が体系化
されていないため、熟練工の退職と共に当社の保有技能の枯渇が懸念される。 

２）部品の外注化及び、生産ラインの自動化等により社内保有技能の空洞化が強ま
ってきており、グローバル展開をしていく上で加工技術指導等ができなくなる。 

３）商品開発時にモノづくりの立場からの提案及び、正しい評価ができなくなって、
商品の競争力（Q、C、D）を落としかねない。 

出所：卓越技能伝承制度がある企業の資料を基に JATIS 作成 
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参考 36 卓越技能伝承制度の狙い 

１）当社がメーカーとして競合他社との競争に勝ち残っていくために、重要かつ必
要不可欠な汎用加工技能を次世代に継承していく。 

２）生産ラインで頑張る技能者に光を当てる。 

出所：卓越技能伝承制度がある企業の資料を基に JATIS 作成 

 

この企業の運営状況を見ると、卓越技能伝承制度の構築に伴い、技能伝承委員会という運営組

織が発足し、技能の伝承が体系化された姿で活動が推進されている。また、グローバル製造力の

強化という観点から、①戦略技能の強化推進と②マイスター育成のための製造現場での実践教育

が行われている。グローバル展開上の戦略技能として強化推進の対象となっている技能には、旋

盤、アーク溶接、ロー付け、板金加工等がある。（H 社） 

類似の事例に次の“匠制度”がある。これは、各工場において、将来にわたり伝承していく必

要性のあるコアな技能分野を特定する。その技能分野において専門性の高い技能を有し、後進育

成に取り組む役割を担う従業員を『匠』として認定する。『匠』は計画的な技能伝承を推進する役

割を持ち、溶接、組立、機械加工、試験・検査などの分野で活躍している。 

若手の技能者育成という面からみると、技能五輪は技能伝承に役立つばかりでなく、人材育成

上もよい刺激となる。2 年に一度の国際技能五輪(World Skills Competition)に参加する企業や世

界中のグループ内企業が集まって競技会を行う企業がみられる。 

九州にある工業高校は全国的に見て相対的に高いレベルにあるといわれている。九州のある工

業高校には卒業した後、技能五輪に参加できる企業への就職を夢見て入学してくる優秀な生徒が

いるという。 

参照文献 19 技能五輪金メダリスト OB の存在が在校生の刺激に（工業高校） 

---本校には技能五輪世界大会で金メダルを獲得した OB がいるが、彼らが学校を訪
れ、在校生にその匠の技を披露する場を設けている。在校生は自分たちも彼らのよ
うになりたいと精進する。--- 

出所：日刊工業新聞 2010.3.15「企業に役立つ学生の育成」人材育成研究会第 6 回事例検証会記事から JATIS
抜粋引用 

 

（３）ＩＴ，マルチメディアを利用した技能伝承の事例 

従来型の技能伝承は、口頭と実技による指導及び文書による教育が二本柱であった。この方法

は技術・技能を OJT によって伝承してゆくという考え方が基本にある。ところが従来の方法では

暗黙知の形式知化の困難さから、短期間で十分に伝承し尽くすには歯がゆさが残ったといわれて

いる。これに対して、IT，マルチメディアを利用すると継承者にもわかりやすく、技能伝承の効

率が高まるという。巧の技能や基本技能をデジタルビデオで撮影し、動画・音声編集を行い、カ

ンやコツといった暗黙知の形式知化を実現したものが技能コンテンツと呼ばれる教材になる。教
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材を活用して、技能のデータベース化と活用が可能になり、作業の再見直しや熟練技能の自動化

や技術の高度化などに適用されている（G 社）。 

 

３．我が国企業の生産技術力     

〈１〉．海外展開と生産技術 

グローバル化と生産技術のことを論ずるには、これからの我が国機械工業が海外拠点をどのよ

うに展開していくのか、その際に国内工場と海外工場の位置づけや役割をどのような展望の下で

描いていくのかという見通しがポイントになる。同じ機械工業であっても様々な業態があり、グ

ローバル展開の様相も様々である。そこで、業態ごとに海外生産展開の現状と今後の方向につい

て見ていくことにする。 

次の参照文献はキャノンの例である。従来、国内では少人数多品種生産という 先端生産技術

を磨く一方、海外では、低廉な労務費を生かした「人海戦術」の生産方式を採用してきた。とこ

ろが、今後は国内で磨いてきたこの 先端生産技術を海外に押し広げ、世界規模で 適生産効率

を追求する体制に転換する。その際、国内工場は引き続き 先端生産技術を創り出すマザー工場

として位置づけられている。また、全世界に立地している生産拠点を製造原価に占める労務費比

率によって選別し、より低コストの生産効率の高い工場に集約していくという方向が示されてい

る。 

参照文献 20 先端の生産技術を海外に（キャノン） 

キャノンは全世界の工場を対象に、競争力を底上げする取組を加速する。 

国内で培った 先端の生産技術を海外工場にも広げるとともに、品目ごとに各工場の生産効率を厳
しく点検。---各工場で製造原価に占める労務費の比率を品目ごとに算出。---概ね労務費比率 10%
を境目にし、これを上回る品目の生産をより低コストの工場に移管したり、効率向上への取組を強
めたりする。 

海外工場に広げるのは、キャノンが磨いてきた少人数で多品種を生産する 先端の生産技術。「（中
国などの）人海戦術で生産してきた海外拠点に日本の生産方式を展開し、合理化を進める。」と表
明。世界規模で柔軟に生産品種を切り替えられる体制作りを目指す。国内工場は 先端の生産技術
を生み出すマザー工場の役割を強める。---- 

出所：日本経済新聞平成 22 年 8 月 18 日付け「 先端の生産技術を海外に」キャノン、「円高、各工場の品目見直

し」から JATIS 抜粋作成 

自社の主戦場は海外にあるとの認識から、生産設備の海外移転を進める企業もある。日本精工

では、基礎的な研究開発部門は日本に残すが、開発は需要地にという方針を立てており、戦略的

に海外人材を登用する方向を検討している。 

参照文献 21 主戦場は海外に、需要地にも開発陣 国内、技術革新が使命（日本精工） 

「主戦場は海外にあり、国内の生産設備をどんどん海外に移している。 
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国内は先進的な生産技術やモノづくりの仕組みを試す役割が重要になる。基礎的な研究開発部門は
日本に残すが、アプリケーションに近い開発は需要地に残す。----本社の経営陣については、戦略
的に海外の人材を登用する方向で検討している。---」---海外展開では現地に技術が流出する懸念
は有りませんか。「それ恐れて展開をためらっていては、将来の発展はない。技術ノウハウの高い
大型軸受けの工場を中国に建設することを決めた。---- 

出所：日刊工業新聞平成 22 年 10 月 1 日付け 新たな日の出へ モノづくりの進むべき道は 大塚紀男氏

日本精工（幹事会員）社長 インタビュー記事から JATIS 抜粋作成 

上記参照文献の 2 事例は、国内生産設備の海外移管、国内の役割は先進的生産技術やモノづく

りの仕組みを試す役割、基礎的な研究開発をする役割に限定していくという内外分担を表明した

事例である。このような事例は個別企業にとっての 適解としては納得の行くものである。こう

した流れが広まると日本の 先端生産技術は日系企業の海外移転先にシフトしていくことになる。 

こうした動きを個別企業の立場を離れて国全体として考えてみると、二つの新たな課題が浮上

する。一つは、日本国内において絶えず 先端生産技術を開発していけるかどうかであり、もう

一つは、日本国内のコスト優位喪失に加え、技術優位が薄れ、技術格差が縮小していく可能性が

出てくることである。 

ある機械系業界団体関係者は、「日本国内の若年人口が減少し、加えて製造業離れも進み、次代

を担う技能者が十分確保できないかもしれない」という懸念を率直に表明していた。この懸念の

背景には、溶接やロー付けといったローテクの担い手が国内ではこの先減少していくこと、逆に

海外ではむしろ増加してきており、中には既に世界 1,2 位を争う技能者が生まれつつあることな

どの事実がある。やがて日本の若手にローテクを指導できる人材は国内人材ではなく、海外の生

産拠点の技能者となる日が来るかもしれないとまで敷衍されている。 

次の参照文献は、内外の生産拠点でどのような役割分担をするかに関するリコーの事例である。

約 20 年前、中国に生産拠点ができた当時の内外分担の考え方は、ローテクは中国で、ハイテクは

日本でというものであった。ところがその後中国の生産拠点における製造技術が格段に向上して

来るにつれ、そうした棲み分けがあやふやになってきたという。 

そこで試行錯誤した末にたどり着いた結論は、国内では多種多様なニーズに対し、より短い生

産リードタイムで対応する能力を磨くというごく当たり前のことであった。そのために生産方法

を工夫し、編み出したのが、レイアウトフリー方式である。ライン構成を自由に変えながら、大

量生産と多品種少量生産を併用できる。コンベヤの代わりに台車を用いる。つまり新しい生産技

術の案出・工夫によって国内生産を維持しようとしている訳である。 

経済は生き物であり、時間とともに変化する。いつまでも同じやり方が通用するはずはない。

事業環境の動的な変化に即応することの重要性を示した事例である。 

参照文献 22 内外棲み分けのあやふや化、試行錯誤の末の答えは？（リコー） 

---複写機は 1990 年前後から、それまでのモノクロ／単能機に代わってカラー／複合機の
普及が一気に進んだ。ちょうどそのころ、リコーの中国製造拠点が立ち上がる。当初こそ
「中国はローテク、日本はハイテク」と、製造機種の棲み分けが明確だった。しかし、中
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国拠点の製造技術が向上するにつれ、その棲み分けがあやふやになってきたのだ。---試行
錯誤の末に出した答えが、「日本市場の多種多様なニーズに、短い生産リードタイムで応え
る」というシンプルなものだった。---1996 年からは主力製品を流すコンベヤラインを「固
定」と「変動」に分け、文字通り、変動ラインのみで生産量の変動に対応した。更に 1999
年からは、工程を 4 分割し、4 人 1 組 1 つの製品を造る「ブロックセル生産」をユニット
組み立てラインで導入した。 
こうした一連の取組の結果、量の多い機種については、コンベヤの本体組立ライン（固

定と変動）とブロックセルのユニット組立ラインの併用方式を採用。量の少ない機種はセ
ル生産方式で造る体制が整った。---設備の制約をもっと削減する方法はないものか」。そん
な発想から生まれたのがライン構成を自由に変えられるレイアウトフリー方式だった。 
レイアウトフリー方式は、大量生産型と多品種少量生産型を併用する点で従来の手法と

同じだ。しかし、本体組立ラインでコンベヤを使わずに台車を用いる点で大きく異なる。 
台車を用いる利点は 2 つある。第 1 に、台車 1 台分を 1 工程として全工程のタクト（作

業に掛かる時間）を一定にすれば、工程間の仕掛かり品を基本的にゼロにできること。---
第２に、生産量に合わせてラインの長さや人員数を変えられること。--- 

出所：日経ものづくり 2010．9 特集「創造カイゼン」p40～p41 より、JATIS 抜粋引用 

上下の参照文献はいずれも生産リードタイムの短縮を実現することが日本の工場が生き残る上

で大切と説いている。 

次の参照文献はニコンの事例である。今後優先的に取り組む課題として事業機能の強化ととも

にプロセス改革を進めることの重要性を主張している。ここではプロセスをモノづくりばかりで

なく、マーケティングから販売。サービスまで幅広く捉えられており、そのすべてでプロセス改

革を進めるという。 

付加価値を 大化するには顧客の投資タイミングの短期化に合わせて生産リードタイム短縮が

鍵となる。リコーもニコンもいずれの事例も生産リードタイム短縮に焦点がある。つまり、これ

からの生産技術者の活躍が企業発展の鍵を握ると言っていることになろう。生産技術者はこのよ

うに期待される職種になってきていることに注目したい。 

参照文献 23 生産リードタイム短縮（ニコン） 

ニコンの木村真琴新社長は 7 日---デジタルカメラや半導体・液晶露光装置の生産リードタイムを
3～5 割短縮する目標を掲げる方針を明らかにした。----優先的に取り組む改革---「---既存事業で
は---事業機能の強化とプロセス改革を進めること。プロセス改革はマーケティング、販売、もの
づくり、サービスのすべてで実践する。」―――プロセス改革では何を重視するか。「スピードだ。
ライバルと同じように製品を同じタイミングで発売しても意味がない。業界でいち早く新製品を
発売すれば、付加価値を 大化できる.----顧客の投資決定のタイミングは短くなっている。生産の
リードタイムを短縮すれば、リスクに対しても素早く対応できる。」「可視化も重要。まず生産現
場でどのプロセスに欠陥が潜んでいるのかを明らかにしていきたい----」 

出所：日経産業新聞 22.7.8 の記事から JATIS 抜粋引用 
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〈２〉．生産技術の国際競争力 

①．グローバル化と生産技術 

生産技術に関わりのある各社の対応をみると、自社のコア技術、コア部品、コア機能を中核技

術・戦略的技術のような形で特定をし、海外生産を行う場合に「これは国内に残す技術」、「これ

は海外に出していく技術」というように技術戦略を明確にしてから海外への生産移管を進めてい

る企業がある。このように技術については移転する技術と移転しない技術の区別をしている企業

と一部の自動車のように基本的に全て海外に移転する方向にある企業、さらに原則国内生産に拘

る企業と 3 種類あるようにみえる。 

一方、技能については海外展開する多くの企業が基本的に海外拠点にも技能を移植して、現地

の技能を底上げする方向に向かっている。また、基盤的技能についてこれを国内で戦略的に育成

し、内外に継承していく動きもみられる。海外への技能移転の方法については映像化・見える化

による技能移転や国内の熟練技能者による海外指導者に対する直接的技能移転などのやり方が

みられる。後者ではグループ独自の、或いは、国内公的機関の技能資格認定制度をもとに海外に

おける技能指導者の育成を行っている例がある。グループ独自の事例としては東芝の IE インス

トラクター資格制度が、国内公的機関としては JAVADA26の実施している技能検定制度を利用す

る例などがみられる。 

以上は海外生産を行う企業のみに該当する議論である。企業によっては海外生産を行わず、国

内生産のみで海外需要については輸出するという企業もある。本件は海外生産をする場合を前提

として組み立てている。昨今の報道によれば自動車メーカーでも大手の場合は、 終的には先端

技術もそうでない技術も現地開発・現地生産方式に向かいつつある。 先端技術の固まりである

ハイブリッド自動車、電気自動車などが海外で生産され始めた。関連する部品メーカーも海外生

産を始める。日本は海外生産が進めば進むほど、絶えず 先端技術の開発、技術の高度化の方向

に邁進し続けることになる。従ってそれを“担えるこれからの人材の確保と育成”がますます重

要になる。 

②．生産技術の国際競争力の帰趨 

現時点における生産技術の国際競争力をどうみるか。昨年度アンケートにおいて各回答企業が

指摘している問題点をみると、まさに課題山積の状態であることが窺える。 

昨年度調査から各事業所が生産技術の問題として挙げた傾向を分析してみると、課題のトップ

に生産技術者の不足感が挙げられている。特に 20 代、30 代といった働き盛りなど特定年齢層の

不足感が強い。これは技術伝承の受け手が十分ではないことを暗示している。大きな問題である。

課題の 2 番目は、生産技術者としての能力の不足感である。3 番面は、「生産技術に関する長期的

                                                  
26 JAVADA：中央職業能力開発協会 技能検定実施機関、http://www.javada.or.jp/ 
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課題対応力」が挙げられている。革新的な生産技術の研究開発などの課題は、企業の長期的な生

産性を高める も重要な課題であるが、手がける余裕が十分ないという。人員不足感や生産技術

者の能力不足感などから目先の業務に追われ、本来手がけるべき重要な課題が後回しになってい

る可能性が示唆される。つまり、我が国の生産技術はこのまま放置しておくと「国際競争力上比

較優位があるとは言えない状況」に陥る蓋然性が高い。問題解決のための知恵と対策・行動が求

められる。 

以下の図は我が国の生産技術力の国際競争力の帰趨について昨年度に検討したものの一部を今

年度仕様に合わせて若干修正したものである。グローバル化が進展し、人口が減少する社会の中

で我が国機械工業の生産技術の国際競争力はこれからも維持出来るのか、或いは国際競争力が無

くなると、国内の製造業や技術系人材に対する求人にはどのような影響が及ぼされるのかといっ

た点を考えながら、その展開を図示化したものである。 

生産拠点の海外展開が続くという展望の下で、これまで我が国企業の強みとされてきた生産技

術力の国際競争力がこれから弱まっていくのか、或いは、現状を維持できるのか、その場合の条

件は何かについて検討する。 

結論を見ると、まず国内の生産技術の国際競争力が「これから弱くなる」と仮定した場合、生

産技術の革新・改善能力は国内では維持できる場が徐々に減少する。国内の技術系人材に対する

需要は減少していく。技術系を志願する応募者の現象傾向に歯止めが掛からなくなる。 

次に、生産技術の国際競争力が「維持される」と仮定しても、何らかの対策を打たない限り、

昨年度実施した生産技術に関する前述アンケート調査結果に出ている“現状”がそのまま解決さ

れず、尾を引くことになる。すなわち、生産技術に係わる量的・質的な問題が悪化してゆく。こ

のような“現状”の継続は結局のところ、我が国の生産技術力の国際競争力を蝕むことになる。 

つまり、下図に見るとおり、生産技術に関する国際競争力が引き続き維持出来ると見ても、出

来ないと見てもいずれにしても、何らかの手を打たない限り 終的には維持出来なくなる。生産

技術の国際競争力はこのままの状態を放置するならば、いずれ海外企業に抜かれる運命にあるの

ではないか。従って、真の結論は“国際競争力は維持されなければならず、そのための対策が必

要”である。 

本報告書はそうした対策の参考になる事例を示すことを一つの狙いとしている。従来以上にま

すますその重要性を高めてきている生産技術者を如何に確保・育成するかは我が国機械工業の発

展にとって喫緊の課題である。 
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参照文献 24 生産技術の国際競争力と技術系人材需要、企業の課題、教育機関への期待 

 
出所：「機械工業高度化に必要とされる技術系人材像に関する調査研究」平成 22 年 3 月（社）日本機械工業

連合会 p17 をベースに JATIS が一部修正。 

③．生産技術力の内外企業比較    

生産技術力の評価については、当初の専門部会において、企業毎にそれぞれベンチマーク先が
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あれば、それとの比較を収集していくことである程度のことが分かるという意見がみられた。し

かし、実際にベンチマーク先があるとしても企業秘密に係わることから、収集して比較すること

は難しい。そこで生産技術力を国際比較する一つの目安として、世界経済フォーラム（以下、WEF）

が発表している国際競争力報告の“生産プロセスの洗練さ”27という項目に注目した。以下では

この項目を現時点で比較可能な“生産技術の代理指標”として利用する。 

〈１〉．生産プロセス洗練度ランキングからみた生産技術力の内外比較 

 WEF レポートの“2010-2011 年版28によって “生産プロセスの洗練さ”の程度をみると日本

は世界１位にランクされている。同レポートにはこの指標がトップということについて「世界で

も効率的で 良な生産技術が普及している」という説明がついている。 

参考 37 WEF 国際競争力ランキングの生産プロセス洗練度指標によるランキング 
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出所 The Global Competitiveness Report 2010-2011 ”© 2010 World Economic Forum から JATIS 作成 

注．WEF 世界経済フォーラムが 1979 年以来発表しているレポートに掲載。このグラフで採り上げた生産プロセス

洗練度(production process sophistication)はものを作るときの効率性を表しており、我々の用語でいえばまさに

生産技術力を指すと考えられる。数値が高ければ高いほど良い（＝洗練されている）とみなされる。即ち、サ

ーベイ参加者による日本の生産プロセスにおける洗練度が高いか低いかについての回答を集計した結果、日本

が も高い得点が得られたことを意味する。WEF ではこの指標をサプライヤーの質、サプライヤーの量、産業

の集積度合い、バリューチェーンの広がりと行った指標と並んで事業環境の洗練度指標の構成指標に据えてい

                                                  
27 Production process sophistication：WEF“国際競争力指標”の 12 ある評価項目の 11 番目 Business 

sophistication を構成する 1 項目にあり、日本がトップにランクされている。 
28 世界経済フォーラム WEF（ World Economic Forum）“The Global Competitiveness Report 2010-2011 ”© 

2010 World Economic Forum のランキング指標 12 のうちの第 11 指標「ビジネスの洗練度」のなかの 11.07  

Production process sophistication のランキングで日本は世界 139 国・地域の中で 1 位。同報告書 p484 参照。 

WEF:ジュネーヴに本部を置く非営利財団。スイスのダボスで開催される年次総会が有名。1971 年にスイスの経

済学者クラウス・シュワブにより設立。競争力ランキングを公表。国が住民にどれ位の経済的繁栄を提供できる

かについて評価したランキング。2010-2011 年レポートでは日本は第 6 位。近年日本は順位を上げてきた。約 110
に及ぶ指標によって評価されており、その 1/3 は国連などのデータ、2/3 はビジネスリーダーの意識調査(139 カ

国、13,500 人)の結果からなる。これらの指標は①制度、②インフラ、③経済の安定性、④健康・初等教育、⑤

高等教育・職業訓練、⑥商品市場の効率性、⑦労働市場の効率性、⑧金融市場の効率性、⑨技術面の下地、⑩市

場規模、⑪事業の洗練度合い、⑫イノベーション、の 12 の柱に括られている。 
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る。事業環境が洗練されていれば、事業が成功する確率が高くなり、国民が経済的に繁栄しやすくなるという

考え方である。 

このランキングが生産技術を指していることが確かであれば、現状では日本の生産技術は世界

―のレベルにあるとみて間違いあるまい。しかし、現実は絶えず変化している。経済発展が著し

く工業化が活発な国では 新生産技術の吸収も早い。いつまでも１位を維持できる保障はない。 

 

〈２〉．生産技術力に関する内外比較、専門部会に於ける議論 

今年度の第一回専門部会では、生産技術力の内外比較について、次のような議論が出された。 

►「確かに自動車などではトヨタ生産方式に触発されて、欧米でも変わりつつある。しかし、航

空機の分野では、ロッキードなど米国から学ぶべきことはまだまだある。生産システム・生

産技術面では日本はまだまだ米国に追いついていないというべきである。我々は自社の生産

技術力についてライバルをきちんとベンチマークしていくだけの力が求められる。そこに目

を向けているかが問われている。」 

►「生産技術の競争力を強化するという場合、他社はどのようなことをやっているのか。海外現

地で製造する場合、現場で使用される言語は何語か。現場はどのようにやっているのか、そ

ういうベンチマーク先の情報が必要だ。」 

►「ベアリングのように設計技術が飽和したような製品の場合、国際競争力は生産技術で差を付

けていくしかない。」 

次の参照文献は日本に開発部隊がいるから新しい生産技術を作れるのであり、日本からしか発

信することは出来ないとの主張である。新しい生産技術を生み出していくことが日本の強みと認

識されている。 

参照文献 25 生産技術の開発部隊が日本にいることが強み 

日産車体九州工場 

2008 年 9 月のリーマンショック後に日本で出来た唯一の自動車工場、2009 年 12 月稼働開始。---
現在稼働から 1 年で新型を 4 車種も生産する。---既存の工場でも新車は年に 2 車種だから驚くほ
どのハイペースだ。この背景を江崎常務は「自動車そのものや、生産技術を開発する部隊が日本に
いるから」と語る。---日産車体の渡辺社長はこう語る。「新しい生産方式を作り、それを世界に発
信するのはまだ日本にしかできない。」日本の工場が特に存在意義を示すのは、開発から生産まで
の「総合力」を発揮するとき、グローバルな自動車作りの「発信源」になることが、国内工場の生
きる道だ。 

出所：日経ビジネス 2010.11.15 自動車再興第三回日産車体、世界の先端工場 日本モデルは輝き続

ける より JATIS 抜粋作成 
 

〈３〉．日系企業グループ内技術水準の内外比較 

生産技術はモノづくり力強化の要であり、どのように発展させるかはその企業の成長力や競争

力を左右する重要なポイントの一つである。そこで我が国機械工業の生産技術力の国際競争力が
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問題になる。 

日本企業と海外企業を直接比較した調査結果は見あたらない。その代わり日本企業のグループ

内における海外と国内の技術水準を比較した調査結果が利用できる。経済産業省の海外事業活動

基本調査（下図）をみると、海外現地法人の技術力が年を追う毎に国内レベルにキャッチアップ

しつつあることが窺える。特に 2002 年から 2008 年にかけての追い上げは急である。日本より低

いグループ企業は減少し続けている。 

 

参考 38 急速にキャッチアップしつつある海外現地法人の技術力 
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出所：経済産業省第 39 回海外事業活動基本調査(2009 年 7 月調査）概要より JATIS 作成 
注．同調査では 2005 年度等中間のデータは見あたらないため、ブランクとしてある。 

 

このグラフは経済産業省第 39 回海外事業活動基本調査（2009 年 7 月調査）概要「2008 年度に

おける現地法人の動向は」から作成したものである。2002 年度から 2008 年度にかけて技術水準

が日本と同等という回答が急激に上昇しており、全体の 8 割弱を占めるまでに増加した。反対に

技術水準は日本より低いという回答は同年度間に急減し、全体の 2 割強にまで減少した。 

この調査はグループ企業が対象である。どれも原則として日本企業による経営であり、生産技

術そのものは日本から移植している場合が多い。現地従業員が習熟すればやがて追いつくのはあ

る意味当たり前であるが、既に相当程度追いつきつつあることが示されている。生産技術が日本

企業の努力によって海外に移植され、実を結びつつあるともいえる。 

海外現地法人の技術力を地域別にみると、やはり、欧州・北米の先進国地域のレベルが高く、

次いで NIEs が続く。その他の地域はアフリカを除き、概ね横並び状態にある。地域別の海外現

地法人の技術力はこのように経済発展段階と比例的な相関関係にある。但し、先進国グループと

の格差は十数％ポイントにすぎないとも言える。 

日本企業より現地グループ企業のレベルが高いというケースは外資企業を吸収合併したような
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場合で元々日本の親企業には無い技術をもっているから合併したというようなケースなどが該当

する。 初から合併先企業の技術力が高かった訳である。こういう企業は概ね欧米等先進国にあ

る。 

参考 39 経済発展段階と比例的な地域別海外現地法人の技術力 
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出所：経済産業省第 39 回海外事業活動基本調査(2009 年 7 月調査）概要より JATIS 作成 

 

 

なお、生産技術力そのものの比較ではないが、生産技術に関わりのある学術関係の論文数によ

って、各国に於ける生産技術関連の力の入れ方を比較してみたい。 

次のグラフは技術マネジメント国際学会29に発表された技術マネジメントに係わる国別論文数

によって比較したものである。論文数のトップは台湾、次が米国である。日本は第 3 位でその次

はタイ、中国、韓国、ブラジル、南アフリカ、フィンランドと続く。 

台湾のトップは EMS など生産技術を主体にビジネスモデルを打ち立てた国であるという点を

勘案すると納得的である。第 4 位以下の国々はタイ、中、韓などのアジア工業諸国が目に付くこ

とが特徴的である。 

BRICs やそれに続く新興諸国は現在急速に工業化を進めており、その一方で技術をどうマネジ

メントするか（いわゆる MOT）という観点から学術的研究も進めている点が特徴的である。 

                                                  
29技術マネジメント国際学会：PICMET（Portland International Center for Management of Engineering and 

Technology）という。技術マネジメント（いわゆる MOT のこと）における世界 大規模の学会 
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参考 40 経済発展段階と比例的な地域別海外現地法人の技術力 
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出所：日経産業新聞平成 22.8.10 の Techno-Online「技術マネジメント学会国別論文数、研究の勢い示す」より

JATIS 抜粋作成 
 
 

〈３〉．グローバル産業社会と日本   
（１）生産技術は日本人向き？ 

生産技術者は本社スタッフとして働いたり、技術開発センターで働いたりするほか、各製造現

場でも重要な役割を担って働いている。「現場」で働くということについて、日本では従来から多

くの機械工業経営者が現場で働いてきた実績があるが、海外では必ずしも現場で働くことについ

て日本人のような受け止め方が出来ない人たちがいるという。例えば、「中国では現場で働くとい

うと辞めてしまう人がいる。」（公益社団法人経済同友会の調査→下記参照文献 26）という言及に

見ることが出来る。 

さらに、「海外進出企業において現地のトップに現地人を据えることは可能であるが、生産技術

者は日本人」を活用しているという言及が続く（下記参照文献 27）。この事例は“日本人は現場

に向いている”“生産技術者は日本人が向いている”というプラス面の読み方ができる一方で、“日

本人は現場で使う”とも読める。やや“現場でしか使えない”というニュアンスがあるようにも

読めないことはない。 

日本の製造業の強さは、本来、理系大卒・院卒がこうした“現場をいとわない文化”や“働く

ことを楽しめる”ことにある。生産技術者は現場にも関与することが仕事の一部であるから、ま

さしくこれは日本の強みとなる。この発言自体も単に現場を厭いがちな海外の人と異なることに

言及しただけではあるが、海外に正しく理解されているか少々気になる指摘ではある。 
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参照文献 26 生産技術部門で日本人が期待される背景 

（海外では現場職は敬遠される風潮） 

キャタピラージャパンの平野昭一氏は日本と海外との製造現場を比較して「日本で
は理系の大卒や大学院卒の人が作業着を身にまとい現場で皆と一緒に働くのを厭わ
ないし、製造技術者の地位も決して低くない。周囲がそのポジションを尊重してい
るので、学生も誇りを持ってその職に就ける。ところが中国では有名大学の卒業生
が現場で働くことを求められると、多くの人が辞めてしまう。米国でも傾向は同じ
で、1960 年代までは製造業の現場にも優れた人材が数多くいたが、金融業が経済の
中心を占めるようになるにつれ、製造業を軽視する風潮が強まり現場で働く人々が
尊重されなくなった。そういう意味でも製造や生産技術部門の日本人は期待されて
いるし、役立っている」と述べている。 

出所：公益社団法人経済同友会 第 16 回企業白書 新・日本流経営の創造 p22 より引用 

参照文献 27 現地トップは現地人、生産技術者は日本人を派遣という例 

コマツにおいても同様の考え方から、海外現地邦人のトップは現地人を据えるケースが多いが、生

産技術者は日本人を派遣している。 
出所：公益社団法人経済同友会 第 16 回企業白書 新・日本流経営の創造 p22 より引用 

参照文献 28 生産技術者は何故日本人か～一つの見方 

「働く時間を楽しめる日本人にしか、 先端のモノ作りはできない。」 

（大阪大学教授石黒浩） 

出所：日経ビジネス 2010.5.10 より 

 

（２）生産技術力を売り物とする海外製造受託業 

生産技術者には本当に日本人が向いているのであろうか。この関連で注目されるのが海外の製

造受託業である。EMS,ODM,MDS などと称される海外製造受託業の盛況は、生産技術の優位性

を売り物にしていることに他ならないのではなかろうか。この点に関し、東京大学大学院伊藤元

重教授は日経 BP セミナー“グローバル経営の勘所 世界で勝ち抜く「ものづくり企業のあり方」

とは”において「---日本企業が、これからフォクスコンと同じ土俵で戦うことなど到底不可能」

と明言している。 

これは生産技術の問題ではなく、ビジネスモデルをどう構築するかという経営の問題であって

生産技術の優劣の問題ではないともいえる。けだし生産技術は生産の効率を追求する技術である

から合理性が優先される。日本の強みは現場の強さ、或いは現場を理解して機能させる経営だと

いわれている。一方、台湾の製造受託業の強さは現場の強さというよりはより合理的なビジネス

モデルを追求し、構築していくその経営スタイルにあると見るべきかもしれない。 

参考 41 世界の受託製造業の変遷 

1960 年代 開発設計、試作製造からマーケティング、アフターサービスまでのすべてを 1 社で
やろうとする垂直統合生産の時代 

1960～1980 代 製造部門だけを外へ切り出す単純 SCM の時代 
1990 年代 設計・試作・物流アフターサービスまで製造に関わる機能を請負、ともに考え、助

言していくサービスとして戦略的パートナーシップを標榜する時代 
2000 年代 ODM 外部製造委託 生産の丸投げを受けられる時代 
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Original Equipment Manufacturer / Original Design Manufacturer 
出所：JISSO PROTEC 2010 基調講演メガ EMS 世界戦略 22.6.3 におけるサンミナ SCI システム

ズジャパン代表取締役 若下秀雄氏による講演メモに基づき、JATIS 作成 
 

参考 42 EMS の業界規模  

EMS の業界規模  
25～30 兆円 
このうち、「丸投げに近い ODM」 と 「製造中心の EMS」とが拮抗 

注．EMS: Electronics Manufacturing Service の略、電子機器の受託生産の意で、製造過程の外注を
引き受ける業態。設計は発注元が行い発注先ブランド名で生産を受託する OEM; Original 
Equipment Manufacturer と上流工程である設計から製造までを手がける ODM;Original Design 
Manufacturer がある。 

似た表現に DMS がある。Design  and  Manufacturing  Service の略。→参考 44 参照 
出所：JISSO PROTEC 2010 基調講演メガ EMS 世界戦略 22.6.3 におけるサンミナ SCI システム

ズジャパン代表取締役 若下秀雄氏による講演メモに基づき、JATIS 作成 

参考 43 EMS における製品種類別状況 

製品種類 シェア 
コンピューター，同周辺機器、家電関係 約 50% 

サーバーストーレージ、ネットワーク、テレコミュニケーション 約 40% 
自動車、医療機器、産業用機器 約 10% 

合計（出典 IDC） 100% 
出所：JISSO PROTEC 2010 基調講演メガ EMS 世界戦略 22.6.3 におけるサンミナ SCI システム

ズジャパン代表取締役 若下秀雄氏による講演メモに基づき、JATIS 作成 

台湾の製造受託業の場合、DMS を標榜しており、設計からサービスまでの垂直統合サービスを

売り物にしている。そこでは生産のための設計検証をはじめ、部品の標準化、グローバル・ロジ

スティック管理などを強みとしている。高度な生産技術とセールス直結の合理的な経営スタイル

を見ることが出来る。 

参考 44 DMS（Design  for Manufacturing）とは 
DMS の考え方の基本は、デザイン、製造、製品開発、技術能力、サービス、PLM
サービス（製品ライフサイクル）の垂直統合サービスにある。 
強みは、効率、資源統合、品質と商品コストのバランスの追求にある。 
統合型 DMS では、資源配置を 適化できること、生産のための設計の検証があ
ることに特徴があり、部品の標準化（共通性）、責任区分の明確化、対顧客窓口
の明確化（迅速対応）を特色としている。 
セールス上の強調点をみるとグローバル・ロジスティック管理（生産管理、リペ
アサービス管理）を挙げている。 

出所：JISSO PROTEC 2010 基調講演メガ EMS 世界戦略 22.6.3 における PEGATRON 社日本

法人 ジャック・リン氏による講演メモに基づき、JATIS 作成 
 

参照文献 29 主な台湾系ＥＭＳ 

鴻海精密工業（フォックスコン）、冠建科技（TPV テクノロジー）、瑞軒科技、
仁宝電脳工業、廣達電脳 
成長著しいのが鴻海精密工業を擁する鴻海グループ。従来の完成品に加え、買収
を重ねて部品生産にも進出した。自社ブランドは持たないが、日本の総合電器メ
ーカーを規模や業容で凌ぐ勢いだ。 

出所：日経産業新聞 2009.12.8「EMS が変える  台湾勢、買収重ね存在感」の記事から JATIS 抜粋

引用 
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（３）中国で生産するということの含意 

海外で生産するというときにその国固有の文化的背景からくる価値観の相違というものは国内

で生産するときの予想を上回ることが往々にしてある。また、当該国の発展のスピードが速けれ

ば速いほど賃金条件、労働条件についての環境も変化の度を増す。日本文化の持つ完璧主義と全

体合理性を尊ぶ文化との違いなどあらゆる違いが経営リスクを孕む。グローバル化とはその国固

有のリスクを認識しておくことが必要になってくる。 

参照文献 30 中国生産のリスク（賃上げ、争議、考え方の違い） 

低賃金・大量雇用型生産モデル
の帰趨 

深圳市：2010 年７月から(10～20％切上) 低賃金一律 1000 元（約
15 千円）に見直すことを通達 

低賃金・大量雇用型生産モデル
の帰趨 

東莞市：2007 年から 低賃金を 35%切り上げ、現在 920 元--- 

争議のリスク 「日本人は脅しに屈しやすい」「日本人と中国人で給与差があるこ
とを、そもそもの不満として持っている」 

“不良品”に対する基本的な考
え方の違い 

日本「品質を特に重要視する日本は、不良率ゼロを追求する」 
中国「不良が２割出ても気にしない」「不良品を売り飛ばせるアフ
ター市場があるからだ」 

工作機械の使い方に見る違い 「現場には高価な日本製の工作機械を 小限で設備し、精度が必
要なキーポイントで使用する。一方、安価な中国製や台湾製の工
作機械を大量にそろえ、“なるべくそれで間に合わせる工夫や使い
こなし”をしている」 

出所：日刊工業新聞 2010.0628「地方都市で人材奪い合い」の記事から JATIS 抜粋引用 

 

（４）米国居住識者の見立てと処方箋 

グローバル化を進める上で新たな対策が必要になることがある。その一例が英語による理論化

を進めよ」という次の文献である。この文献には「製造ノウハウ等の強みを英語で理論化せよ」

「英語化によるノウハウ伝承は現実に成果を挙げている」「ノウハウの英語化は韓国勢の方が優秀

だ」という主張が展開されている。著者の冷泉彰彦氏は米国在住の小説家であるが、村上龍のメ

ルマガで展開される論考には示唆に富むものが多いため、ここで採り上げた。 

 

参照文献 31 日本企業に強みがあるなら英語で理論化すべき ①～一つの見方 

 

 

 

 
 

出所：「from 911／USA レポート」冷泉彰彦 （JMM No/590 Saturday Edition、編集村上龍）より引

用 

「日本企業の英語公用化を考える」 
---組織論にせよ、マーケティングの技術にせよ、製造ノウハウにせよ、日本企業に「強み」
があるのであれば、それを英語で理論化し、全世界で実践可能なノウハウとして確立して
おくことは急務だと----後数年で年間出生数が 70 万人台に落ちてゆくという超少子化が避
けて通れないから---- 
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参照文献 32 日本企業に強みがあるなら英語で理論化すべき ②～一つの見方 

日本企業の英語公用化を考える」 
---ここ数年でのデジタル技術の進展、そして自動車という商品が再定義される中での「モノ
の作り込み＝付加価値」という神話の崩壊を受けると、そうした「日本語ならではのノウハ
ウ」もデジタル化して仕様の客観化や標準化してゆくことになり、そうなると日本語での伝
承というようなことも、必要が無くなってゆくように思います。例えば今回の不況で、自動
車メーカーなどは海外生産拠点から生産管理担当などの駐在員をどんどん呼び返していま
すが,----コストダウンのため---というよりも、英語化を通じたノウハウ伝承が成果を挙げて
いる証拠といっても良い-- 

出所：「from 911／USA レポート」冷泉彰彦 （JMM No/590 Saturday Edition、編集村上龍）より引

用 

参照文献 33 日本企業に強みがあるなら英語で理論化すべき ③～一つの見方 

 

 

 

 

出所：「from 911／USA レポート」冷泉彰彦 （JMM No/590 Saturday Edition、編集村上龍）

より引用 

 （５）日本の工場生き残りの条件 

日本の生産技術の国際競争力を維持するという課題は、日本に工場が存続出来ることが大前提

になってこよう、では、日本に工場を引き留めておくためには何が必要であろうか。一橋大学 伊

藤邦雄 教授は日経産業新聞への寄稿記事の中で日本企業が退潮している要因としてグローバル

化が遅れたことなどがあるが、より深刻な問題として成果主義の下で自己の目標達成が 優先さ

れるという“部分 適化による視野狭窄”を挙げている。 

参照文献 34 退潮の原因はグローバル化が遅れたこと。部分 適化が覆ったこと 

「---企業の競争力が劣化を続けている。それは長きにわたり、「失われた 20 年」と称さ
れる。なぜこうした事態に陥ったのか。----長期にわたる退潮の原因はいくつかある。
経営戦略面で見れば、グローバル化が遅れたこと、高機能製品にこだわりすぎて「ガラ
パゴス化」が進んだこと、先端製品がコモディティ（日用品）」化した後の戦略の脆弱さ
などが挙げられる。 
だが、より根元的な要因は、前半の「失われた 10 年」にある----社内カンパニー制を導
入。IT 化で----分権化を進めた。成果主義も導入、――――打つ手は適切だった。だが
皮肉にも深刻な副産物が残った。90 年代後半、部門間の壁が厚くなり、連携が働かなく
なる。社員の視野も狭まり、成果主義の下で自己の目標達成が 優先された。その結果、
---自分の所属する狭い組織ユニットの利害に執着した。---こうして「部分 適化」（個
別 適化）が日本中を覆うようになった。--- 
----部分 適化や社員の視野狭窄化は、部門間の連携を阻み、異質な知の融合や新たな
知の組み替えを阻止し、ひいては事業や技術のイノベーションの芽を摘んだのである。 
日本企業は、自分の職務を明確には規定せず、他の部署やメンバーとの融通無碍に連

携するチームワークこそ強みだった。組織全体に目配りし、全体の空気を読んで、 適
な行動をとる調和型の行動様式だ。---それが欧米企業の個に対抗した組織の力となり、
たぐいまれな競争力を形成した。---- 
----90 年代に打った手は当時の状況の打破を狙ったが、実はそれは「意図せざる強みの

「日本企業の英語公用化を考える」 
---家電や自動車における韓国勢の進出という事実も、様々な形で日本の製造業のノウハウ
が移転していっただけでなく、そのノウハウを英語化して、各国市場に 適化したり、海
外での生産性を向上していったりということにおいて、韓国勢のほうが優秀だったという
こと---- 
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自己否定」に繋がった。ここに問題の根の深さがある。----」 
出所：日経産業新聞 22.8.12 の記事「経営革新へ視野広げよ」（伊藤邦雄一橋大学教授）から JATIS 抜

粋引用 

人件費の高い日本で工場が生き残っていくためには、極力機械化・自動化が求められる。ただ

し、機械化・自動化といってもその対象はあくまでそれに適した領域に限定される。一般に人が

携わる様々な作業の内、繰り返しが多い部分やその作業自体には何ら付加価値を生まない部分は、

極力、機械の仕事に置き換えていくことが合理的である。しかし、多品種少量生産が求められる

限り、高度な判断やカイゼンなどの創造性の高い仕事が要求される。こうした分野では人が介在

せざるを得ない。このように人が介在せざるを得ない分野で日本の工場がその優位性を発揮して

いくことが、国内で生き残れる条件であろう。結局、それを支えうる十分な人材を確保できるか

が問題になる。 

参照文献 35 日本工場の生き残りに不可欠なことは？ 

 

 

 

 

 

出所：日経ものづくり 2010．９ 特集「創造カイゼン」p421 より、JATIS 抜粋引用 

 （６）日本の工場生き残りにかかせない「ひとづくり」 

日本の工場が生き残る前提として日本の製造業が生き残れるのかという問題がある。日本の製

造業は「技術で勝って、ビジネスで負ける」と言われてきた。半導体や携帯電話がその事例とし

登場することが多い。例えば、「日本の半導体メーカーはマーケティングに重きを置かず、韓国の

サムスンに凌駕された」などという指摘がそうである。 

株式会社シグマクシスのパートナー内藤範博氏は日経BPセミナー“グローバル経営の勘所 世

界で勝ち抜く「ものづくり企業のあり方」とは”において、次のように指摘している。「技術で勝

って、ビジネスでも負けないようにするには新しいビジネスモデルを創り上げる必要がある。そ

れは、高い技術にホスピタリティをプラスαとして組み合わせる」ことであり、そのためには「取

り組む人の意識改革が必要だ」という。 

意識改革の方向として、「顧客の多様性理解、企業代表者のようなリーダーシップ、新しいビジ

ネスを起こすような企業家精神、こうした取組に対するモチベーション」が指摘されている。 

つまり日本の製造業が生き残り、日本の工場が生き残るためには「ひとづくり」が何よりも必

要だということになろう。 

---全ての要素において人の判断に頼らないからくりを造ろうとしている。そのとき、人の仕事は
全て機械に奪われてしまうのかと思いきや、「それはあり得ない」と御殿場事業所生産事業本部ＯＭ
事業部ＭＳセンター生産管理室室長の原口紀昭氏は断言する。「多品種少量へのニーズがある限り、
人にしか判断できない領域はある。高度な判断力が求められる仕事や、カイゼンなどの創造性の高
い仕事に人が従事することが、日本工場の生き残りに不可欠ではないだろうか」。 
。--- 
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参考 45 日本メーカー勝ち残りのポイント 

---グローバルマーケットで勝ち抜く日本メーカーの事例として、建機のコマツ、水処
理事業の栗田工業を挙げることができます。コマツは建機に「KOMTRAX」という GPS
（全地球測位システム）を使った遠隔監視システムを搭載し、ユーザーの稼働状況を可視
化することで保守サービスを高度化させ、顧客のコスト削減、セキュリティ強化という課
題解決を実現するビジネスモデルを作り上げました。 

栗田工業は水処理装置の製造販売から進化し、「お客様が求める超純水を供給する」サ
ービス化を強力に推進しています。これにより両社はグローバルに事業を展開し、高収益
を上げています。 

2 社に共通するのは高い技術だけに依拠しない“ビジネスモデルの創造”を実現したこ
とです。日本メーカーの勝ち残りのポイントと言えるでしょう。 

ビジネスモデルを創造するためには、技術にプラスαが必要です。そのαはホスピタリ
ティではないでしょうか。--- 

---ビジネスモデル創造のために必要なことはたくさんあります。例えば、顧客のダイ
バーシティ（多様性）を理解して、顧客のニーズに合わせてマーケティングを展開するこ
と。従業員が立場を超えて、それぞれが企業の代表になったつもりでリーダーシップを発
揮して、業務に取り組むこと。新しいビジネスを起こすつもりで、アントレプレナーシッ
プ（起業家精神）を発揮することなどです。 

これらに共通するのは取り組む「ひと」の意識の変革が必要だということです。日本の
メーカーはこれまで“ものづくり”を追求してきましたが、改めて「“ものづくり”は“ひ
とづくり”」と考え、変革に取り組む「ひと」を育てる環境を充実させていかなければな
らないでしょう。 

出所：日経 BP セミナ－（2010.11.10）“グローバル経営の勘所 世界で勝ち抜く「ものづくり企業のあり方」とは” 
高い技術＋ホスピタリティでサービス創造 「技術で勝って、ビジネスで負ける」から脱却 株式会社シグマ
クシスのパートナー内藤範博氏の講演から JATIS 講演メモを基に作成 

 

 （５）人材育成変革の方向と生産技術者への期待 

一橋大学伊藤教授は、未来に向け「失われた 20 年からどう脱却すべきかという問いかけに対し、

「第一に、人材育成を変革すべきだ。一言で言えば、全体 適型プロデューサーを早急に育成す

べきだろう。」と述べている。 

当専門部会の昨年度報告では生産技術者の役割として、幅広い部門部署との連携やコミュニケ

ーションを挙げている。連携やコミュニケーションを図るには全体 適の視点が欠かせない。こ

れは伊藤教授の指摘と一致しているともいえよう。また、同教授は多くの工場は全体 適の思想

を取り入れ、製造革新を実現したが、今後は全体 適の範囲を工場内に留まらず、営業、開発、

物流など他領域にまで広げるべきだと主張している。 

生産技術者は、生産技術で磨いた専門性を他の部署の仕事や他産業においても活用することが

できるといわれている。生産技術者は、これまで培った全体 適の視点を製造企業のものづくり

経営全般に押し広げて活躍することができれば伊藤教授が主張するところの“失われた 20 年から

の脱却に役立つ”ことになる。このような視点からも生産技術者の重要性はますます高まるとい

える。 
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質・量ともに問題

３．生産技術力の現状と課題

現状日本は現場に強み、生産技術は世界一であるが、

有識者の診断

日本企業退潮の原因

グローバル化

生産技術の深化

生産技術者の戦略的育成

企業の存亡左右する可能性も

求められる人材像；

全体最適型プロデュー

サー～生産技術者と類似

グローバル化の遅れ

部分最適・視野狭窄

処方箋：意識改革と人作り

ますます高まる

生産技術者の役割

製造のア

ウトソー

シング

製造現場

の喪失

生産技術
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成果
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み
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繁忙
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困難

指導者確保難

出所：JATIS作成

参照文献 36 失われた 20 年から脱却するには人材育成を変革すべき 

全体 適型プロデューサーを早急に育成すべき 

----そもそも「部分 適ができない会社は生き残れないが、全体 適ができなければ勝ち残れない。---- 
----未来に向け「失われた 20 年からどう脱却すべきか。第一に、人材育成を変革すべきだ。企業は 90 年代、

それまでのゼネラリスト型人材を否定し、スペシャリスト型人材の育成に注力した。80 年代の総合型経営

から 90 年代の自律分権型経営モデルに転換するためである。今後、部分 適型から全体 適型に舵を切る

には、それを担う人材の育成が焦眉の急である。「組織は戦略に従う」とともに「人材も戦略に従う」のだ。

一言で言えば、全体 適型プロデューサーを早急に育成すべきだろう。日本企業の競争力低下はモノづく

りの強みにのみ特化し、事業システムを構成する「部分」の強みばかり磨いてきた点に原因がある。---- 
今後は事業システム全体を構想・設計し、「利益の多泉化」を実現できる人材を育成すべきだ。----日頃社

員が視野狭窄に陥らない仕組み・仕掛けを築くことが大事なのだ。それも「経営」のイノベーションである。

第二に、全体 適の範囲を広げることだ。日本企業は全てで部分 適化したのではない。例外がある。多

くの工場は全体 適の思想を取り入れ、見事に製造革新を実現した。残念なのはそこにとどまってしまった

ことだ。今後は営業、開発、物流など他領域にも広げるべきだ。 
第三に、大企業がベンチャー企業との連携をあまりに怠ってきたことを反省すべきだ。---- 
第四に、既存産業の異業種連合を促進することだ。---- 

出所：日経産業新聞 22.8.12 の記事「経営革新へ視野広げよ」（伊藤邦雄一橋大学教授）から JATIS 抜

粋引用 

 

〈４〉．まとめ 
（生産技術とは） 

生産技術とは業種・製品特性の違

いによって非常に幅があり、多義的

多様な技術である。昨年度まとめた

“生産技術とは”について簡略にま

とめると「生産プロセス全体を俯瞰

し、設計・製造・調達など各生産プ

ロセスと同期したり、相互調整した

りしながら、製品の品質・納期・コ

スト競争力が 大となるように生

産を展開するための企画・立案、開

発・設計、管理・運用する技術・知

識の体系」である。また、その特徴として、生産技術は関連業務を支援したり、開発・設計をリ

ードしたりと関連業務への関与が可能であり、異業種・異分野へ展開が可能ともいわれている。 

（生産技術者とは） 

生産技術者とは「生産プロセス全体を俯瞰しながら、製品の品質・納期・コスト競争力等が

大になるように生産展開する役割。使命を負う。これを平易な言葉言い換えれば「製品を効率よ

く、経済的に、生産性を考えて作ることができるように各部署との連携を取りながら、生産の段

取りを工夫し、ラインを立ち上げ、改善し、革新を図ることである。 

要するに“生産技術者とは”ものづくりの頭脳であり、競争力の源泉を支える現場に強い“技
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術者」である。“日本の宝”であるともいえよう。 
 

（我が国の生産技術：現場で働く強み、WEF“生産プロセス指標”で世界一） 

生産技術者が働く部署は、本社、技術開発センター、製造現場などであり、それぞれ重要な役

割を担っている。日本では多くの機械工業経営者が現場で働いてきたという実績を残している一

方、海外では必ずしもそうではないといわれている。日本の強みは現場の強さであり、現場を理

解して機能させるマネジメントの強さにある。WEF 国際競争力ランキングをみると生産プロセス

洗練度指標で世界一である。日本の生産技術は、現状では世界トップクラスの実力を有している。 

（日本企業退潮の要因） 

継続的な円高環境が進む中、日本から工場の海外流出が続いている。生産技術を磨くための生

産基地を日本に引き留めておくためには何が必要であろうか。一橋大学伊藤邦雄教授は日経産業

新聞への寄稿記事で日本企業退潮の要因として「グローバル化の遅れ」や「成果主義の下で自己

目標の達成が 優先されるという部分 適化による視野狭窄」を挙げている。また、日本の工場

が生き残るためには「ひとづくり」が何よりも必要だと指摘している。 

（早急に求められる全体最適型プロデューサーと生産技術者の類似性） 

伊藤教授によれば、現行の人材育成は変革されることが必要であり、「全体 適型プロデューサ

ーを早急に育成すべき」である。また、全体 適の範囲を営業、開発、物流など他領域にも広げ

るべきだとも主張している。この指摘は、プロデューサーを生産技術者に置き換えると、生産技

術者の役割である生産プロセス全体を俯瞰する視点や幅広い部門部署と連携して支援するという

生産技術者の業務が有する特徴と概ね一致する。つまり、生産技術者はその本来業務として持つ

全体 適の視点を製造企業のものづくり経営全般に押し広げて活躍すべきと読める。生産技術者

への期待は大きい。 

（グローバル化と生産技術の深化によってますます高まる生産技術者の役割） 

グローバル化の進展につれ、海外生産が増加する。量産系の業種では戦略的コスト低減を狙い

として開発段階の早いうちから生産性を織り込むために、生産技術者が設計に参加する活動が行

われるようになってきた。生産技術者の果たすべき役割は一段と増大し、生産技術の重要性はま

すます高まるとみられる。 

（生産技術者の育成困難と人材不足感） 

その一方で、製造のアウトソーシングが進み、製造部門が存在しない事業所も出てきている。

このような企業では生産技術が製造現場から引き離されたために、生産技術者の育成が困難にな

ってきたとの指摘が出てきている。 さらに過去の採用抑制などによる人材構成の年齢階層別歪み

による技術継承世代の不足、海外展開の急進による海外派遣増大と国内人材の欠乏感増幅などに

より、生産技術系人材の不足感が強まっている。 

（生産技術者の継承者・指導者ともに課題） 

他方、成果主義人事制度の浸透に伴う教育研修の評価難という事情に起因する教材の作成や講

師就任に対する忌避感が出ていること、また、業務の繁忙から技術を十分に極めるゆとりが喪失
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されやすくなり、技術の練達度が低下していることなど、技術の継承者ばかりか指導者側にも問

題が生じているとの指摘がある。生産技術者は量的にも質的にも問題を抱えており、総じて不足

感が強いようにみえる。このような背景から、企業によっては生産技術を担う人材を製造部門や

グループ企業の技術者や技能者に求める動きもみられる。 

（生産技術の課題） 

このように生産技術の現状をみると、質量ともに問題を抱えている。昨年度実施した調査にお

いても若手や中堅の生産技術者の不足感が目立つ。目先の業務の繁忙さによって長期的に重要な

技術開発はもとより、次代を支えるべき人材への技術継承や人材育成に十分な時間が割けない姿

もみられる。また、生産技術者の能力面においても、課題発見・解決能力をはじめとして全体俯

瞰力や全体構想力のような一朝一夕にはその養成が難しいような課題を抱えている。このままで

は次世代生産技術者の養成に支障が出る可能性がある。危機感が拡がっている。 

（企業の存亡を左右する生産技術者の価値と戦略的育成の重要性） 

こうした生産技術を取り巻く諸事情を勘案すると、機械工業にとっての生産技術者の役割・価

値は、グローバル化の進展や人員構成の歪みなどから相対的に急速に高まっていると考えられる。

今後、機械工業各社が激烈な国際競争を勝ち抜いていくためには、優秀な生産技術者の確保とそ

の戦略的な育成が、企業の存亡を左右する重要課題となる可能性がある。 
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第３章 生産技術者の確保と 

企業内能力開発 
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第３章 生産技術者の確保と企業内能力開発 

前章で検討してきたとおり、近年、業種によっては開発・設計・製造・販売／マーケティング

の各工程が相互に協力するコンカレントエンジニアリング（同時並行開発）などが行われるよう

になり、生産技術は、モノづくりプロセス全体を対象にすると同時に社内各部署と多面的な接点

を有するようになってきている。また、生産技術者がその本来業務として持つ全体 適の視点を

製造企業のものづくり経営全般に押し広げて活躍すべきであるとの指摘もある。また、グローバ

ル化の進展に伴い、海外工場の立ち上げには生産技術者の活躍が欠かせない。 

このように生産技術者の存在は従来以上にますますその重要性を高めてきており、生産技術者

を如何に確保・育成するかは我が国機械工業の発展にとって喫緊の課題となっている。 

そこで本章では生産技術者を確保する上での課題、具体的な教育研修体制、生産技術者のキャ

リア開発の三点から生産技術者の確保・育成に関する事例を収集し、そこから各社の取組にとっ

て参考になると思われるポイントを見ていくことにしたい。 

 

１．生産技術者の採用・選抜・配属 

本項では、学生・院生の職業志向をサーベイした後に生産技術者の選抜と配属上の課題を採り

上げる。生産技術者、或いはその候補者をどのように確保し、どのようにして配属しているのか、

その際に生じる課題とその解決策をみていく。これは昨年度の当専門部会の中で、一部委員から

「生産技術部門」は設計・開発・研究部門などと比べ、華やかさにかけるイメージがあるとの指

摘がみられた。このような空気があるとすると選抜時や配属時に円滑さを欠く場面も想起される。

そこでその実態をみたり、各社の対策を収集したりすることにより、これからますます重要度が

高まるはずの生産技術部門に優秀な若い人材を引き寄せる為の方途を検討することにする。 
 

〈１〉．学生・院生の職業志向と生産技術職 
実際に各社の採用 前線で向き合う学生や院生の職業志向と生産技術職についてのイメージは

どのようなものであろうか。こうしたイメージは、対応した人の感性にも係わる問題であるから、

必ずしも客観性が十分にあるとは言い難い。しかし、一部の人ではあってもその人の感性というス

クリーンを通した観察には真実の一端が発現しているとみることも可能であろう。 

そのような思いから、学生等の就業意識や職業観についての各社の受け止め方についてまとめて

みた。また、実践力を養う教育方法として注目されるインターンシップについても生産技術者早期

育成等の観点から採り上げている。インターンシップには、就職する以前に職業体験を積むという

職業親和性を高める効果があること、机上の学習と実際の職業とを結びつける手段として世界的に
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もインターンシップの重要性が認識されており、活発な活動が行われていること、既に日本でもイ

ンターンシップをより充実していく必要があるといわれていること、グローバル人材の採用という

観点からみると国内だけでなく海外の学生にもその活用を広めていく必要があることなどがある。 

（学生・院生の就業意識・職業観、あこがれの職種かという視点） 

学生・院生の職業志向の中に占める生産技術職の位置づけをみることは、一昨年から続く本専門

部会における議論に置いて重要な論点の一つであった。学生にとって生産技術職とは設計開発のよ

うなあこがれの職種といえるのかどうかという問題意識がここでの議論の底流にある。生産技術者

にマスコミ等が光を当ててクローズアップされる機会は設計開発技術者に比べ非常に少ないとい

う指摘があるからである。この専門部会はそもそもそうした認識から生産技術者にもっと光を当て

るということを事業目標の一つに据えてきた。昨年度の当専門部会の報告書は幸い一部メディアの

注目を浴びたが、生産技術、及び、生産技術職、生産技術者という存在は依然としてもっと社会に

広く知られる必要がある。 

これからグローバル化がますます進む中に合って生産技術者の重要性が企業サイドではさらに

高まりつつあるものの、肝心の学生や教育機関、社会の側ではそうでもないという指摘がどの程度

強いものであるか、部会の中で改めて再検討したところ，次表のような指摘が得られた。 

参考 46 学生の生産技術に対する意識・見方 

 

 

 

 

 
出所：本専門部会における議論のメモから,JATIS 作成 

この表はいくつかの企業による発言を整理したものである。発言内容は大きく3つに分けられる。

学生は生産技術に対してネガティブであるという見方と、中立的な見方、或いは、ポジティブでな

見方という 3 つである。 

（比較的ネガティブな見方） 

学生・院生の職業志向の中に占める生産技術職の位置づけとしてネガティブな見方をしている例

をみると、「技術系学生の採用は主に設計、開発への採用を前提としており、学生にもそのような

説明をしている。そうした説明にもよると思うが、生産技術に関する知識は殆ど無く、また、生産

技術をやりたいという学生も殆ど居ない」という指摘がみられた。このほかでは「 近の学生は、

研究（ソフト系の研究が多く、ハード系が少ない）の影響かどうかはっきりはしないが、研究、開

発、設計志向が強く、製造現場への関心が薄い。」或いは「生産技術指向の学生は全体の一割にも

満たず、稀有なケースといえる。この背景に親族や先輩等の影響がみられる。」 また別の事例で
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は、こうした見方そのものが部門によって異なるとして「ある部門では設計に比べて 2 番手の意識

が強い。」という指摘もみられた。 

あるシンポジウム30においてパネリストとして登壇した大手電気機械メーカーの人事担当者は

“なぜ外国人技術者の海外採用を進めるのか”という問いに対して、次のような回答をしている。 

「海外の大学から毎年直接雇用しているが“現地トップクラスの大学”の“トップ 10%以内とい

う優秀な技術系学生”が採れる。タイ、フィリピン、台湾、マレーシア、シンガポール、インドネ

シア、ベトナムの現地大学に足を運び、募集し、面接を二回実施している。日本人の場合、生産技
．．．．．．．．．．

術を敬遠する傾向
．．．．．．．．

があるが、アジアの一流大学の卒業生は生
．．．．．．．．．．．．．．

産技術やインフラ系の技術で採用する
．．．．．．．．．．．．．．．．．

ことができる
．．．．．．

。日本人が手を挙げようとしない分野で採用することができる
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

。」というような趣旨

の発言があった。アジアの大学生採用のメリットとして日本人が敬遠する生産技術者を確保できる
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

から
．．

という指摘である。「参考 27 将来考えられる技術系人材のグローバル化の姿」にある「技術

中枢が外国人」に移っていくという概念図の裏付けとなる発言であった。技術中枢の外国人化とい
．．．．．．．．．．．

う動き
．．．

が既に一部で始まりつつあるということである。 

（比較的中立的な見方） 

比較的中立に近い見方として「就社の意識が強く、自らを成長“させてくれる”場所と考えてい

る学生が多い」がある。このほかに「“就職と”いうよりは“就社”という意識のほうが強い」と

いう指摘も見られた。 

（比較的ポジティブな見方） 

その一方で、部門によってはポジティブな意識が強いという指摘もある。例えば「生産技術に

高いプライドを持っている。 近は“1 人で研究・開発”するよりも“皆でものつくり”したい

という志向がみられる。」また、生産技術者の採用にあたっては、採用時に「学科・専門性はあま

り要求されないが現場との親和性（人間性）は重視される」という指摘などがみられた。 

そこで以下では、生産技術者とその候補者をどのように採用しているか、採用後の選抜と配属

上でみられる課題は何か等について検討することにする。 

〈２〉．生産技術者（候補者）の採用 

本専門部会の第一回部会では生産技術者の採用に関して次のような議論がみられた。「確かに大

学でも生産技術をやってはいるが、数が少ない。学生を採用して、選抜した後のフォローについて

は“自社の様子は探られたくない”ものの他社の様子については興味がある。」「生産技術という生

産現場でキャリアを積んでいく仕事にこんなに重要な仕事があるということを学生が理解してい

るのか、非常に気になるところだ。」 

                                                  
30 厚生労働省委託「平成 22 年度企業における高度外国人材活用促進事業」におけるパネルディスカッション（平

成 23 年 3 月 4 日）にて JATIS メモから作成したもの 



－92－ 

以下、大学卒の定期採用活動から産学連携を通じた採用や、企業内教育機関から選抜に至るまで

の実例をみてゆくことにする。 

①．定期採用活動（大学卒） 

（採用の枠組み） 

採用の枠組みは各社各様である。例えば、機械工業という業種特性を映して「採用する大卒社

員の 80％が技術系」（B 社、G 社）である。全社一括採用方式がある一方で「部門別に専門性を

持つ学生を採用する」ところ（E 社）もある。また、子会社の当該部署が本社当該部署と連携し

て大卒以上の人材を採用している企業（C 社）もある。求人職種は「研究開発、設計開発、SE、

生産技術、品質保証、知的財産権管理等」となっており、生産技術が求人対象職種として掲げら

れている例（G 社）もある。 

また、インターンシップ制度で実習した学生が採用に至ることもある。（B 社） このほか、イ

ンターンシップ制度が相互理解を深めるきっかけや機会となることを期待して実施している例や

海外でも奨学基金の提供や技術顧問の派遣、共同研究などの産学連携活動を通じて採用活動に効

果が波及している例（E 社）がみられる。 

（採用要件） 

生産技術者を対象とする採用要件をみてみる。生産技術の高度化を映して学歴は幅広に分散し

ている。ある事例の場合、高専から博士課程までが採用対象となっている。対象学科をみると機

械、材料系が多く、このうち特に機械の基礎、金属材料などが重視されている。また、グローバ

ル化の進展を映して英語が苦手でないという条件が付いている例（B 社）がみられる。 

求められる人材像としては「責任感と熱意を持ってやり遂げる姿勢」「プレッシャーに負けない

強さ」「様々な情報をキャッチする力」「本質を見出す力」「わかりやすく伝達する力」などが挙げ

られている（G 社）。 

（生産現場からの選抜による生産技術者の確保） 

不足する生産技術者を確保するために、生産現場から生産技術の候補者を選抜し、企業内教育

機関に受入、育成するという手法がみられる（E 社）。生産現場から選抜するという背景には海外

における現地生産化が進み、国内工場がマザー工場として海外現地工場を支援する機会が増加し

てきたため、生産技術者をはじめ、製造系スタッフの確保・育成の必要性が高まってきたことが

ある。このほかにも従来は学位認定できる企業内学校がなかったことが高卒採用に不利に働いて

いたこと、スタッフには留学制度や公募制等があり、キャリア開発につながる仕組みがあったが、

直接工にはなかったことなどの問題意識から始められた制度であるという。同様に、別の企業に

おいても選抜された技能者から生産技術者を育成していく事例がみられる（D 社）。 
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②．配属時の問題と採用を含めた今後の課題 

（技術系人材採用の場合の課題） 

技術系人材の採用の場合、どのような課題があるか、専門部会での議論を拾うと次のような諸点

が挙げられる。生産技術系人材採用に係わる今後の課題として出されたものを挙げると以下のとお

りである。 

参考 47 生産技術系人材採用に係わる今後の課題 

 将来のグローバル事業・地域戦略を担う海外要員の積極的採用 

 国内の外国人留学生の採用強化 

 海外大学への採用チャネルの拡大 

出所 本専門部会議論を基に JATIS 作成 

このほかに技術系の場合、どういう製品をやりたいかという意思が明確である人が少ない場合が

あるという問題点が指摘されていた。このほか、募集の仕方についての問題として以下の二点があ

る。 

参考 48 生産技術系人材募集に係わる検討事項 

 狭い領域に絞っての募集が妥当かどうか 

 広い範囲から多様な人材を募集すべきかどうか 

出所 本専門部会議論を基に JATIS 作成 

学生・院生の募集をどのように行うべきかに関する議論は様々であるが、生産技術のカバーする

範囲の拡大、海外で活躍する機会の増大等を勘案すると国籍や専攻分野、能力面などに加えて人材

の多様性が求められるようになっていくのではないかと思われる。 

 （海外企業との求人競合） 

現在、一部の企業を中心に海外から直接採用するという海外学生向けの求人が始まっている。こ

うした動きは“優秀な学生をめぐる海外メーカーとの競合”といった場面の増大を予想させる。 

（海外企業の求職表現：ドイツの事例から） 

では、海外企業はどのような求人方法を採っているのであろうか。ここでは業種は異なるものの

HP 上で明確に公表しているドイツ化学メーカーワッカー社の事例をみてみたい。同社はシリコー

ンなどを製造する総合化学メーカーである。同社の求人サイトをみるとジョブ・プロファイル、“求

める人材像”“キャリア開発”などが、極めて具体的に描出されていることに特徴がある。 

具体的にみると、“キャリア開発”については、社内配属とローテーションによる機会の提供を、

“求められる能力”として、チームプレイ・交渉力・学際的知識・効率を勘案した要領の良さが挙

げられている。“技術者の種類”について工場エンジニア・開発エンジニア・プロジェクトエンジ

ニア・プロセス・エンジニアの四つに区分され、それぞれについて求められる役割が記述されてい

る。特に、働きがいに結びつくような表現として“主導的な役割をはたす”、“産業的規模で実現で



－94－ 

きる”、“監督する”、“キーとなる役割を果たす”など学生のキャリア志向・上昇志向を引き出すよ

うな表現が随所にみられる。 

参照文献 37 ドイツ企業の求人表現の一例(WACKER の事例) 

 エンジニア向けの職業紹介（キャリア開発、人材像、職種別役割職務） 

JOB PROFILE  Graduate Engineers  

学卒（院卒）エンジニアであれば入社してどの部署からスタートしても、社内
配属とローテーションによって豊富な機会を手にすることができ、キャリアを開
発していくことができる。当社が学生に望むことは、チームプレイができること、
加えて交渉力と学際的な知識、効率を勘案した要領の良さである。 

例を挙げれば、学生諸君が工場エンジニアになれば、工場装置の技術的性能や
信頼性・安全性を強化することによって、管理チーム、或いは、作業グループの
主導的な役割を果たすことができるだろう。 

また、開発エンジニアになれば、自分の考えや研究調査結果、或いは、総合的な
専門知識を産業的規模で実際に実現できるし、プロセス 適化を調整するような
仕事も手伝うことができる。 

環境との両立、産業安全、効率の三つが主責務であるプロジェクト・エンジニア
は、他のエンジニアと密接に協力しながら製造装置を計画し、建設するのが仕事
である。 

当社はいつも経験豊かで、知識のあるプロセス・エンジニアに関心を持っている。
皆さんが入社すればきっと製造部門で監督をしたり、製品の結果や品質保証を
適にする一助を担ったりすることができる。当社のプロセス・エンジニアも工場
の操業を完璧にするキーとなる役割を果たしている。 

出所：WACKER 社の JOB PROFILE  Graduate Engineers の部分を JATIS 仮約 

http://www.wacker.com/cms/en/career/graduates/job_profiles/job_profiles.jsp 
注、ここでは Graduate Engineers の部分だけを取り出したが、このほか、Chemists と IT Specialists

について募集している。 

 

〈３〉．企業内部からみた生産技術要員の選抜と配属 
①．生産技術要員の選抜と配属という視点 

生産技術要員の選抜と配属というテーマ設定を行った経緯としては、先述した学生側からの見

方だけでなく企業内においても生産技術というポジションが必ずしも憧れの職種とはなっていな

いとの指摘が一部に見られたことによる。特に、生産技術者として選抜されたことが、選抜され

た本人にとってどのような意味合いを持つのか、本人はどのように見ているのか、また、企業内

部の見方はどうか、企業は選抜に当たりどのような点に留意しているのか、選抜の要件、その考

え方など、配属時の実態について情報を収集し、検討を行った。 

〈マイナスイメージの肯定派〉 

第一回専門部会では、次のようなどちらかというと生産技術に関するイメージが社内において
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もマイナスであるという主張に近い議論がみられた。平成 21 年度調査結果にあるとおり「生産技

術の研修方式が OJT 主体になっているということは、生産技術自体が体系化されていないことを

示している。」、「“人が足りない”という回答があるが、これは企業の中に於ける人材の配分にお

いて、“生産技術部門に人が十分に配分されない”という現実、或いは不満の気持ちを映したもの

であり、そこに企業自身の考え方が反映されていると解すべき。」、「企業の生産技術に対する見方

がもっと良くなることを期待している」等の議論がそれである。このほか、関連した指摘として

次の参考にみられる技術者の受け止め方が挙げられる。 

参考 49 生産技術部門へ配属されたときの技術者の受け止め方（3 例） 

 事業所に配属されたあとに枠の関係で設計関係から外れて製造部門へ回ること
があるが、そのような場合には“難しい受け止め方”をされる場合がある。 

 当社の場合、採用枠が少ないことにもよるが、技術系新人の殆どは設計・開発
部門に優先して配属される。生産技術部門の不足感が強いが、中途採用や他部
門からの異動者でまかなっている。このように、生産技術部門は必ずしも重要
なポストとは考えられておらず、計画的な配属も行われていない。 

 逆に製造から設計に回されるケースがある。この場合には問題は生じない。希
望に反して製造へ配属されるときには、もめることがある。配属の説得性が必
要になってくる。  

出所 本専門部会議論を基に JATIS 作成 

 

〈マイナスのイメージ否定派〉 

前項の議論とは逆に、選抜と配属というような問題設定自体に違和感があるという意見も出さ

れた。この例として「選抜されるという表現には違和感がある。」、「採用では工場か研究かマッチ

ングさせているのでこうした問題は起きない。」、「ほとんどが生産技術なので研究職とその他を選

抜したという意識はない。」、「研究か生産かは研修を行いながら希望を聞きつつ配属している。」、

「人物を見てこの人なら協調性やコミュニケーション力があるので生産技術者としてやっていけ

るという風に決めている。」などがある。また、業種によっては技術者を区分するという考え方が

なじまないという企業もある。 

参考 50 新卒の配属方法（3 例） 

 希望部署と実際の配属についてはジョブマッチングを行った上で本人の希望を
勘案するなどかなり踏み込んでやっているので配属されるときはお互い納得し
ているはず。 

 試用期間の中で経験をつませるためローテーションの中に組み込むことがある。
ローテーションについては面接の時に、どこに配属されるか分からないと言うこ
とを予め認識させている。 

 技術者をある職種に選抜するという意識はない。むしろその時々の要強化部門に
配属されるという側面が強い。 

出所 本専門部会議論を基に JATIS 作成 
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〈積極肯定派〉 

生産技術については以上のようなマイナスのイメージばかりではなく、もっと前向きなイメー

ジがあるという意見もみられる。 

参考 51 生産技術の積極的なイメージ（3 例） 

 開発系に比べ生産技術が華やかさに劣るというイメージについて、「今はむしろ
生産技術に行くと海外に行ける」というような口説き文句が使われているのでは
ないか」。 

 昔は院卒だと研究志向が強かったが、今はものづくりをやりたがる。 

 事業部門によっては、そこの事業特性から生産技術がメインという場合があり、
その事業部門には積極的に希望する者が多い。 

出所 本専門部会議論を基に JATIS 作成 

〈グローバル時代の新たな役割重視派〉 

生産技術についての様々なイメージとは別に、グローバル化の進展を考えると、グローバル対

応力が重要という“これからのあり方”を議論すべきという主張も説得力がある。従来はどうで

あれ、今後は“何はさておき現地での生産技術者確保・育成を重視”して行かざるを得ないとい

う。 

参考 52 グローバル時代の生産技術者（2 例） 

 これから海外へどんどん出て行く。大型プラント、原子力、社会インフラ関係、
これらは現地で生産せざるを得ない。現地での生産技術者の確保・育成は非常に
大きな問題になる。 

 グローバル時代の生産技術者の役割は何か。国内にいるときと海外に出たときで
役割はどのように変化するのか、しないのか、日本人生産技術者としてやるべき
こと、海外に踏み込んだときにやるべきことを整理した上で人材の確保・育成を
議論したい。 

出所 本専門部会議論を基に JATIS 作成 

以上のサーベイを通じて感じられることは、現在の生産技術に関する若年層のイメージと、こ

れからその重要性がますます高まり、優秀な生産技術者が必要になるという現実との間に総じて

ギャップが見られるように思われる。また、このギャップの程度は企業の置かれているグローバ

ル化進展の程度によっても差があるように思われる。 

②．生産技術要員の選抜と配属の事例 

ここでは生産技術要員の選抜と配属に関する二つの事例を採り上げる。一つは研修後に人事部

門の面接を行って配属が決まるというケース、もう一つはジョブマッチング方式を行っているケ

ースである。 

第一のケースでは、技術系の採用は職種区分毎に採用するのではなく、技術系として一括採用

しているケースである。入社後 3 ヶ月間の研修を受けた後、人事部門と面接を実施する、その面

接で配属先が生産技術か研究／設計開発かに分かれる。生産技術者については、現場とのコミュ
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ニケーション能力が重要なことから、人物本位で、コミュニケーション能力をみて配属している。

開発系と生産技術系とは採用後に振り分けを実施する。生産技術系については、開発系に比べ、

プロセスに興味を示す方を配属する傾向がある。生産技術部門は近年増加傾向にあり、生産技術

系の採用を増やしてきている。 

第二のケースでは、生産技術者を取りたい部署の希望と学生・院生の希望をすり合わせるいわ

ゆるジョブマッチング形式を採用しているケースである。まず技術者として募集を行う。募集業

務の内容を学生に提示し、学生は希望する特定の業務に応募する。生産技術者として採用するの

は生産技術センターと生産技術者を取りたいところが中心になる。採用セクションでは各職場か

ら募集したい人材の仕様を出させ、“こういう技術”という形で特定の業務を募集する。学生は希

望に基づいていくつかの事業所を見学し、配属が決められる。生産技術をやりたいという学生は

実際には少ない。希望してくる学生はその専門が生産技術にマッチしているという場合に希望し

てくる傾向がある。研究開発センターを希望したがマッチングに至らずに生産技術に来るという

ケースもみられる。生産技術センターに配属になるのは技術者全体の 10%未満である。但し、生

産技術センターについては本社セクションの扱いであり、学生・院生側は研究所という認識で希

望を出してくるという。 

  

２．生産技術者の教育・研修 

グローバル化と人口減少が併進する中、企業としては国際競争力を高めていくためには、知識・

能力、社会人基礎力のいずれもが高いレベルにある技術系人材を確保し、企業内で育成していく

ことが求められる。つまり、企業が確保した人材を自ら教育し、研修するといった企業内能力開

発への取組が従来以上に重視され、強化すべき時代になってきたということである。 

本来、人材育成は教育機関との二人三脚で行われるべきではあるが、我が国の場合、ＥＵや米

英等英語圏などに比べ、教育機関の教育力に多くを期待できないといわれてきたこと、さらに

2002 年施行のいわゆる“ゆとり教育”を受けてきた世代がこれから社会に本格的に進出してくる

こと等を踏まえると、企業自らが人材育成に注力せざるを得ない状態に置かれている。これが大

方の現状認識であると思われる。 

一方、大学をはじめとした教育機関においても人口減少などの影響を受け、教育改革に本格的

に取組始めたとの報道がみられるようになってきた。逆に教育機関サイドからは企業が求める人

材像を明確にして欲しいという注文もみられる。企業には追い風が吹き始めたとも言える。 

中長期的に見れば企業・教育機関双方が歩み寄り、国全体としてより効率的な人材育成の仕組

み作りが求められるが、そうした取組は一部では既に始まりつつあると見てよいのかもしれない。

しかし、ここでは当面の対策として、まず企業自らが出来る範囲でやるべきことを一つずつ実施

していくという観点から、各社の教育・研修制度についてみてみることにする。具体的には全社
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レベルや生産技術者レベルでの取組事例、技術者等の能力増強施策などを採り上げる。 

〈１〉．全社レベルの教育・研修制度 

①．対象別教育・研修制度の体系 
企業の教育研修制度をみると、年次別、階層別、或いは、職位別に教育研修制度を体系化して

いるところが多い。 

例えばダイキン工業の HP をみると、同社の教育研修体系図が掲載されている。職位階層別に

全社教育と職場教育、及び、部長層・課長層・メンバー層の組み合わせ毎に研修メニューが用意

されている。メンバー層では新入社員研修が、課長層では新任基幹職研修が、また職位それぞれ

に選抜型研修が複数用意されている。選抜型研修では、海外拠点実践研修や語学研修などのグロ

ーバル対応に相当する研修が目を引く。 

参照文献 38 ダイキン工業株式会社の教育研修体系 

 

出所：ダイキン工業（株）「CSR・環境への取り組み」 教育制度 教育体系図から転載 

http://www.daikin.co.jp/csr/social/employee/06.html 
 

次に D 社の教育研修制度をみると、職位階層別研修の他に戦略ビジネス教育、専門分野教育、

6σ教育、事業部門別教育、その他と分かれている。その他には海外赴任者教育などが含まれる。 
 

（グローバル対応研修） 
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以上のように各社の教育研修体系を見ていくと、海外生産の高まりを映して語学研修をはじめ、

海外を冠する研修講座名や語学研修が多くみられる。語学では英語の他に中国語を明記する事例

も出ている。また、研修の受講層をどこに置くかという視点でみると、年次別や職位別など通常

みられるセグメント別対象に加えて、セグメントの枠を超えた対象を設定する“選抜型研修”が

行われていることが注目される。選択研修は受講者が選択するのに対し、語感の近い選抜研修は

企業側が候補者を選抜する。両者の趣はかなり異なる。 

（選抜型研修） 

選抜研修の内容についてダイキン工業の例をみると、部課長層とメンバー層とそれぞれに選抜

型研修が用意されている。メンバー層に対する研修では、海外拠点実践研修、ブリッジパーソン

研修、語学研修、国内留学が選抜型研修となっている。このうち、 

 海外実践教育では 5-10 年経験者で、これから海外で通用すると期待される人を選抜して

海外で実践教育を実施する。 

 ブリッジパーソン研修では、海外と国内をお互いがコミュニケーションをとるための架け

橋となる人材で毎年 20 名が選抜されている。 

このように全員を対象とせず、一部社員を選抜して受講させる制度は B 社や F 社のように他

社でも見られる。 

 

（年次別研修） 

次に年次別研修の具体事例をみてみる。若手を対象とした A 社の例をみると、多くの企業で実

施されている新入社員研修では、事務系、技術系を問わず、全員自社施設で研修を行っている。

自社事業の概要を改めて確認するとともに、ビジネスマナーなど社会人としての基本をしっかり

と身につけることを狙いとしている。当初の 2 週間を終えると技術研修へ移行し、現場研修など

を 2 ヶ月半行い、各部署へ配属される。その後 OJT に移り、実践の中で学ぶ。また、節目の年

次ごとに研修を受ける。プロジェクトを進める上でのマネジメントや自分の目標・ビジョンなど

視野を広げることを狙いとした研修内容となっている。 

（一人前と見なされるまでの所要期間） 

当該事業において一人前とみなされるまでの所要期間、或いは業務の基礎を身につけるまでの

期間をみると、 短で 2 年というところから 長で 10 年かかるところまで幅がある。この違い

はどういう状態を一人前とみるのか、業務の基礎とはどの程度のことをいうのかなどによる。事

業の種類、性格などによって様々な事情があるからであろう。年次研修の場合も各社の固有の事

情により、年次の間隔は当然の事ながら様々である。 
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②．教育・研修体系の特徴、トピックス 

（OJT の組み合わせ） 

技術者の育成には、多面的な能力が必要とされることから教育研修の主体は OJT になること

が多い。A 社では、訓練を受ける対象者に教育・訓練を指導する担当者を選任し、対象者 1 名⇔

担当者 1 名の組み合わせで OJT を回す仕組みになっている。特に対象者が若手の場合には教育・

訓練の内容ごとに担当者を選任することがあるという。 

（研修のポイント制） 

自己啓発に対するインセンティブ対策として研修のポイント制を導入しているのが B 社であ

る。これは、講座を所定時間受講すると 1 ポイント付与されるという仕組みである。 職位区分

の昇進条件としてこのポイント制があり、所定ポイントに満たないと昇進出来ないというシステ

ムである。自己啓発のための育成機会として OJT や、○○研修・講座などの OffJT が用意され

ている。 

（研修施設の役割・意義） 

グローバル事業が拡大する中にあって OJT や OffJT を組み合わせた効果的な人材育成が急務

になりつつあることから、日本を含む全世界から人材を集めて研修することの出来る場が必要に

なってきている。こうした観点からグローバル人材育成の大拠点としての研修施設を活用してい

る企業がある。H 社では世界中から社員を国内研修専門施設に集めて教育研修活動を行っている。 

研修施設の建設にあたっての考え方をみると、「研修施設は、人への投資で人材力の飛躍的強

化をはかることを狙いとし、かつ多様な利用に耐える建物であって“一緒に考え、対話する”こ

とを実学として試せる場である」として、次のような独創的な工夫が盛り込まれている。 

参考 53 グローバル研修所の設計コンセプト（H 社事例） 

 多目的施設としてデザインや内装に独自の工夫がある。 

 一律からは優位性、独自性のあるアイデアは生まれない。 

 ベッドは外国人もゆったり利用できる大きなサイズを用意する。  

 自社とは直接関係のない大学や学会などにも施設を開放する。 

 豊かな自然の中での交流・対話・ふれあいが大事という発想から、自由に
懇談できるスペースを随所に設ける。     

 世界Top Level の頭脳との協創の場、部門別研修、取引先との交流拠点とする。 

 技術技能の伝承による専門性の向上が図れるスペースを備える。 

 温泉を掘削し、温泉の熱を利用した省エネ機器の試験機器設備を設置する。 

出所 H 社資料から JATIS 抜粋作成 
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〈２〉．生産技術者の教育研修内容と体制 

①．教育・研修制度と仕組み  

（教育研修内容の文書化） 

技術者の教育・訓練の基本的仕組みについて A 社の例をみると、教育・訓練基本計画書という

文書によって業務（職種）毎にレベル別に保有すべき能力が規定されている。この文書によれば、

１年目の初級では基礎養成を確立すること、中級ではグループリーダーとしての指導力を養成す

ることが規定されている。さらに上級になると“組織運営、職務の目標を達成すること”という

具合に文書化されている。年度はじめに「教育・訓練実行計画書」が作成され、上司・部下間面

接時やその他の機会に、能力向上のための教育・訓練についての打合せが行われる。  

（生産技術者向けの講座）     

技術者向けの講座を設け、生産技術に関わる資格取得を奨励している企業がある。B 社のある

部門では、生産技術の基礎を学ぶ部門全体の勉強会を実施しており、社団法人日本能率協会によ

る CPE:Certified Production Engineer 資格取得を支援している。 

（指導者育成のための研修）  

技能系社員と生産に係わる技術系社員を合わせて「モノづくり社員」と定義し、モノづくり社

員の自己啓発を支援しながら、モノづくりを変革していく「人財」を確保・育成している企業が

ある。東芝のモノづくり人財向け教育・研修体系図をみると、まず、技能系と技術系を区別しな

い統合的な教育・研修体系となっていること、IE を若手社員から課長クラスまで一貫した教育・

研修テーマとして全社ベースで掲げていることに気がつく。IE のための教育を東芝 IE インスト

ラクター教育と称している。これは、MI（経営変革）と TP 活動（伝統）の融合を目指すもので、

MI はビジョン実現のためのサイクル構築活動を、TP は売れるスピードでつくれる生産体制構築

をさすという。IE 教育の目的は、モノづくりを変革する人財の確保と育成にあるとしている。 

参照文献 39 東芝のモノづくり人財向け教育・研修体系 

 
出所 同社資料から転載 
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（選抜研修の具体例） 

B 社では、各部門から管理職クラス数名を選抜し、ものづくり改革を担う次世代リーダーの育

成を図る研修を行っている。製品競争力、ものづくりスピード、内製・外注比率 適化の３つを

ものづくり改革３本柱と名付けて改革を実施している。この研修は改革に沿う形で製品競争力の

評価、戦略目標の策定、施策の立案、達成シナリオのレビュー、発表会などのメニューが盛り込

まれている。研修の進め方をみると、進捗報告と意見交換、講義と達成レベルの提示、次回まで

の取組検討、取組方針の確認・修正などがある。 

②．教育・研修の内容 
ここでは、主に生産技術者のための Off-JT の概要について、特にどのような科目に注力して

いるのかみてみる。 

E 社の事例をみると、まず、製造や開発の初級教育として、開発から製造業務に至る基礎知識

の習得を目的としていることが特徴である。配属 2 年目の技術者の場合は、生産原価・開発購買

管理（計 20 時間）、生産技術・環境・専門技術他（計 20 時間）を受講する内容となっている。

生産技術者と開発技術者とは同時に受講する。 

次に、 中、上級の生産技術者教育としては、グローバルに活躍できるよう専門知識だけでな

く幅広い知識の能力を持った生産技術者を育成することが目的となっている。受講対象は入社 5

～6 年の技師クラス、教育期間は 5 日×5 ヶ月（計 25 日）の集中教育を行っている。教育内容を

みると、①製造に絡む全ての分野の知識（生産管理・原価管理他）、②自分の専門分野だけでな

く他の技術分野の知識（材料から組立まで一気通貫で物が考えられる人材養成）、③組立分解実

習を通じ構造の理解、部品の扱い、品質問題についての体験、⑤実際に課題研究を通じて設備計

画を体験する内容などがある。講師は社内のトップクラスの生産技術者が起用される。修了試験

に合格すると修了認定登録が行われる。      

B 社の事例では、生産技術研修の場合、①基礎では機械加工・計測、溶接、塗装・非破壊検査

などがあり、②専門では溶接・接合法概論、各種材料の溶接、測定器の正しい計測と使用方法、

溶接施工管理と機器及び自動化などが行われている。 

G 社では、技術教育については企業内工業専門学院での受講のほか、基礎工学講座や専門技術

講座、総合基礎技術研修、上流 SE 研修、事業開発インテグレータ研修などが行われている。技

能教育では企業内工業専修学校での教育のほか、基礎技能研修、監督者研修、職能教育、営業職

能研修、財務職能研修、資材職能研修、総務職能研修が行われている。 

E 社の場合、生産技術者教育の講義内容をみると、一般講義のほかに実習・課題研究・工場見

学が盛り込まれている。課題研究では 5～6 名のグループ活動により「工場の具体設備計画」を

課題とした活動が行われ、分解組立の実習が行われている。講義形式にアクションラーニングが

組み合わされているところに特長がある。 
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  参考 54 E 社の生産技術者教育講義内容 

 

 

 

 

 

 

 

出所：E 社資料を基に JATIS 作成 

 

 〈３〉．技術者等の能力増強施策 

①．教育・研修の理念・目標等 

企業には、企業理念や経営理念がある。グローバル化の進展に伴い、改めてその重要性が強調

されるようになっている。教育研修も同様に企業理念や経営理念に沿った教育研修の理念があっ

て当然である。日立製作所には、創業者の小平浪平翁の意思を受けて 1959 年に制定された「教

育綱領」がある。「企業は人なり」「人の資質・能力は絶えざる誘掖31と自彊32によって進歩向上

できる」という思想に基づく教育重視の方針と施策が長い伝統になっているという。 

ダイキン工業の「技術のダイキン宣言」（2002 年 2 月策定）には、「ものづくりにおける基盤

技術・技能の強化」、「生産技術と差別化商品開発との密結合」、「グローバル製造力の強化」など

の項目のほかに、技術者のレベルアップを図る施策として「技術者の意識と行動の変革、質的レ

ベル向上」が謳われている。 

東芝では、創業者田中 久重33のからくり人形を使って組立作業を全員に体験させるというモノ

づくり導入教育が行われている。 

教育研修に関するこのような理念や目標が明確になっていれば、教育研修を推進する当事者ば

かりでなく、技術者を含む社員全体にとってより意義深い、効果的な教育研修が期待できる。ま

た、創業者にちなんだ体験による導入教育などもモノづくりの伝統を伝える手法として注目され

る。 

なお、教育研修に伴う問題点として「（教育研修の）善し悪しが（教育・指導する）人によっ

て左右される」「参加者の（教育研修を受講するという目的）意識が低い」「（自分のために受講

するという）意欲がみられない」などが指摘されているが、理念や目標の共有化などはこうした

                                                  
31 誘掖とは“力を貸して導いてやること”例：「後進を誘掖する」（YAHOO 辞書） 
32 自彊とは“みずから努め励むこと”例：「ひたすら自彊して倦(う)むことを知らず」（YAHOO 辞書） 
33 田中 久重（たなか ひさしげ）、幼名儀右衛門、「からくり儀右衛門」 
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問題点を克服するためにも必要であり、その有効性が期待される。 

②．技術者の能力増強施策 
人財の有効活用は 優先課題である。その実現に向けて各社とも様々な工夫が行われている。 

（レベルアップ施策） 

技術者のレベルアップを図る施策には、「技術者の意識と行動の変革」、「質的レベルの向上」

などがある。また、技術者のレベルアップを図るための基本的考え方として「技術者一人ひとり

の技術レベルの向上とバイタリティ溢れる実行力の向上」が期待されている。具体的には「コン

ピテンシー（成果に結びつく行動特性）のレベルアップ」、「企業理念とのマッチング」などがあ

る。成長の鍵となるのは目標、成果イメージ、知識・経験、ものの考え方、立ち向かっていく気

迫、執念、意思、情熱、意欲などの気付き力にある（H 社）とされる。 

（海外へ指導に行くことが技術者を成長させる） 

海外生産が増加し、海外生産拠点に日本から指導に行くというケースが増えている。ある企業

のケースをみると、「海外に指導に行くべき機会自体をその技術者養成のためのチャンスと捉え

て上司・部下のペアを組んで海外に派遣している」という。また、問題点として「教育指導を行

ったり、教材を作成したりしても、そのこと自体の評価が難しく、積極的にやろうとするインセ

ンティブを殺いでいる」ケースがみられる。講師の養成には時間がかかるともいう。 

参考 55 海外指導は技術者養成機会   参考 56 教育指導講師敬遠、講習の工夫 

「海外へ指導に行く必要が生じた場合は、技
術者養成上、数少ないチャンスと捉えること
にしている。その上司と部下の経験者をペア
で行かせるようにする。 
各部署に新入社員が配属されている場合に

は海外エンジニアのOffJTクラスに入れて教
える。 

近、OffJT をもっと増やして欲しいとい
う声が出てきている。研修は短期間で成果を
求められるものの、講師の養成にも 3～5 年
かかる。」 

「講師となって教育・指導をしてもその成果
が明確ではないので評価が難しいという問題
を抱えている。 

受講者人数については、広く浅く、10～25
人に同時に同じことを教えても、その講習内
容が必要な人と不要な人が混ざるので効果は
うすい。 

あるグループでの仕事が、隣のグループに
もわかるような仕事の仕方、CAD の使い方、
製品の部品構成の知識を仕事しながらわかる
ようにしたい。」 

出所 各社資料から JATIS 作成 
 

（成果主義は阻害要因？） 

上記の二つの参考例をみると、講師となること、教育・指導することが評価されにくいことが

指摘されている。教育・指導面で努力してもそれが「成果」としてきちんと処遇に反映されにく

いと認識されている。教育・指導が処遇に正しく反映されるような人事制度の構築が課題となろ

う。一方、海外へ指導に行くという機会が技術者養成上チャンスであるという捉え方は納得的で

ある。また、講習のやり方についての知見も経験を踏まえた含蓄のある指摘ではないかと思われ

る。 
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（異部門間ローテーションの制度化） 

人材を育成していく上で“視野を広げ、より多くの経験を積む”ことが肝要であるといわれて

いる。生産技術者はその業務の広がりからなるべく多くの部門の経験を積むべきだという見方が

ある。このような観点から異分野間のローテーションが人材育成手法として採用されてきた。ロ

ーテーションは企業によって同一分野内で行うところと異分野間でも行うところとがある。ロー

テーションの頻度をみても、それほど頻繁には行わないところもあれば頻繁に行うところもある。

このような観点から異部門間ローテーションの実例をみてみる。 

F 社では教育研修の観点からローテーションを制度化している。これは一旦新人が配属される

とそのセクションではなかなかその新人を手離したがらない傾向が生じる。そこで教育研修上３

回はローテーションを行うように義務づける。当社では、新入社員教育や新主任研修、新任管理

職研修等階層別研修では通常、心構えなどの基本的な事柄の教育を行い、実務は OJT で対応す

ることとしている。しかし、管理職に任用するまでには、TOEIC で所定の点数以上取ることと、

業務への適応性を見る必要があること、また、エンジニアの多様性を育む必要あることなどから、

原則 3 カ所以上の職場を回るローテーションを前提として課している。 

  

〈４〉．企業内教育機関 
企業自らが学生・生徒を募集し、教育を行い、若手人材の確保・育成に勤めている例がみられ

る。高度経済成長時代には多くの企業に見られた企業内教育機関もバブル崩壊などの経済停滞期

などにその多くが募集停止になったり、閉鎖に追い込まれたりした。この間も継続していた企業

が例外的にはあったが、近年復活したという事例がいくつかみられるようになってきた。こうし

た背景には、海外現地生産が進み、生産技術者などの製造系スタッフの育成が改めて必要になっ

てきたことなどがある。 

また、海外企業の例をみると、新興国に進出するとともに人材育成のための教育機関を設ける

ことで進出国が望む人材育成に協力するという手段を講じている例がみられる。長期的視点に立

って教育に注力する企業がある。 

参照文献 40 企業内教育機関の実例（3 社） 

a.コマツ工

業専門学院 

 

2007 年春、石川県小松市の小松短期大学と協同で 2 年制の「コマツ工業
専門学院」を開校した。コマツグループの若手社員から選抜された学生は、全
員寮生活を送りながら、生産技術、TQM、情報システムコミュニケーション能
力など現場の次世代リーダーに必要な知識・技能を身につける。2008 年 4 月
入学の第 2 期生にはサプライヤーの社員も加わっている。 

b.日立工業

専修学校 

 

日立工業専修学校は株式会社日立製作所が運営する文部科学省認定 3 年全
日制の高等専修学校。専攻課程は電気科・機械科・溶接科の 3 課程。科学技術
学園高等学校（広域通信制高校）との連携教育により高等学校の卒業資格が得
られる。3 年間全寮制。日立工業専修学校の学費は免除。全員に奨学金支給。
卒業後は、全員が日立グループで活躍。将来さらに勉強を続けたい人は、株式
会社日立製作所の大学工学部レベルをねらいとした社内教育機関の日立工業専
門学院に進むこともできる。（入社 1 年後受験資格取得、選抜試験あり。） 
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c. トヨタ紡
織学園 

 

2009 年春、トヨタ紡織が開校、愛知県一宮市「寮生活を送る第 2 期生 30
人が 3 月の卒業試験に向け技能を磨く。高度成長期には林立した企業内学校も
今は数えるほど。企業は即戦力を求める傾向を強める。だが社長の豊田周平（63）
は金融危機の逆風下に準備を進めた。「世界と戦うため」だ。学園長の森久(56)
は「技能職 4500 人のうち 3 分のⅠを学園出身者で占めたい」と話す。出身者
は海外工場にも派遣され、生産技術を底上げする重責を担う。」 

d.GE 人材開
発センター
（UAE） 

「米 GE が社会インフラ事業の世界展開を加速する。世界各国の政策・市
場動向を分析する上級幹部ポストも新設し、「会社の重心を米国の外にさらに移
す。」（ライス副社長）。---アラブ首長国連邦（UAE）アブダビには同 10 月、官
民のリーダーを育成する人材開発センターを新設した。----長い目で見れば新興
国が望む人材育成に協力することでも、ビジネスは生まれる。 

出所 a：コマツ HP から引用 http://www.komatsu.co.jp/CompanyInfo/csr/2008/pdf/24.pdf」 
出所 b：日立製作所 HP から引用 http://www.hitachi.co.jp/Div/tech-school/high/school/index.html 
出所 c：日経新聞 2011.1.17 企業 強さの条件 第 7 部 「日本だからできる 2.10 年先の雇用をつくる」 
出所 d.：日経新聞 2011.1.14 電機の選択 第 2 部 インフラで稼ぐ  GE・シーメンスの高い壁  

以上から JATIS 抜粋引用 
 
 

〈５〉．人材育成の課題 
人材育成は永遠のテーマであり、各社各様で取り組んでいるところであるが、それ故の悩みも

また様々である。ここでは、「人員構成の歪みと技術伝承難」、「指導者側の技術掘り下げ不足」、

「講師の養成に成果主義の壁」、「グローバル化の急拡大に伴う人員不足感」、「量産部門・新部門

における姿勢・意識不足」、「広範囲に亘る多面的能力ゆえの技術的“年季”の必要性」について

の課題を採り上げる。 

（人員構成の歪みと技術伝承難） 

ある企業の例をみると“人員構成がいびつなため、グローバル拠点への対応を行いながらの技

術伝承が十分にできていない。ある分野の生産技術者の人員構成をみると、経験 10 年レベルの

中堅世代（25 歳～40 歳層）が少ないことから、団塊の世代の持つ技術が十分に伝承出来ていな

い。”つまり、人員構成の歪みの下で如何に技術伝承を実現していくかが課題となっている。 

（指導者側の技術掘り下げ不足） 

指導者側にも問題があると指摘する事例がある。“過去から OJT を中心に行ってきたが、技術

伝承が希薄になってきている、指導する側である上級者自身も技術の掘り下げが十分にできてい

るとは言い難い。”この事例によれば、技術伝承については、指導者として教える側に立つべき

上級者自身の技術の十分な掘り下げの時間と機会の確保が課題であることが窺える。 

（講師の養成に成果主義の壁） 

 講師の養成に問題があるという指摘が次の例である。“研修は短期間で成果が求められるもの

の、講師の養成には 3-5 年かかる。しかし、講師となって教育・指導をしてもその成果が明確で

はないので評価が難しい。講師の養成も一朝一夕には進まない”。また、技術を伝承してゆくに

は教育研修によって人材の育成に勤めることが必要であるがそこにも問題があるという指摘が

次の例である。“教育研修の講師を養成するには相当の時間がかかるうえに、講師を募集するこ
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と自体が難しく”なってきている。 

この背景には講師を務めたり、教材を作成したりしても業績に直結するものではなく、成果の

評価・測定が難しいことがある。成果主義評価体系の下では講師のなり手を十分集めること自体

が課題であると認識されている。 

（グローバル化の急拡大に伴う人員不足感） 

グローバル化に伴う人員不足感を指摘するのが次の事例である。“現在の人材育成は、海外生

産の急拡大に伴う人員の拡充が追いつかないところから問題が生じている。人員不足から経験の

浅い人が多く起用され、海外に出向くことになる。技術の継承が十分出来ないまま実務対応を余

儀なくされる。このため、不足分はキャリア採用で補わざるを得なくなっている。”グローバル

化の急激な進展が進む一方で、グローバル化に対応できる人材育成が量的にも質的にも課題とさ

れている。 

（特定部門における姿勢・意識不足） 

教育研修に対する姿勢や意識の問題を指摘するのが次の事例である。“教育研修という取り組

みにはそこに関係する人によって左右される傾向がある。事業分野や新しい事業分野など、とこ

ろによって人材育成のための教育研修についての姿勢や意識に問題があるところがみられる。” 

人材育成の重視度の濃淡は事業の性格にも左右されるという指摘である。 

また別の例では、“やらされ感の強い研修”という表現がみられた。これらは事業の如何を問

わず、教育研修に対するモチベーションを昂揚するための仕組みづくりを如何に構築していくか

という課題が見えてくる事例である。 

（広範囲に亘る多面的能力ゆえの技術的“年季”の必要性） 

技術者が一人前になるには時間がかかるという点を指摘するのが次の例である。“技術者とい

う職種の特徴は、設計する機械の範囲が広いため、多面的な能力が必要とされることである。俗

な言葉で言えば良い意味での“年季”がいる。特に制御設計者よりも機械設計者にその傾向が強

い。制御技術者は“デジタル”的技術分野であり、機械設計者は“アナログ”的な要素が多い。

いろいろ考えて設計して結果を見て、検証してというサイクルを繰り返さないと良い設計者には

なれない。”多面的能力が求められる以上、時間がかかることは自然である。そうした中でもよ

り短時間でより効率的に人材育成するための方策を検討し、工夫することが今後の課題となると

いう事例である。  

以上の事例別課題を整理すると次の参考のようになる。 

参考 57 事例にみる人材育成に係わる課題 

 指導者として教える側に立つべき上級者自身の技術の十分な掘り下げの時間と機会の確保が

必要 
 技術・技能継承のための講師確保には成果主義評価体系の見直しが必要 
 グローバル化に対応できる人材の量的確保とその育成が必要 
 やらされ感的な研修排除のため、教育研修に対するモチベーション昂揚の仕組みづくりが必要
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 多面的能力形成に資するより短時間でより効率的な人材育成方策の工夫・検討が必要 

出所 各社資料等より JATIS 作成 

参考 58 技術継承を取り巻く環境 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所 各種資料を基に JATIS 作成 

（人手不足を乗り切る工夫の一例） 

マザー工場としての国内工場において、ものづくり（技能・技術）を継承・発展させる優秀な

若手人材が不足している。こうした事態に対応するために、新職種を創設して若手人材を確保し

ようとしている例（F 社）がある。それが「製造技術職」という新しい職種である。これは現場

の技能を分析・解析して、ナレッジ化することで技能という暗黙知が技術という形式知に表出さ

れ、継承可能な形に変えることができるが、その技術を担う人を製造技術職と称している。新し

い職種概念を創出し、従来の技能職に製造技術を担わせることで人手不足を乗り切ろうとしてい

る。 

製造技術者は“技能を技術化し、製造技術として継承、発展させていくと共に、環境に応じて

柔軟に新しいものを吸収し、新製品・新技術開発にも参画していく。また、スーパーバイザーと

して顧客のプラントへの製品据付時に世界中を飛びまわったり、海外新会社設立プロジェクトに

も積極的に携わったりする。”対象者は、入社一週間のオリエンテーション後に約 3 ヶ月間の製

造技術基礎教育（集合教育）を経て配属され、各職場で製造技術高度専門教育（OJT)が行われる。

この間、オペレーターとしての教育はしない。 

この試みは日本のものづくりの原点である製造現場からのアプローチとして注目される。

  

３．生産技術者のキャリア開発 
生産技術者が日本人だけで賄えた時代から、外国籍の技術者を含む時代に変化してきた。世界

中に多国籍の生産技術者が散らばるようになると、人事評価制度上も内外無差別の原則が求めら

れるようになる。欧米企業に比べ曖昧とされる日本企業の職務記述書（ジョブ・ディスクリプシ

ョン）の整備などは、外国籍のみならず国内人材のキャリア開発上からも見直しが必要になって

くる可能性がある。生産技術者のグローバル化が進むとこうした職務範囲の形式知化（＝明確化、

教育研修の指導

者不足 
教育研修の受け手（継
承者）不足 

人員構成の歪み
（年代別アンバラ
ンス） 

指導者の力量不十分

指導者養成には 
相応の時間 

グローバル化によ
る生産技術者需要
増大 

教育指導が評価に

直結せず 
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言語化）についても今まで以上にきちんとした対応が求められるようになる。 

これからますます重要な役割が期待される生産技術職に優秀な人材をグローバルに惹きつけて

行くためには、生産技術職という職種を明確に言語化し、活躍の場、期待されるキャリア開発、

キャリアパスといった職業情報を若い世代に丁寧にグローバルに提供していくことが重要になっ

てくる。 

 

〈１〉．生産技術者の育成体系 
①．生産技術者の能力開発 

非西欧圏で初のノーベル経済学賞34受賞者となったアマルティア・センによれば、「日本が唯一

非西欧圏で近代化に成功した要因は二つあると指摘している。一つは教育であり、もう一つは民

主的な意思決定に近いものを持つ長い歴史だという。 

参照文献 41 教育によって人材の能力開発ができる！  

---非西欧圏において唯一近代化に成功した日本、その要因は日本文化固有のこと、日本の伝

統に根ざすこと、儒教の影響などこれまでいろいろと指摘されて来た。----しかし、日本以

外のアジアの国々が発展してきたため、これまで指摘されてきたことだけで説明するのは難

しくなってきた。 

現在その要因は二つあると見ている。一つは教育、もう一つは民主的な意志決定に近いもの

を持つ長い歴史だ。前者は明治維新以前において既に欧州を凌ぐ識字率を誇っていた。維新

後 4 年目に交付された学制改革は「村に不学の戸無からしむ」と謳われた。後者は多くの人

が話し合い、意見交換して、政策を決定してきたという聖徳太子以来の歴史だ。604 年の 17
箇条の憲法は 1215 年のマグナカルタの精神で溢れている。世界はこの二つを学ばなければ

ならない。 

---教育で大事なのは基礎教育、高等教育、専門教育の三つ。このどれも大事。人材の能力開

発は教育が担う。---特に東アジアの国々は日本にならって教育に力を入れた。-改革解放後

の中国が経済発展したのは毛沢東が基礎教育に力を入れたことが寄与している。 

インドはネルーが IIT を各地に作って高等教育に力を入れたので IT 産業でインドが世界有

数の国になった。しかし、ネルーは基礎教育に力を入れなかった。インドはまだまだ日本か

ら学ぶことがある.---  

出所：日立創業 100 周年記念講演 22.7.23 「新たな 100 年に向けて、人間と世界経済、そして日本

の使命を考える。アマルティア・セン教授（ハーバード大学、ノーベル経済学賞受賞者）と緒方

貞子 JICA 理事長の対談におけるセン教授の発言を JATIS が要約筆記し、抜粋したもの 

また、教育で大事なことは基礎教育、高等教育、専門教育の三つであり、このうちどれも欠く

ことができない。人材の能力開発は教育が担う。（詳細は上記参照文献）」と述べている。これは、

人材の能力開発は“教育が担う”という主張と同じである。企業における人材育成の考え方も同

様であろう。優れた生産技術者の育成は、どれだけ教育に力を入れているかに左右される。 

                                                  
34 一般にはノーベル賞経済学といわれているが、正式名称は「アルフレッド・ノーベル記念経済学スウェーデン国

立銀行賞」である。インド出身者を除くと受賞者はイスラエルを含む欧米人で占められている。 
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②．生産技術者の育成の考え方 

各社の人材育成の考え方をみると、以下のように新人の導入教育など、教育と実践を交互に育成

していく方法を始めとして、生産技術と開発が同等のレベルで育成されていたり、分科会のような

部門横断的な活動を取り入れたり、或いは、資格と昇格をリンクさせるなど様々な工夫がみられる。 

（人材育成の考え方） 

C 社の場合、IE を人材育成の中心に据えている。まず、職種別教育として営業教育、技術教育、

モノづくり教育がラインアップされている。このうちのモノづくり教育をみると、学卒新人全員

を対象としたモノづくり導入教育があり、終了すると IE 導入教育修了者として身近な改善活動推

進にあたる。次に学卒新人全員と生産関連要員を対象とした IE 初級・中級講座があり、修了者は

現場改善の実践リーダーを勤める。IE 中核人財教育では、生産関連要員の 10％育成を目標とし、

IE 中核人財として現場改善や取引先改善、海外生産立ち上げの支援を行う。コーポレートスタッ

フ部門が推進・運営する IEインストラクター教育では、生産関連要員の約 1％育成を目標として、

IE の専門家としての生産課題の解決や人材育成の推進にあたる。 

E 社では、生産技術者は開発と同等レベルで育成されており、新人の場合、3D-CAM を始めと

して材料改善・E 改善・設備改善・工程改善、新技術・新材料、工程設計・設備計画などが履修

対象となっている。国内外工場経営・新機種開発の場合には、生産性改善分科会活動や改善手法

が OJT と定期的な教育（OffJT)を通じてグローバルに通用する生産技術者を育成している。 

A 社の例をみると、資格取得と昇格がリンクしている。資格取得が人材育成に活用されている。

例えば、ある階級に昇格する際には、指定された資格を取得していることが条件付けられている。

また、各職務に応じた推奨資格を制定して取得を促す仕組みになっている。  

③．技術者の育成活動 

生産技術のような幅広い業務を身につけさせるためにはどのような工夫が必要であろうか。生

産技術の一つの特色として社内に於ける多面的な接点を持つという側面がある。こうした多面的

接点を増やしていくためには平素からそうした接点とのコンタクトを図りながら技術者を鍛え、

育成していくことが求められる。このような観点から取り入れられた活動として社内各部門を横

串にした活動がある。各社で行われている○○活動と称される活動がそれである。 

（分科会活動） 

E 社の技術者育成活動は、分科会活動と称されている。分科会とは“工場の生産技術、生産部

門、生産技術開発センターなどの各部門を横断的に横串にした”分野別専門集団組織”と定義され

ている。分科会は技術分野別など専門分野毎に設けられている。その目的は分科会活動を通じた

OJT による生産技術者の育成にある。 
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具体的には、 

 各要素技術の標準化と技術のさらなるレベルアップ 

 工場間、生産技術センターとの連携による 新技術の適用推進 

 適生産活動への技術指導及びグローバル展開活動ができる技術者の育成 

がある。各分科会にて 2～3 ヵ月ごとに個別活動報告会が開催され、年 2 回全体の会議において

活動内容が報告され、審議される。  

 

（IE インストラクター教育） 

IE インストラクター教育を本社スタッフ部門が主導し、全社組織で活動・推進している例があ

る。C 社では 2010 年度末に生産関連要員の約 1％に IE インストラクターの資格を付与するという

目標を掲げている、IE インストラクターは IE 教育によって資格の認定を受けると、名刺に印刷可

能な社内資格と位置づけられている。資格認定後にはプロジェクトの改善や横展開、PR,展示会で

のフォロー等に従事し、スキルを向上させる。 

（経験知識のデータベース化） 

H 社においては、過去に経験した知識をデータベース化し、開発初期の段階で引き出し、活用

することで仕事の完成度を高め、手戻りを減らす活動が行われている。個人が経験として持って

いる過去の不具合事例や紙ベースの知識を電子化・データベース化することによって、経験の浅

いメンバーでも過去の経験を知り、現物と照らし合わせることができる。この照合から不具合が

予測されうる。こうして知識と経験を積み上げていくことが可能になる。 

 

〈２〉．生産技術者のキャリア開発 
各社のキャリア開発制度をみると業種等の違いに応じて様々な工夫や対応がみられる。一般的

に入社してから「一人前」と見なされる時期についても各社各様である。一つのメドとして「初

めて役付」となる時期などが考えられる。企業によっては初期導入期間を終えた時点を以て一人

前扱いとするところもある。幅広い業務を扱う場合には一通りのローテーションが終わるまでは

一人前とは見なしにくいという企業もある。以下ではこうした観点から生産技術者のキャリア開

発の実像に迫る。 

①．一人前になる年限メド 
一人前になる年限について今回収集した範囲でみると、「2 年で基礎を習得」「3 年で一人前」「3

～5 年」「導入教育は 5 年」「入社 8 年で一人前」「10 年かかる」までとなる。つまり、2 年から

10 年までと非常に幅が広いことが特徴である。 
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②．ローテーション制度、本人意思によるキャリア形成制度 

キャリア開発のための具体的な制度事例をローテーション制度や本人意思に基づくキャリア形

成制度という視点からみてみる。 

（生産技術者のローテーション） 

E 社におけるローテーションの仕組みをみると、異部門間ローテーションとして、まず、工場

間移動や工場内生産技術部と製造部の間で行われる。2 回目以降は個々の事情による。また、公

募制度が本人意思に基づくキャリア形成を支援する制度となっている。キャリア開発を業務習熟

度別にみると、工程改善からスタートし、順次、ライン設計改善、工場設計、海外工場指導とい

う育成ステップが示されている。これは同時にキャリアアップの姿として見ることが出来る。 

F 社のキャリア育成システムをみると、自己申告制度の他に、業務への適応性を見るためとエ

ンジニアの多様性の涵養を目的として、ローテーションを実施している。管理職に任用するまで

に、3 箇所以上の職場を回ることを原則としている。一旦配属された技術者は配属先の職場に組

み込まれ、ローテーションが難しくなっている。そのような環境からの脱却を目指し、限りある

人的資源の再配分を可能にする制度として 3 回以上のローテーションを課すという制度が導入さ

れている。  

（キャリア形成のパターンとローテーション） 

H 社の例をみると、人材育成と戦略的配置の観点から生産技術人材のローテーションを実施し

ている。従業員による自己申告制度があるほかに、評価会議やローテーション会議等の場でロー

テーションが議論されており、いかに部下を育てるかは部門長の重要なミッションとなっている。 

キャリア形成には大きく二つのパターンがある。―つは、製造→生産技術→海外拠点立上げ支

援→海外拠点幹部 というキャリア形成パターンである。この例では製造現場の第一線を経験し

た後に、入社 5 年目あたりから、本人の適性と希望を勘案、生産技術へシフトすることで、グロ

ーバルに広がるモノづくり全体を俯瞰できる人材を育てるという面でうまく機能しているという。

もう一つは、入社時点から生産技術部に配属され、その後も一貫して生産技術部門でキャリア形

成していくというパターンである。  

次に B 社の事例をみると、入社 3～5 年目で 1 回目の異部門間異動を実施することとしており、

管理職になるまでにさらにもう一回、計 2 回実施する制度となっている。3－5 年転籍をルール化

するという制度は現場からみるとなかなか受け入れがたいところがある。業務の性格上、現場に

配属されてそこの仕事がわかるようになるのに 5 年以上かかる。現場では“せっかく慣れてきた

のでそのままずっと「張り付いて」いてほしい。”と考える。しかし、本社では“本人の成長のこ

とを考えると他の工場や調達、品質など違う部門の経験を積ませるなどして幅を広げさせてあげ

たい”と考えるので、転籍をルール化して違う工場に行かせるようにしている。 
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尤も将来スベシャリストを目指す人の場合はこの転籍ルールの対象外として運用されている。

本人意思によるキャリア形成という面では、自己申告制度や、公募制度、FA 制度を設けている。

ただ、“経営拠点で新規事業をやろうというようなときには、既存のセクションでは人は出してく

れるが、「特別優秀な人」は出したがらない”傾向がみられるという。 

参考 59 異部門間ローテーションと本人意思ベースのキャリア形成制度 

自己申告制度
ローテーション会議等

本人意志によるキャリ
ア形成

自己申告制度

キャリアデザイン、パ
フォーマンスマネジメ
ント、グループ公募制
度、グループFA制度

自己申告制度

自己申告制度

公募制度

ＦＡ制度

自己申告制度

公募制度

H社
製造→生産技術→海外拠点→立ち上げ支援→海外拠点というパターン

一貫して生産技術部門でキャリア形成するパターン

工場間移動、工場内生産技術部と製造部の間で実施

異なる事業部間の異動はほとんど無い

事業部内の異動はケース・バイ・ケースでの実施

スペシャリストを育てるには不利な面もある

入社3～5年目で１回目の異部門間異動

管理職までにもう一回、計2回実施

転籍をルール化（現場としては異動させたくない）

異部門間ローテーション

A社

B社

C社

F社

D社

E社
２回目以降は個々の事情による

管理職任用までに３回以上の転籍制度化

人的資源の再配分を可能にする制度

エンジニアの多様性の涵養を目指

事業部門から本社部門に一定期間受入体験

事業部門間の異動はあるが、少ない

今後、ワールドワイドに拡張していく

基本は生産部門から生産技術部門と当初から生産技術部門

キャリア開発における典型的なパターンはみられない

 
出所 本専門部会各回での発表・質疑等から JATIS 作成 

 

（ローテーションとスペシャリスト） 

ローテーションとスペシャリスト養成 の問題は他社でもみられる。例えば A 社では、異なる

事業部間の異動は、それぞれの固有技術が全く異なることからほとんどみられない。一方、同一

事業部内の異動は実施しているが必須というよりはケース・バイ・ケースである。過去にローテ

ーション制度があったときの実際の運用をみても、必ずしもローテーション制度を固守して運用

していたわけではない。その理由の一つは“スペシャリストを育てるには不利な面がある”から

だという。 

（教育機能としてのローテーション） 

次に、C 社の事例を見る。当社における技術者のローテーションはカンパニー間の異動はある

が、少ないのが現状だという。事業部門から一定期間本社（生産技術センター）に人材を受け入

れて体験させている。生産技術センターは教育機関としても機能する。反対に生産技術センター

から各事業部門へ行くという場合もある。今後、この仕組みはワールドワイドに拡張される。 
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（キャリア形成と自己申告制度） 

D 社の例では、生産技術者のキャリア形成制度としては自己申告制度がある。配属上は生産部

門から生産技術部門へ、或いは、直接生産技術部門へというパターンが基本である。キャリア開

発における典型的なパターンは特にみられない。比較的多いパターンとしては、製造・生産技術

間、その他に生産技術から品証・サービス・調達へ、或いは設計から生産技術・製造へというパ

ターンがあるが、専攻をベースにキャリアアップしていくケースが基本となっている。ただし構

造改革、本人の適性・意思、事業ニーズ等で専門外の業務に携わるケースもみられる。 
 

③．技術者に対する褒賞制度 

ここでは技術者のレベルアップ対策としての褒賞制度に注目する。A 社では、技術者のモチベ

ーションを高める施策としての技術者褒賞制度を「○○技術賞」「工法改善賞」「優秀社員賞」と

いう名称で整備している。また、H 社には、社長賞・○○賞・○○賞などがある。その技術が将

来自社業績に貢献すると評価された場合が出てくると、特許が認定される前に社内で顕彰し、相

当金額を支払う。その支払いが複数回にわたることもあるという。こういった制度は技能者の場

合には良く耳にする。技術者の場合にも褒賞制度のような事例がたくさんあることが期待される。 

④．スキルマップと個人別育成シート 

（スキルマップ） 

スキルマップには企業全体にわたり、どのようなスキルがどのようなレベルで存在するかを一

覧にしたスキルの俯瞰表と一個人がその職種で求められる習得すべきスキルと現在のレベルを

俯瞰できるものとがある。個人のスキルマップはそのまま何をいつまでにスキルアップしていく

かという計画立案のための情報リストにもなる。これをもとにキャリア開発を目指した個人別育

成シートができる。  

参照文献 42 個人別育成シートのイメージ 

 
出所 本専門部会での発表資料から転載 
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H 社には、中長期の開発計画と照らし合わせて部門内、或いは個別のグループ単位で不足して

いるスキル・技術を明確にし、採用・育成計画に反映するという趣旨のスキルマップがある。ま

た個人別育成シートによって個人のスキルと得意分野や夢と会社が求めるところについての話

し合いを行い、2～3 年先までの目標や大まかな業務目標を決めている。 

この背景には工場の急激な海外展開の進展という事情がある。例えば海外に行くと「自分は○

○しかやれない」といっても許されない。ケースによっては「この工場の生産系は全部お前がや

れ」といわれる。こういうせっぱ詰まった事情が押し寄せてくると、生産技術者としては従来以

上に早期且つ速やかに幅広いスキルをアップせざるをえなくなる。 

（人材マップ） 

なお、スキルマップと類似した概念に“人材マップ”がある。これは社内の人的資源を類別し

て一覧にしたもので、社内のどこにどのような人材がいるのか一目で分かるようにしたリストで

ある。人材マップがあるとグローバル要員の選抜や計画的な準備がしやすくなるほか、個々人の

ステップアップと企業の求める人材像を目標として育成するための計画的ローテーションが組

やすくなる。 

次の事例はこうした人材マップについてインタビューした結果を報じた資料である。 

参照文献 43 グローバル化と国内での人材育成（コベルコのケース） 

 

 

 

 

 
 

出所：日経産業新聞 22.8.11 付け「海外でキーマン育成」コベルコ建機理事総務部長柴田孝之氏へのイ

ンタビュー記事より JATIS 抜粋 

 

 

〈３〉．キャリアパス 

（目に触れやすい職種と触れにくい職種） 

一般に、消費者の目に触れやすいものは、学生や生徒、その両親など一般社会人にとっても認識

しやすく、知識となり、理解もされやすい。ところがそうした目に触れにくいもの、例えば B to B 

関連の製造関係者やモノづくりの内部関係者も同様に目に触れにくく、認識されにくいケースとい

える。 

認識されにくいものには一般の関心が向かわず、そのような職業に就こうとも思わないものであ

る。世の中にどのような職業があるのかと聞かれれば、児童・生徒・学生とその目に触れる範囲内

---「当社には入社 1 年目から海外出張のチャンスがあるうえ、5 年目の社員をシンガポール

に派遣したケースもある。---」「会社のどこにどういう人材がいて、どの部署で働きたがっ

ているかを把握する「人材マップ」のようなものも必要だ。現状では年 1 回の所属長との

面談で人事上の希望を聞き、各部門で把握しているが、全社的に体系だてた仕組みがあっ

ても良いと思う。何年後に海外に派遣するから、準備をさせるといった計画的な人事ロー

テーションも可能になるからだ。」 
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の職業から答えが出てくるのが普通である。であれば目に触れにくい職種であればあるほど積極的

な職業情報の発信が必要である。 

“生産技術職”は正にこうした範疇に入る職業であると考えられる。これは昨年度の報告書で論

じられたとおりである。こうした観点から本年度は生産技術に関する職業情報発信の一環として生

産技術者に従事する人がどのようなキャリアを辿っているのか、情報を収集することにした。 

①．生産技術者の異動事例（異動パターン） 

生産技術者に従事する人がどのようなキャリアを辿っているのかという観点から具体例を集め

てみたものが次の参考図である。これは各社から情報提供して頂いたものをもとに普通名詞に転換

して生産技術管掌本部中枢にいる方々の部門別キャリアパスを異動パターンとして図示化したも

のである。 

次の参考は「どのような部署からどのような部署に異動するか」というパターンをイメージしや

すいようにまとめた表である。敢えて簡略化して類別すると、①“部門名称が異動の都度様々に変

化している事例（D 氏、E 氏、F 氏）”、②“事業部から本社へと異動する事例（A 氏、B 氏、C 氏）”、

③“生産技術センターと事業部間の行き来が主である事例（G 氏、H 氏、I 氏）、④“途中から性格

の異なる 3 方面に分岐していく事例（J 氏、K 氏、L 氏）”、などがみられる。 

このうち④の事例はご提供頂いた事例が既に抽象化されており、キャリア開発のルートのあり方

としてわかりやすい事例となっている。この事例では生産技術者の進路を 3 つの終着駅のイメージ

として捉えられている。この 3 つは、それぞれ事業経営・企画戦略・技術開発と大きな範疇でパタ

ーン化されている。学生にはわかりやすい例示であるといえよう。 

 

参考 60 生産技術管掌本部中枢の部門別キャリアパス（異動パターン） 

A氏 Ｂ氏 Ｃ氏 Ｄ氏 Ｅ氏 Ｆ氏
○○事業部・生産技術 事業部生産技術 製造技術（現場改善） 　設計部門 　設計部門 　設計部門

□□事業部・生産技術 事業部製造 生産技術（工程設計） 　積算部門 　積算部門 　ｼｽﾃﾑ設計部門

事業部・品証 関係会社出向 海外駐在 　開発部門 　市場開発部門 海外プロジェクト部門

事業部・企画 事業部品証 生産技術課長 　設計部門 積算・市場開発部門 海外事業推進部門　

本社（企画） 事業部企画管理 原価管理課長 　品質管理部門 マーケティング部門 海外勤務

本社（資材等） 生産技術統括室 海外駐在（現法工場長） 　品質保証部門 企画部門兼務 海外事業推進部門

生産技術統括室 主管 工場部長 　生産管理部門 国際事業部門 工場長

室長 工場長 VE推進部門 工場長

生産本部長 カスタマーサービス部門

工場長

Ｇ氏 Ｈ氏 Ｉ氏 Ｊ氏 Ｋ氏 Ｌ氏
生産技術センタ 生産技術センタ 生産技術センタ 新入社員教育

関係会社 ○○事業本部 ○○事業本部 ラインエンジニアリング 企画管理 技術開発

生産技術センタ ○○事業本部・工場 生産技術センタ 進路選択

 ○○副所長 技術開発本部 ○○部長 工場運営 戦略立案 要素技術

 ○○部長 マネージメント教育

事業経営 企画戦略 技術開発  
出所 各社資料をもとに JATIS にて加工して作成 
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参考 61 生産技術者キャリアの見える化の事例 

工場運営 戦略立案 要素技術

事業経営 企画管理 技術開発

新入社員教育

マネジメント教育

ラインエンジニアリング 技術開発企画管理

 
出所 H 社資料をもとに JATIS 作成 

②．生産技術の役職事例（昇格パターン） 

（昇格パターン、役職の変化） 

生産技術に従事する人がどのようなキャリアを辿ってきたかという観点からは前述のどの部署

からどの部署へという異動パターンを観る方法以外に、役職がどのように変わっていったかという

視点もある。 

次の参考表は異動に際し、役職・肩書きがどのように変化していったかに着目して作表したもの

である。ここからいわゆる「課長」「部長」等といった名称が学卒年次換算で入社何年目に昇格し

ているかについての情報を得ることができる。このステップアップをカウントするにあたって本社

とか事業部とかの所属先規模の大小などについては一切問わず、単純に肩書きがいつついたかとい

う観点でカウントしている。 

（はじめての役職までの時間） 

この表から見る限りでは、課長が 13 年~18 年、部長が 15~16 年と 22~26 年、室長は 16 年と 25

年、工場長は 22 年~31 年という範囲にあることが示されている。 

（生産技術者の海外勤務事例） 

この表をみると生産技術者としてキャリアをスタートさせた人が途中で海外勤務を経験してい

る例がみられる。この表に掲げられた計 10 事例のうち、海外経験者は 3 例に過ぎない。しかしな

がら、これからは企業の海外進出がますます進むことは確実である。生産技術者の海外勤務という

場面は以下の参考表に比べ、遙かに多くなるのではないかと考えられる。 

グローバル展開においては、いきなり現地の経営を任せられることもありうる。まず配属先の業

務を身につけ、異動や配置換え等によって別の業務をマスターしていくというステップを反復する。

さらに、コア業務のみならず、周辺業務についても目配りしながら、 終的には経営全般を見渡せ

るようにしていくパスがある。これは、グローバル化の進展とともに重視されるパスとなろう。 
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参考 62 生産技術管掌本部中枢の部門別キャリアパス（昇格パターン） 
年
次 Ｍ氏 Ｎ氏 Ｏ氏 Ｐ氏 Ｑ氏 W　氏

1 工場製造部 工場生産技術部 （修士課程） 工場品質管理部門 （博士課程） 生産本部　部　課

2 （修士課程） （博士課程）

3 工場生産技術部 事業部○○部 （博士課程） 生産本部、部、生産技術課

4 （博士課程）

5 事業部▲▲部 （博士課程）

6 生産技術センター 溶接
7
8
9
10 海外現法

11 生産技術センター材料接合 生産本部、部、生産技術課

12 ○○事業部

13 製造課長 工場生産部門

14 材料・接合技術部門　課長

15 事業部、○○部、課長 統括部、Gr(米国） 別工場技術指導部門、課長 材料・接合技術部門　部長

16 事業部、生産技術部担当課長 生産プロセス開発部門　室長
17 生産本部、製造部、製造
18 事業部、設計部、課長 材料技術部門　Gr.長兼務
19 生産本部、製造部、課長
20
21 センター、工場、担当課長 事業部、部、課長 生産プロセス改革部門　室長

22 海外工場長

23 センター、工場、部長心得 事業部設計部、担当課長 生産本部、部、担当課長
24
25 工場部長 センター、工場、工場長 生産技術センター　室長

26 事業部、副事業部長 子会社出向、取締役、副工場長

27 センター、工場、工場長 企画部門　　　副室長

28 センター、副所長、工場長 調達部門　　室長

29 海外、部長（副○○長・理事）

30 工場長 センター所長

31 工場長

32
33
34 生産技術部門　統括部長  
年
次 Ｒ氏 Ｓ氏 Ｔ氏 Ｕ氏 Ｖ氏 X　氏

1 事業部、課、生産技術 事業部製造部生産技術 事業部製造部生産技術 　工場　生産技術部 工場　生産技術部 製造部、生産技術課

2
3
4
5
6
7 事業部、部、課
8 工場　　検査部

9 事業部製造部、課、係長

10 　工場　生産技術部　課長 生産技術部　技師

11
12 事業部、部、課係長

13
14
15 事業部、部生産技術課主任 事業部製造部、課、課長 事業部製造部、課、係長 生産本部、部、生産技術課長

16 事業部製造部、部長 事業部製造部、課、課長 事業部海外○○　室長

17 事業部、部生産技術課課長 生産技術部　主任技師

18 事業部製造部生産技術課課長 工場　生産技術部　部長

19 事業部営業部、課課長 事業部製造部、課、課長

20
21
22 事業部ｻｰﾋﾞｽ部副部長 事業部管理室、部長 工場　製造本部　本部長 生産技術センター、主任研究員

23 事業部製造部生産技術課課長 生産技術部　部長

24 事業部、部、部長

25 本社　生産技術部　本部長 製造部　部長 研究所、生産技術センター、部長

26 本社企画本部GL 生産本部、部長

27 事業部企画管理部部長 海外子会社、ディレクター

28
29 事業部、部、部長

30
31 事業部長（専務） 事業部、センター、同長

32
33
34 事業部長（常務）

35 本社　副社長 役員、海外子会社取締役

36 役員、海外子会社副社長

37 取締役　兼　常務執行役員  
出所 各社資料をもとに JATIS にて一部加工して作成 



－119－ 

（キャリアパス、人材登用の見える化） 

キャリアパスとは“人材登用の道筋を見える化”することである。どのようなキャリアが形成さ

れてきたかが示されることで、後続人材のモチベーションに刺激を与え、現在従事している業務に

さらに磨きをかけ、一段の成長を目指すことに繋がることが期待される。後続人材とは社内の若手

ばかりでなく、これから入社が期待される生産技術者予備軍も含まれる。 

（生産技術職という職業情報の社会への浸透の必要性） 

生産技術者に関する職業情報が広く一般社会に浸透し、キャリアパスという生産技術に携わる先

輩の辿ってきた実像を通じて高校生や大学生が「自分も生産技術者を目指そう」とするような動機

付けやそういったきっかけが生まれてくることを強く期待したい。 

（生産技術者は“日本の宝”） 

次の参照文献は機械業種ではないが、生産技術者がスピンアウトしてベンチャー企業を興した例

である。大企業で磨いた生産技術が競争力の源泉として生かされている。この報道によれば現場を

知り尽くした大手企業の生産技術者は「日本の宝」と表現されている。このような生産技術者に対

する正当な評価が一日も早く確立されることが期待される。 

参照文献 44 生産技術力を生かし、大手企業からスピンアウトした成功事例 

---樹脂の高機能シートを開発するデュエラの西林利弥社長だ。西林氏は東レ出身であり、

1990 年代に同社の高収益商品だったビデオテープのフィルムの生産設備設計を担当し

ていた。---このシートは通常、平面だが、西林氏は 3 次元加工ができる生産技術を確立

した。---モノづくりの現場を知り尽くした大企業の生産技術者は「日本の宝」。その斬新

な発想と少しの勇気が生かされれば、日本を復活に導く担い手として、これ以上無い活

躍を期待できるはずだ。 

出所：日経ビジネス 2010.8.30、記事より JATIS 抜粋引用 
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４-1．生産技術者の確保

採用面の課題→グローバル要員の確保

国内人材のグロー

バル化

留学生の採用

海外大学生の採用

募集方法

の見直し

生産技術の

イメージと配属

優秀な生産技術者を必要とする

企業ニーズと若年層のイメージのギャップ

イメー

ジにば

らつき

意思
不明

瞭な

人材

職業情報発信の

必要性

キャリアパスの

見える化

仕事への

モチベーション
学生に訴求

優秀な生産技術者確保

出所：JATIS作成

生産技術に対する学生・

院生の職業観

ネガティブな見方

中立的見方

ポジティブな見方

〈４〉．まとめ 
（生産技術候補者の採用に係わる課題） 

これから拡大するグローバル事業を視野に入れると生産

技術系海外要員の確保の問題がクローズアップされる。海

外要員の供給源としては国内人材のグローバル化と外国人

留学生や海外の大学生への採用拡大が必要となる。生産技

術のカバーする範囲の拡大、海外で活躍する機会の増大等

を勘案すると国籍や専攻分野、能力面など多様な人材を採

用していく必要があると考えられる。 

（生産技術者像のイメージと配属上の問題） 

生産技術というポジションはどのようなイメージがある

と見られているであろうか。一部ではあるが、必ずしも憧

れの職種とは言い切れないとの指摘が見られた。その実態

をみると、「枠の関係で希望部署から外れる場合の本人の受

け止め方には悩ましいものがある」、「希望に反して製造へ

配属される場合にはもめることもある」など生産技術部門は必ずしも重要なポストとは考えられ

ておらず、計画的な配属も行われていないとの指摘がある。 

反対に「採用では工場か研究かマッチングさせているのでこうした問題は起きない」「研修を行

いながら希望を聞きつつ配属している」「人物を見て生産技術者としてやっていけるか見極めてか

ら決めている」などジョブマッチング方式を採用してこうした問題を回避しているところもある。 

（生産技術に関する学生層のイメージと現実とのギャップ） 

採用の現場から学生の希望職種をみると、生産技術をやりたいという学生は実際には少ないと

の声が聞かれる。総じて現在の生産技術に関する若年層のイメージと、これからグローバル化の

進展にともない生産技術の重要性がますます高まり、優秀な人材が必要になるという企業ニーズ

との間にギャップが見られるように思われる。 

（生産技術に関する職業情報発信の必要性） 

一般に、消費者の目に触れやすいものは、学生や生徒、その両親など一般人にとって認識しや

すく、理解されやすいといえる。その結果、あこがれの職種に選ばれ、希望職種に連なる。逆に

目に触れにくい職種は希望されにくい。目に触れにくい職種の場合、積極的な職業情報の発信が

必要になる。生産技術職はこの範疇に入る職業である。次世代若年層が職業情報に触れることが

生産技術に関心を持つきっかけとなる。生産技術者になるとどんな将来像が描けるのかという具

体的なキャリア情報の発信が必要である。 
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４-2．生産技術者の能力開発

生産技術系人材の抱える問題

量的な問題

・グローバル要員

の拡充追いつかず
・人員構成の歪み

→技術継承難

・生産技術系人材
不足感

質的な問題
・技術継承不十分

・技術掘下げ不十分

・講師養成に時間
・講師応募を躊躇

（成果主義の足枷）

人材育成策

・部門横断型活動
の展開

・異部門間ロー

テーション
・技術褒賞制度

・ペアリングOJT

・技術、技能のマッ
ピング

・基盤技術、戦略技

能の選定強化
・成果主義の緩和

（教育研修）

出所：JATIS作成

（キャリアパスの見える化） 

職業情報に盛り込むべき内容は、“生産技術とは”から始まって生産技術の役割機能までその内

容を解説するとともに生産技術者の進路のイメージがあればより分かりやすくなる。例えば、事

業経営・企画戦略・技術開発という方向性や昇格・異動パターンなどの例示が候補になる。 

本報告書ではいくつかのサンプルを基に、キャリアパスのイメージ化を行った。一例として、

肩書きが初めて付く年次については、課長が 13 年~18 年、部長が 15～16 年と 22～26 年、室長

は 16 年と 25 年、工場長は 22 年～31 年という範囲にあることわかる。このほか昇格パターン、

異動パターンなどのキャリアパスを掲載している。 

選択可能なキャリアパスを見える化して呈示することにより、 近よく目にする「先行き不安

を訴える若年層」に良い影響を及ぼす可能性がある。若い技術者にとっても自分の将来像がある

程度見えることは仕事への取組姿勢・意欲などのモチベーションにプラスの影響を及ぼすと期待

される。キャリアパスの見える化は、一人ひとりのキャリア開発を方向付ける上で重要であるば

かりでなく、学生にも訴求しやすいという意味において大きな意義がある。 

（人材育成の量的・質的問題） 

グローバル化が急激に進む一方で、グローバル化に対応

できる人材育成が量的にも質的にも遅れているとの指摘

がみられる。 

（人材育成の量的問題、人員構成と技術伝承） 

量的問題としては、グローバル化要員への需要急拡大に

伴い、人員の拡充が追いつかない点が挙げられる。また、

人員構成の歪みのため、片やグローバル拠点への対応を行

いながら、片や技術伝承を行うことを余儀なくされており、

技術が十分に伝承できていないという指摘がみられた。一

方、生産技術系人員の増強がままならないまま製品群が多

様化していることから、生産技術者を現場毎に貼り付けざる

を得ず、少人数分散の結果、全体の解決策にまで至らず個別現場が問題を抱え込む事態もみられ

るという指摘もある。 

（人材育成の質的問題、経験や技術の掘り下げ不十分、講師確保も問題） 

質的問題としては、人員の不足から技術の継承が不十分な経験の浅い人が多く起用される点が

挙げられる。不足分はキャリア採用で補っている。このほか時間的な余裕のなさから、指導する

側である上級者自身も技術の掘り下げが十分にできていない事例などがある。 

関連して技術伝承上の問題もみられる。技術を伝承する講師の養成は一朝一夕には進まないう

えに、講師の募集も難しくなってきている。講師として教育・指導に従事しても、成果の評価・

測定が難しく、正当な評価が得られにくいと受け止められている。このような背景から講師や教
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材作成者に応募することに躊躇する例がみられる。技術伝承を進めるには成果主義的な人事制度

が足かせとなる可能性があるという指摘である。 

ただ、教育研修はやりさえすれば済むというものではない。その証拠に“やらされ感の強い研

修”があるとの指摘がみられた。講師の側にも受講者の側にも教育研修に対するモチベーション

を高める仕組みづくりが重要であることを示している。 

（人材育成上の工夫） 

人材育成では、分科会活動など○○活動と称される部門横断型活動が人材育成に寄与している。

これは、通常の縦割り型業務組織である社内各部門を“横串にした活動”として○○活動を立ち

上げ、そこに各部門から参加させることによって、人材育成の活性化を図るという狙いの活動で

ある。 

○○活動とは例えば、グループ内で生産技術に関するチャンピオン部署が旗振り役をして生産

技術に関連する組織を横断する形で分科会を立ち上げ、レベルアップを図る。 横串活動を通じた

OJT により、①各要素技術の標準化と技術のさらなるレベルアップ、②工場間、本社統括部門と

の連携による 新技術の適用推進、③現場諸活動への技術指導及びグローバル展開を担う技術者

の育成が行われている。生産技術が社内バラバラでは不都合が生じるので「横串の連絡会」でグ

ループ全体の底上げを図ろうとしている。 

このほかの工夫では、資格制度と昇格の関係づけ、技術者に対する報償制度、異部門間ローテ

ーションの制度化、指導者と後継者のペアリング方式の OJT などがみられる。 

（人材育成策としての異分野間ローテーション） 

人材育成策の一つに、異分野間のローテーションがある。視野を広げ、より多くの経験を積む

ために有効とされるが、ローテーションを必須としているところと必須とせずケース・バイ・ケ

ースの実施としているところに分かれている。 

また、異部門間ローテーションはスペシャリスト養成という点からは不利な面もあるという指

摘もみられた。これに対し、生産技術者の進路について技術開発、事業経営、企画立案の 3 つを

示すことでスペシャリストの養成を可能にしているという事例がみられる。 

（技術・技能のロードマップ、スキルマップ） 

企業内やグループ内の技術・技能については、現状把握のための正確な情報収集とその整理が

必要とされる。「本来有るべき技術・技能が見あたらない」、或いは、「これから重要性が増す技術・

技能が不十分」「技術・技能の保有者が高齢化しているが、若年層の配置が足りない」「現在は何

とかなるがもうじき当該技術・技能者が退職年齢を迎えるにもかかわらず、後継者となるはずの

次世代に保有者が見あたらない」などの問題に対処するために、技術のロードマップ、スキルマ

ップなどのマッピング整備が行われている。 

（基盤技術・戦略的技能の明確化による人材育成） 

人材育成に注力するにあたり、次世代継承を重視し、継承すべき技術・技能を特定する仕組み



－123－ 

を取り入れている事例がみられる。その企業にとって基盤となる技術や、戦略的な技能が何かを

明確にし、継承される技術・技能を特定している。このほか「卓越技能の伝承」、「マイスター制

度」、「トレーナー制度」、「グループ内技能オリンピックの開催」などが人材育成を狙いとして実

施されている。内製化率を高めることが生産技術力の強化につながるという指摘もみられた。 

（人材不足解消の工夫事例） 

ものづくり（技能・技術）を継承・発展させる優秀な若手人材が不足する中、現場の技能をナ

レッジ化し、継承可能なものに変えることによって人材不足を補おうとする試みがみられる。若

手人材を「製造技術職」として登用する工夫は、日本のものづくりの原点である製造現場からの

アプローチとして注目される。 

（生産技術者は“日本の宝”） 

現場を知り尽くした日本の生産技術者はものづくりの頭脳であり、競争力の源泉を支える “日

本の宝”という見方がある。こうしたすばらしいキャリアであることを若年層にも社会にももっ

と理解してもらう必要がある。生産技術者が社会の尊敬を勝ち取っていくことが次世代育成のた

めに必要である 
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第４章 グローバル化対応と人材育成 

本章では、グローバル化に対応できる人材をどう確保・育成していくかというテーマを採り上げ

る。グローバル化に対応する主体として国内人材と海外人材に大きく分けている。国内ではグロー

バル要員の確保・育成やマインドの問題、海外人材を指導する人材の育成や海外人材を採用や登用

する問題、海外留学生の活用と海外を対象とした教育研修の問題などを採り上げる。 

１．グローバル国内人材の確保・育成 

〈１〉．グローバル国内人材確保・育成の考え方 

①．グローバル人材確保の考え方   

日経産業新聞平成 22 年 10 月 4 日付記事から、企業トップが考える「今後グローバル人材を確

保する方法」をみると、「外国人起用」、「海外駐在拡大」、「外国人採用拡大」、「語学研修強化」の

順に重視していることがわかる。また、その担い手として期待している人材をみると、 多期待

層は依然として「日本国内の一般職員」(p43,44 参考の中のイ.)である。日本国内の一般職員に

海外駐在を依頼し（同イ．ニ．a.）、語学研修強化を図るという姿が浮かび上がる。 

参考 63 企業トップが考えるグローバル人材確保方法（グラフ） 
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出所：日経産業新聞平成 22 年 10 月 4 日付社長 100 人アンケート集計結果より、JATIS 作成 

注．主要企業の社長（含む会長・頭取）を対象に、10 月 1 日までに日本経済新聞社が調査、回答者 143 人 

しかしその一方で、回答者 143 人のうちの 51.7%は、「海外現地法人の人材として外国人を起

用する」（同 b.c.d.e.）と回答している。「外国人採用拡大」の動きも同様であり、回答者の 51.8%
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は「本社一般職員」（同ロ．ハ．ホ．ヘ）、或いは「海外現地法人の一般職員」として「外国人採

用を拡大」（同 b.c.e.f）すると回答している。 

この種の報道を見た人が触発されて同様の行動を取る人もあると考えられることから、人材の

グローバル化はますます加速の度が強まる。これから全部とはいわないまでもかなりの日本企業

が人材のグローバル化に向けて動き出すようになるものと思われる。 

平成 22 年度になってから海外留学生の採用、或いは海外に出かけていって現地大学生を採用す

る、採用に占める外国人比率を高めるといった類の記事が相次いでいる。一部企業を中心に急速

に「人材のグローバル化」に向けて走り始めていると考えられる。 

グローバル人材の確保・育成に関して第一回専門部会では、つぎのような議論がみられた。 

参考 64 グローバル人材の確保・育成についての考え方の例 

要 旨 内     容 

現地技術者
の教育の担
い手 

「現地での生産技術者の教育を誰が担うのか。個別の企業がそれぞれ担うの
か。各企業で共通するような教育事項があれば、そういうところは例えば国
として取組、新興国などへ発信していくという選択肢もあるのではないか。」

従来は技能
中心の教育 

「現地で採用して、日本に連れてきて教育・研修するというプログラムがあ
るが、従来は技能レベルが主体であった。」 

現地全体の
管理者育成
の必要性 

「現地での生産技術者も含めて日本企業につなぎ止めるにはマネージャーも
育てていく必要がある。技能者だけでなく全体を管理できる人を育てる必要
もあるのではないか。」 

海外リーダ
ー育成方法 

「海外からリーダーを雇って国内で教育・研修し、それをアシストする制度
を整備する。この考え方は一つの競争力の源泉になりうるかもしれない。」 

OJT、OffJT
体系化が鍵 

「その企業のグローバル化が進んでいてもいなくても、社内の OJT や OffJT
がきちんと体系化されていれば、グローバル化が進んでも対応できる。」 

出所 本専門部会での議論に基づいて JATIS 作成 

 

②．機械工業のグローバル人材確保の事例    
機械工業は他の産業と比べると相対的に海外売上高比率が高い業種である。しかしながら企業に

よってグローバル化の進展度合いは様々である。 

（グローバル化への対応努力） 

これから一段のグローバル化を進めようとする企業では懸命な対応が行われている。その第一は

なんといっても語学能力の習得である。典型的には「英語検定や中国語検定などの資格取得にむけ

て努力をしている。現有戦力で不足すれば語学を駆使できる人を中途採用したり、外国人を採用し

たりする。（A 社）」という戦略の企業がある。 

また、「今までは留学生で日本語を話せる人を採用してきた。これからは、外国人の採用を拡大

する方向にある。（G 社）」と現地での外国人採用に踏み切ろうとする企業がある。海外要員が身に

つけるべき語学力としてはやはり、英語と中国語が重視されている。「中国籍技術者や語学の達人
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である技術者を国内採用している。留学生は中国系が多い。（C 社）」などである。 

（グローバル化に伴う国内人材の不足感） 

グローバル化が進展し、「国内から海外へ出かける人材が急速に増えており、そのため却って国

内人材が手薄になっている。この補充にキャリア採用を充てている。（H 社）」という事態も生じて

いる。 

次の参照文献はキャノンの事例である。グローバル化に伴い、市場開拓や工場進出の拡大期が長

く続くと、人材が払底し、人材育成が需要に追いつかなくなる。このような事例は早くから海外進

出をしてきた企業においてみられた現象である。キャノンでは「挑戦的な人材配置（の敢行）」、「（人

材）育成を意識した人事ローテーションの活性化」などによって「グローバル人材の量産」を狙っ

ている。「新興国の労務問題」も新たな研修テーマとなっているという。 

 

参照文献 45 グローバルな人材育成（キャノンの事例） 

要  旨 内  容 

グローバル人材育
成が重要なテーマ 

人材不足の懸念 

次世代の経営幹部からモノづくり人材まで、グローバルな人材育成はキャノンの競争力を
左右する 重要テーマだ。ただ、市場開拓や工場進出という拡大期が長く続きその速度に
人材育成が追いつかず、人材不足への懸念は社内外で強い。 

挑戦的人材配置の
必要性 

部長、課長など役職毎の研修プログラムは既に整備されているが、「研修だけではダメで
30~40 代で挑戦的な人材配置も必要になる。」（人材開発センターの本間道博所長） 

海外経験等育成意
識した人事 

海外で厳しい競争を経験させたり、国内でグループの全体感を養ったりと、育成を意識し
た人事ローテーションを活性化しなければ、グローバル人材の量産にはつながらない。 

海外企業の管理、
労務問題がテーマ 

M&A した海外企業のマネジメントや新興国の労務問題は新たな研修テーマとなりつつ
ある。 

海外マネジメント
層への研修本格化 

今年初めから海外工場のマネジメント層への研修を本格的に開始。----海外工場への研修
など新たなモノづくり人材育成の仕組みが求められそうだ。 

出所：日刊工業新聞 2010.7.8 キャノンのこれから 5 兆円への挑戦「グローバル人材を“量産”」p31 をも

とに JATIS 作表 

（海外派遣要員に対する需要試算の例） 

海外派遣者増大に伴う国内人材不足というような問題は理論的にみてどの程度生じるのであろ

うか。法政大学小池和男名誉教授は「仮に海外 4 万人、国内 1 万人雇用する日本企業があるとする

と海外派遣要員として必要な人数は国内 1 万人の過半に達するという試算を公表35されている。 

これは、“海外派遣者は 先端技術習得の必要性から海外に行きっぱなしになることはなく、海

外に派遣される期間は全稼働期間の 1/4 程度という前提の下に試算”されたという。この試算結果

にみるとおり、海外進出が進めば進むほど、生産技術者を中心とした海外派遣要員に対する需要が

加速度的に増加していくと考えられ、帰国してしばらくするとまた海外に赴任するという繰り返し

が起こる。国内で専念できる時間が減少し、総じて人材が手薄気味に感じるようになるのではなか

ろうか。 

                                                  
35 日本経済新聞 2011.1.27 経済教室「海外直接投資から稼げ」小池和男法政大学名誉教授 
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参考 65 海外要員通年のべ 1 人を確保するための国内要員のイメージ 

 

 

 

 

 
出所 2011.1.27 日経新聞 経済教室 小池和男 法政大学 名誉教授 の論考をもとに JATIS 作成 

注．本表は、小池名誉教授の試算と同様に、海外に通年でのべ 1 人を派遣するには各派遣者の海外での

稼働期間を 1/4 と想定すると、海外人員の 4 倍の人数が必要となることを示している。また、長期派

遣の場合にも、短期派遣の場合と同様に派遣した人材をいつまでも海外に置いておく訳にはいかない

ことから、例えば 先端技術の習得の必要などから一定期間後には国内勤務に戻す必要が生じる。こ

の場合も稼働率を 1/4 とすると長期派遣者要員はその 4 倍の人数が必要になる。両ケースとも海外派

遣者数の数倍の海外派遣要員が必要になるといえる。 

（生産技術者活躍の場は海外へ） 

いすゞ自動車に関する報道36によれば、今年度から技術者の新興国への常駐という異例の取組

が始まっているという。トラック市場は先進国市場から新興国市場へとドラスティックにシフト

している。新しい市場への対応力を構築するためには、開発、製造、アフターサービスを現地化

し、現地の実情に合わせた製品を投入することが必要になる。同様に技術者も日本国内から新興

国など「海外に飛び出して行く」ことが求められるという。 

次の報道37も、海外の委託先に生産技術者を派遣するという事例である。東芝は、外部調達比

率を 3 年間で計 1 兆円削減し、調達に占める海外比率を 70%に引き上げるという。これに伴い、

設計・生産を委託している海外メーカーとの原価低減活動を始めるが、その支援に生産技術者が

海外メーカーに赴くことになる。 

③．グローバル人材の育成  

グローバル人材を確保したあとに来る課題は、グローバル人材をどのように育成していくかで

ある。人材グローバル化で取り組むべき課題については経済産業省でまとめられた「グローバル

人材マネジメント研究会 」報告書のポイント38によれば、人材のグローバル化の基本的取組とし

て、まず「企業理念と基本的な仕事の進め方の明確化」、「コミュニケーションの前提条件の整備」、

「透明・公正な制度の構築」、「成長実感の確保とキャリアパスの明確化」、「企業の知名度・理解

の向上」といった課題が挙げられている。 

次に、このような課題を念頭に置きながら、各社のグローバル人材育成の考え方をみてみる。

                                                  
36日刊工業新聞 2010.8.23 企業研究 論点「海外のモノづくり持ち込む」いすゞ自動車細井行（すすむ）社長イン

タビュー記事参照 
37日経新聞 2010.8.13 の記事参照 
38経済産業省「グローバル人材マネジメント研究会 」報告書のポイント 平成 19 年 5 月経済産業省 産業人材参事

官室 の p8 
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（グローバル人材のマネジメント） 

G 社では海外売上高比率を 50％超に持っていくという経営目標を掲げている。この目標を達成

するために、司令塔機能の現地シフトを行い、世界 適オペレーションの実現を期すとしている。

人材に関する先行きの趨勢として国内人員は減少し、海外人員は増加するという展望が描かれて

いる。 

海外に多くの従業員を抱える現状はまさに、創業時に共通するチャレンジングな状況であると

の認識の下、創業精神を再確認するとともにグローバルに共有すること、及び、現地ローカルと

日本人の新たな協働体制の確立と「信頼して成果を出させるマネジメント」という質的構造転換

が求められていると認識されている。 

また、現地のローカル人材に対する登用方針をみると、「優秀人財の活用」「自社・日本の理解

促進」の二つが柱となっている。前者では、グローバル・リーダーの選抜、育成、登用の強化が、

後者では、自社精神・企業理念・自社の仕事の仕方の理解促進が掲げられている。 

（グローバル採用と人材育成） 

グローバル採用を全社で推進している企業では実際にどのような現地採用を行っているのであ

ろうか。「フィリピン、インドネシア等東南アジア系の採用を増やす。現地で現地の大学からリク

ルートして採用する。リクルートした現地大学生について日本人と同様のキャリアを積ませる。採

用後本体で働く場合と母国に帰る場合と二通りのキャリアパスを用意している。 

採用時に日本語を考慮外とし、採用後に日本語教育を実施する。将来は国内人材が採用出来なく

なるとみているので半分くらいを海外人材で賄う。生産システム技術で現地面接をしてきた。将来

の要素技術は対応する学科から採れる見込みである。 

生産システムは学科の幅が広い。効率を高める仕事をしたいというような学生が集まる。本社に

配属になると一般的な技術、応用力が求められる。応用力は学校で教えきれるものではない。何か

一つ芯となるモノがあるかどうか、それが面接のテクニックではないか。（C 社）」 

この事例では海外現地の大学から日本語能力を問わずに採用し、日本語教育を採用後に行い、キ

ャリアパスは国内勤務と海外現地勤務と両方選択可能なパスが用意されている。将来は徐々に海外

人材で賄うという方針が明確になっている。 

（海外研修の現地語化） 

グローバル人材育成の基本は、「現地に日本から指導員を派遣、立ちあげ時には幹部候補生を対

象に、現地工場稼働後はリーダー技能職を対象に OJT で技術・技能を指導・育成し、伝授してい

く。また、日本にて長期研修と短期研修を行う。長期研修では幹部候補生に基礎的項目を 1～2 年

本社で研修させ、短期研修ではリーダー技能職に具体的項目を 0.5～2 ヶ月程度本社で研修する。 

また、海外人材を起用し、育成するケースでは海外研修の現地語化の推進が行われている。通訳
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も併用されるが、技術系のテキストはインドネシア語、フィリピン（英語）で作成済み。主に国内

のマザー工場でまず暗黙知を形式知化し、やって見せて、やらせてみるなどというステップを踏ん

でいる（F 社）」。   

（海外ローカル人材育成の事例） 

この事例を参考にして模式化したものが次の参考図である。この事例では海外人材の中から幹部

候補と技能職のリーダーを選抜し、日本で一定期間の研修を実施する。さらに現地で日本から派遣

した指導員が、現地語にした研修教材を使って OJT を実施する。OJT では「やってみせ、やらせ

てみる」という工夫が込められている。 

参考 66 海外ローカル人材育成の仕組みの事例 

日 本

国内研修

長期研修

短期研修

マザー工場で

暗黙知を形式知化

指導員

海外研修の

現地語化

やってみせ、

やらせてみせる

QE/IE手法

OJT・安全・５S
等々

海外現地

幹部候補生

リーダー技能職

 
出所 Ｆ社資料を参考に JATIS 作成 

 

（海外での指導教育内容と方法の標準化） 

このように海外展開においては、現地で指導できる人材の役割が極めて大きいといえよう。次の

ブリジストンの例は、日本人指導者から海外人材への技能伝承が眼目となっている。そのために取

り組んでいることは日本人の海外で指導出来る人材の育成である。 

従来は海外で教える場合、属人的な教え方に依存していたため、教え方がバラバラで海外の受け

手の間に混乱が生じるといった事態があったという。このため、教え方の標準化に取り組んでいる。

世界の工場に出て行って外国人を指導出来る人材の育成を重視している例である。 

参照文献 46 世界で指導出来るリーダーを育成（ブリヂストン） 

要 旨 内       容 

日本の役割：モ
ノづくりの司
令塔、グローバ
ル・モノづくり
教育センター 

＊世界のグローバル化で先行しているのが世界 大のタイヤメーカーであ
るブリヂストンだ。現在稼働する工場は世界 25 カ国に 187 拠点もある。し
かし、ブリヂストンは世界のモノづくりの司令塔として、日本の役割を一層
強化している。2010 年 4 月には、東京都小平市に 5 階建ての「グローバル・
モノづくり教育センターをオープン１年間に教育する 3500 人のうち、9 割
以上を日本人が占める。 

狙い：技能伝承
のグローバル
標準化（教育内
容・方法の統
一） 

狙いは技能伝承のグローバルな標準化にある。これまでは日本から出張した
A さんが教える場合と、B さんが教える場合で中身が違うことがしょっちゅ
うあった。これでは海外の従業員は混乱する。教える内容と教え方を統一す
る必要があった。とブリヂストンのグローバル・モノづくり教育センター長
の大村賢氏は話す。 
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重 視 ポ イ ン
ト：外国人を指
導できる人材、
未来を支える
人作り 

---とりわけブリヂストンが重視するのが、世界の工場に行って外国人を指導
出来る人材の育成だ。「技能インストラクター制度」という仕組みがある。
海外で技能を伝承する際に、テキストや訓練プログラムをどう活用するのか
を教えるが、それだけではない。「人との接し方、話し方、心と心でぶつか
る方法を教えている。「偏屈なオヤジは世界中にいるが、わざと嫌いな人に
近づいたほうがいい」といったことも教える。」---日本企業が競争力を再び
高めるためには、未来を支える「人づくり」が欠かせない（山崎良兵）。 

出所 日経ビジネス 2010.11.22 自動車再興 第四回 ベテランの技能、伝承の極意 二人三脚で若手を

鍛える を基に JATIS 作表 

 

（海外での体験型研修の事例） 

次の経済産業省の報告書39によれば、外資企業による海外での体験型研修の事例である。IBM の

事例では、一ヶ月間新興国に派遣し、派遣先の課題に取り組むことでグローバルな問題解決能力や

リーダーになるためのプログラムに従事する。サムスン電子の事例は、1 年間仕事上の義務を負わ

ずに派遣先の言語や文化を学ぶ仕組みである。地域専門家制度として海外要員を育成する手法とし

て一躍有名になった長期滞在型研修である。日本企業の中にも追随する企業が現れるなど現地化の

徹底ぶりが特徴的である。 

海外派遣制度を取り入れたとして話題になった日本企業がある。アサヒビールは 2010 年から選

抜した 10 人を世界 7 カ国に派遣40した。一年間業務免除、派遣先の商習慣・食文化の体験・体得

に専念する制度である。サムスンを手本とした海外展開を担う人材育成制度として注目される。 

非先進国で英語研修を行うという事例が出てきた。従来、英語の海外研修といえば先進国にある

英語圏が普通であったが、ここに来てインドなどで語学研修をする動きが出てきた。IHI はムンバ

イの大学に約 2 ヶ月間派遣する41という。英語以外でも中国やフランス、ブラジルなどビジネス上

関係が深い国の研修が検討されている。 

また、同社は新卒採用を韓国で始めたと報道されている。日本の理系大学生の基礎学力が低下し

ているという危機感がある。佐世保重工では韓国企業のベテラン技術者が日本に来てコスト削減を

指導している。人材のグローバル化はこうして徐々に浸透していく。現在は丁度そうした節目に来

ているように思われる。 

参照文献 47 韓国で新卒採用、韓国から技術者招聘 

IHI：---08 年から韓国で新卒の採用活動を続ける。これまでに 12 人が入社、うち 5 人が技術系だ。「日
本人の理系大学生の基礎学力が落ちている」という危機感が IHI の目を韓国に向ける。---IHI はアジア
の他の国・地域でも採用活動を検討する。 

                                                  
39 経済産業省 産学人材育成パートナーシップ グローバル人材育成委員会 報告書～産学官でグローバル人材

の育成を 概要 2010 年 4 月 p13～参照  

http://www.meti.go.jp/press/20100423007/20100423007-2.pdf#search='「グローバル人材」の確保・育成' 
40 週間ダイヤモンド 2010.9/18  p19 人事天命 「アサヒ社員に衝撃を与えた海外派遣のエリート選抜制度」 

及び、日経産業新聞 2010.9.の記事「生活・食品 国際級の人材、アサヒ醸造中」それぞれ関連記事あり。 
41日本経済新聞 2010.8.14 10 面 
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佐世保重工業；---一人の韓国人が世界 大級の液化石油ガス（LPG）船の建造を指揮する。----常務執行
役員権泰振(57)だ。権氏はサムスン重工業の元専務で特殊船建設の経験が豊富な技術者。----日本の造船
会社の IT 技術の遅れに驚く。韓国ではベテランの技能と知識をデータベースにするのは常識。---韓国
勢を指標にコスト削減を急ぐ---。 

出所：日経新聞 争奪アジアの頭脳「企業強さの条件」特集記事 2010 年 7 月 6 日（火）より JATIS 抜

粋引用 

④．グローバル化に対する意識 

グローバル化に対応し、推進していく主体はあくまで人材である。しかし、日本の現在の戦力

はこのグローバル化に十分に対応可能と言えるのであろうか。これからの戦力たる 20 歳前後の若

者層はますます進むグローバル化に対応可能な人材と言えるのであろうか。世界の他の国々の若

者と比べ、グローバル化に望む競争力や対応力が備わっているのであろうか。世界に向けて飛躍

し、挑戦しようと言う意気込み、意欲、熱意、気力、知力は備わっているのであろうか、十分で

あろうか。グローバル要員を育成する場合、このような本人のマインドの問題を軽視するわけに

はいかない。 

（グローバル人材に求められる素質、知識・能力） 

経団連が実施した「産業界の求める人材像と大学教育への期待」に関する調査結果によれば「グ

ローバルに活躍する日本の人材に求められる素質、知識・能力」について、チャレンジ精神や外

国語によるコミュニケーション、逆境に耐え，粘り強く取り組むことなどが求められている。 

ここで強調されていることは知識・能力よりも「チャレンジ精神」「逆境に耐える」「粘り強い」

といったマインド面に関することである。マインド面が課題としてクローズアップされているこ

とが特徴的である。 

参照文献 48 グローバルに活躍する日本の人材に求められる素質、知識・能力 

 
出所 （社）経済団体連合会「産業界の求める人材像と大学教育への期待」 2011.1.18 から転載 
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（グローバル要員のマインド対策） 

グローバル要員のマインド対策として B 社では「多様な価値観の受容とコミュニケーション能

力の向上、文化的背景の理解促進」をテーマに掲げている。特に異文化理解という点では中国講

座、アジア講座などが用意されている。 

また F 社では、海外赴任時に求められる能力・心構えとして、「グローバル指導員になるには何
．

か一つすごいもの
．．．．．．．．

を持っていることを求めている。そうすると現地で信頼されるようになる。現
．

地の経営に対するサジェスチョン
．．．．．．．．．．．．．．．

とかができることも大切だ」という。多様な価値観、文化的背

景の理解、異文化理解がキーワードとなっており、自身に得意分野があることが大事とされてい

る。  

（グローバル人材の管理） 

グローバル人材の管理についてもマインドがらみの問題の他に体制にまつわる問題がみられる。

日本企業の海外現法の在り方に関する典型的な一般的批判として次のような例がある。 

 「現地の日本人トップはいつも東京ばかり見ている」 

 「提案をしたり、意思決定を求めたりしても即断出来ない」云々。 

また、日本企業で働く外国人から批判される点をみると、次の参考のような点が挙げられてい

る。 

参考 67 日本企業で働く外国人が抱く不満 

外国人が不満に感じる点  → → 求められる仕事の見直しの方向 

 仕事の効率が良くないところがある  仕事のやり方を見直し、効率化を再検討 
 会議の進め方がわかりにくい  会議の目的・議論の流れの明確化 
 仕事の指示が曖昧でわかりにくい  仕事の指示：目的・誰・何・時期の明確化

 任された仕事の途中でしばしば報告を
求められる 

 報告・相談の必要性・必要が生じるケースの
事前通告 

出所 厚生労働省委託事業（株）富士通総研「高度外国人材活用のためのマニュアル」平成 23 年 2 月 p20,p22
等に基づいて JATIS 作成 

 

（文化・風習等理解の促進） 

こうした問題は、現地の国民性や文化・習慣等の理解を欠くことから生じているといわれてい

る。人事制度については、上記高度外国人材活用のためのマニュアルによると、人事制度につい

ては「全く新しい制度
．．．．．．．

を作る必要はありません。でも、少しだけ調整
．．．．．．

が必要です。」となっている

が、仕事のやり方・進め方については“仕事の生産性”がアップすることが期待されるのであれ

ば見直しはプラスになる。 

また、日本の本社サイドで持つべき権限・リーダーシップ、現地で持つべき権限・リーダーシ

ップ、或いは、現地の国民性を踏まえた人事管理・人事制度という視点が重要である。こうした

問題は各企業としても大きな意味を持つが対象国毎に日本企業が直面する課題でもある。個別企
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業だけでなく日本企業全体の問題として真剣に取り組むべき課題であろう。 

（海外派遣の主役を担う心構え） 

留学生や外国人新卒者はこれから期待される重要な戦力ではあるが、やはり海外派遣の主力は

国内人材が担わなければならないであろう。国内層のグローバル展開に向けた意識は海外派遣の

大役を担おうとする心構えが十分にできているのだろうか。 

内閣府による世論調査「労働者の国際移動に関する世論調査」をみると、若い世代ほど外国で

の就労に高い関心を示している。しかし、その比率は 2 割に満たない。 

参考 68 外国での就労意識 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

わからない

関心がない

どちらかといえば関心が
ない

どちらかといえば関心が
ある

関心がある

 
出所：内閣府大臣官房政府広報室、世論調査担当「労働者の国際移動に関する世論調査」の「表 1 外国での就

労への関心」より、JATIS 作成 

（海外就業意欲） 

次の報道によれば、ある企業が社内で実施した「やりたい仕事調査」において、海外で働くこ

とに前向きな人の割合は、奇しくも内閣府調査とほぼ同じく 2 割を切っている。これが低すぎる

と診るべきかどうかについては、その企業の海外進出の進め方のスピードに係わる問題であるの

で一概に判断することは出来ない。ただ、海外に如何にして社員の目を向けさせるかという課題

が浮上しつつあることを暗示しているデータではある。 

参照文献 49 海外に行きたくない人が多い 

富士電機 HD では 2010 年 56 月に「やりたい仕事調査」を実施したという。調査対象は従業員

14 千人以上、有効回答数 90%以上であった。このうち、人事異動を希望する人の割合は、13%、

海外で働きたいかについては是非働きたいが 2%、制約条件がクリアされれば働きたいが 16%、

両者併せて 18%が海外で働くことを肯定している。つまり、残りの 82%は海外には行きたくな

いと回答している。制約条件として上げられているのは希望派、非希望派いずれも語学力や生活

環境である。 
出所：日刊工業新聞 2010.12.1 富士電機 HD 社員の要望人事に反映 “社内転職”で職場活性化 より

JATIS 引用 
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この調査が端的に示すように、 近の日本人は本当に内向きで使えない人間になってしまった

との論調が流布しているように見える。その一方、それは表面的な見方に過ぎないとする次のよ

うな見方もある。 

（日本の若者の可能性） 

次の参照文献によると、日本は、物質的豊かさの満足の後に来る精神的な豊かさを希求する段

階にある。つまり、「日本社会が変革したのであるから、人の考え方や求めるものが変わるのは当

たり前ではないか。現に独力で日本を飛び出して海外で活躍している日本人の若者は多い。日本

の若者は日本で思われているよりずっとたくましい。すばらしい可能性を秘めている。」と論じて

いる。 

参照文献 50 ニューヨークでは元気な日本人の若者が頑張っている！ 

要 旨 内     容 

日本の若者に対
する論調は正鵠
を得ているか 

「---時系列的な社会調査の結果を見て、 近の日本の若者にはチャレンジ精神が
ないとか、向上心が足りないのではないかという単純な論調を見ることがある
が、私は必ずしもそういうことではないのではないかと思う。 

表面的な見方、
社会が変革した
背景こそ分析す
べき 

似たような文言の質問紙を使って時系列的に繰り返して調査をすれば、たしかに
表面的にはそういう数字はあらわれるだろうが、社会が変革したのだから、人の
考え方や求めるものが変わるのも当たり前で、それを掘り起こしてなぜそうなっ
てきたのか、背景には何があるのか、探究してこそ適切に現代社会が分析できる。

勇気を持って海
外に飛び出した
若い日本人は元
気がいい 

（芸術系、シェ
フ、美容師、ス
ポーツ） 

ニューヨークでは若い日本人がけっこう頑張っていると感じる。企業から派遣さ
れてきた駐在員ではなく、自力で自分の意思で米国にやってきた若者たちは特に
元気がいい。ダンスや歌、音楽、美術などの芸術系の人たち、日本では味わえな
いようなフュージョン系の和風料理で腕をふるう日本人シェフたち、高度の技術
で評判の高い日本人美容師たち、日本でも活躍が良く知られているスポーツ界の
日本人選手たち。日本では英語がそんなに得意ではなかったと思われる人たち
が、勇気を持って日本を飛び出して、なんとか英語を駆使して困難を乗り越えて
元気に暮らしている。 

日本の若者：た
くましい、すば
らしい可能性 

日本の若者は日本で思われているよりずっとたくましいし、すばらしい可能性を
秘めていると感じる。日本人の海外志向が過去より減ったからといって悲観する
ことはない、日本がそれだけ豊かになっただけのことだ。---」 

 出所：JMM [Japan Mail Media] No.611 Extra-Edition 2010 年 11 月 24 日発行 『NEW YORK, 喧噪と静

寂』第 37 回（不定期連載）「日本人の海外志向の減少とドメスティックな米国人」肥和野 佳子：国際税務

専門職、ニューヨーク、マンハッタン在住 をもとに JATIS 作表 

 

（グローバルマインドの覚醒） 

グローバル人材の育成策として社員のマインドを如何に覚醒させるかという課題がある。次の

事例42は、危機感を持てない日本人社員を覚醒させるための手段を報じた例である。外国人の研

究者を国内に移動させ、国内社員に刺激を与えるための人事交流を行う。国内社員が危機感を持

たざるを得ないように仕向ける。その延長上には新卒社員の一括採用の放棄も視野に入っている。

                                                  
42 日経ビジネスオンライン、の長谷川閑史・武田薬品工業社長へのインタビュー（詳細：日経ビジネス 2010 年 7

月 5 日号掲載） 
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狙いは採用人材の多様性の推進にある。 

（人材投資にお金をかける！） 

人材のグローバル化を進め、企業の一段の発展をめざすには何よりも“人づくり”が大事であ

る。お隣のサムスンは大発展を遂げているが、嘗て日本企業が高度成長時代からやっていたこと

を取り入れただけという見方をしているのが次の指摘43である。「嘗て日本企業がやっていたこ

と」を今サムスンは徹底的にやっている。」 この指摘はひとづくりに真剣に資金を出していくこ

と、つまりサムスンの事例を引きながら日本企業にその昔やっていた人材投資の重要性と必要性

を思い出せと訴えているわけである。一言で言えば“ひとづくりにお金をかけろ”ということで

ある。 

参照文献 51 サムスン---時間とお金をかけた人材教育を重視（嘗ての日本） 

要 旨 内    容 

日本企業の社員教
育が手本（様々なメ
ーカーを調査） 

実はサムスンの人材育成は、日本企業に学んだ社員教育の手法が基盤になっ
ています。サムスングループの創業者であるイ・ビョンチョル氏の指示で、
教育担当の幹部が、様々な日本メーカーの施設やプログラムを調べて回りま
した。  

人力開発院：日本メ
ーカーの研修所を
イメージ 

 例えば、サムスングループの人材育成の心臓部に当たる「人力開発院」は、
ある日本メーカーの研修所をイメージして作ったものです。1960 年代末以
降、電機や半導体分野に参入する過程で、技術だけでなく、人づくりも日本
に学ぼうとしたのです。  

１ ヶ 月 の 新 人 研
修：30 年前の日本
企業のような研修 

 日本企業が 30 年前にしていたような研修を、今でもサムスンは実践してい
る。例えば、人力開発院で 1 カ月近くにわたって実施される厳しい新人研修
は有名です。サムスンの創業者の理念、経営哲学、チームワーク、礼儀など
を徹底的に教育する。  

昔の日本企業：入社
後 11 ヶ月の厳しい
研修があった！ 

 しかし私が日立製作所に入社した 1960 年代半ばには、11 カ月にもわたる
厳しい研修がありました。今は 10 日ほどで終わるそうですが、昔の日本企業
は同じような研修を当たり前にやっていた。多くの日本企業が忘れてしまっ
たような時間とお金をかけた人材教育をサムスンは重視しています。 

出所：日経 BP 電子版 サムスン 強の秘密  サムスン電子の元常務 吉川 実氏インタビュー記事 

2010 年 7 月 21 日（水） をもとに JATIS 作表 
http://business.nikkeibp.co.jp/article/world/20100702/215247/?P=3 

 

（米国でも海外赴任にはベネフィットが要る） 

次の参照文献をみると、前述した“海外に如何にして目を向けさせるか”という課題は、同じ

先進国である米国でも同様に当てはまる課題であることが窺える。ドライだといわれる米国の解

決方法は至って単純で「優遇された高額ベネフィットを用意する」である。 

人材育成は人的投資であり、投資は費用ではない。投資である以上、その効果が後年に亘って

                                                  
43日経BP電子版 サムスン 強の秘密 サムスン電子の元常務 吉川 実氏インタビュー記事  2010年 7月 6

日（火）版参照。同氏は日立製作所に入社後、日本鋼管を経て 94 年にサムスン電子に常務として入社、2004 年

から東京大学大学院経済学研究科ものづくり経営研究センター特任研究員、日本と海外の製造業の比較研究。 主
な著書に『危機の経営～サムスンを世界一企業に変えた 3 つのイノベーション』（講談社、畑村洋太郎氏との共

著）http://business.nikkeibp.co.jp/article/world/20100702/215247/?P=3 
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享受できなければならない。教育研修に工夫を加え、受講者のやる気を引き出すことが企業の活

力を生み出すことに繋がる。カネをかけるだけの価値があることである。 

参照文献 52 ドメスティックな米国人が如何にして発展途上国に赴任するか！ 

要  旨 内   容 

米国でも途上国派
遣希望者は少ない 

---米国企業はもちろん市場を求めて、アジアなどの発展途上の国に本国から
人材を送るが、それに応じる希望者は極めて少ない。 

優秀な人材は離れ
たがらない、一握
りの人材を優遇し
た条件で送り込む 

優秀な人材は本国から離れたがらない。一握りの人材を優遇した条件で本国
から送りこみ、現地の優秀な人材を集めて使うほうが、たいして優秀でもな
い人材をたくさん送りこむよりも経済合理的だし、そうせざるを得ない事情
がある。 

高額な優遇ベネフ
ィットを用意、派
遣国の上流階級並
生活を保障する。
無理な海外勤務は
非現実的。 

米国企業は本国の従業員を外国に送る際には、かなり高額な経費がかかる優
遇されたベネフィットを用意する。たとえば、赴任地特別手当、米国本国並
みの広さ、便利さ、快適さを備えた個人住宅、車、子供の国際学校、配偶者
の就職先などを用意する。事実上、派遣された国でその国の上流階級のよう
な生活が保障されるくらいでないと、発展途上国に行くことを了承する人材
は現れない。既婚者だと経費がかさむので、できるだけ独身で身軽な人材を
送り込む。無理に海外勤務を命じることは現実的ではない。従業員に辞めら
れるだけだ。 

 出所：JMM [Japan Mail Media] No.611 Extra-Edition 2010 年 11 月 24 日発行 『NEW YORK, 喧噪と静

寂』第 37 回（不定期連載）「日本人の海外志向の減少とドメスティックな米国人」肥和野 佳子：国際税務

専門職、ニューヨーク、マンハッタン在住 をもとに JATIS 作表 

 

〈２〉．グローバル化と生産技術者の教育研修 
現在各社に在籍する従業員は海外勤務についてどのように受け止めているのであろうか。先に

みた「海外に行きたくない人が多い」という大手電機メーカーの調査結果にあったように、海外

で働くことについて希望する人の割合は条件付きも含めても約 2 割弱に過ぎないという。こうし

た傾向が一般的であるとすると、必要なことは「海外で働くことを希望はするが制約条件を掲げ

る層」に働きかけて各種研修などを行い、制約条件のハードルを低くする工夫が必要になる。以

下では各社のグローバル関係の研修をサーベイしてみた。 

（３段階に亘るグローバル研修例） 

F 社のグローバル研修プログラムをみてみる。当社では入社後の研修として 3 つの局面が用意

されている。 

第 1 局面の「語学研修・自己啓発」及び「異文化理解、各国別研修」では研修対象が入社３年

目程度～主任までの若手（35 歳位まで）を対象とし、原則ローカル社員を直属上司として現地社

員と同様の役割で海外経験を積む。 長で 2 年間のプログラムである。 

第 2 局面では、留学と異文化理解、各国別研修を行う。対象は、若手管理職を対象(40 歳位ま

で）とし、原則 3 年間で、現法の部門責任者として、現地社員を纏める経験を積むことと、現法

の事業課題を解決していく役割が与えられる。 

第 3 局面では、グローバルマネジメント研修が行われる。中堅・上級管理職 (50 歳位まで) を
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対象とし、上限が 5 年である。現法の経営責任者クラスとして、重要な経営課題の解決を使命と

する。そして実際の海外赴任時には、①業務関連項目、②海外勤務規定の確認、③語学（必要で

有れば）、④赴任地の文化・風習他の研修が行われる。ここに“現地の文化・風習”が研修に加わ

っていることが注目される。 

（多様な語学研修） 

B 社では、グローバルに活躍できる人材の育成を目指して、語学力 と中国講座、アジア講座な

どの異文化理解のほかに派遣研修が行われている。具体的には、インドへの６週間に及ぶ派遣型

語学研修のほか、英国、シンガポール、米国、豪州の各海外拠点における 1 年間の研修や 1 ヶ月

間の海外短期 MBA コースへのエグゼクティブ研修 が行われている。 

（理念・価値観の共有化と計画的海外経験の賦与） 

G 社では、人材育成の考え方として「世界のグループ社員が経営理念・価値観を共有して協力

し、誇りを持って活き活きと働いている」ことを狙いとして挙げている。日本人向けには「世界

で戦えるリーダーの育成」、「グローバル・ビジネス対応力の底上げ」という目標を掲げ、事業計

画に基づいた長期的人員計画によるグローバル要員の確保・育成」を図るとしている。 

具体的な施策としては「計画的海外経験の付与」、「グローバル・リーダーの資質要件明確化、

育成体系の見直し」、「語学力向上施策」が挙げられている。全世界での経営理念・価値観の共有

が強調されていること、計画的海外経験の付与がトップの施策となっていることが特徴的である。 

（修羅場体験、英語と中国語研修） 

このような海外経験の付与という考え方は以下の諸事例にみるとおり、多くの企業で計画され、

実施されている。そのいくつかをまとめてみると次の参考表のとおりである。その多くは海外経

験の機会を与えることに重きが置かれている。また、いきなり海外というようないわゆる「修羅

場体験」を始め、英語に中国語が加わっていること、新興国と特定している事例がみられること

などが目に付く特徴である。 

参考 69 グローバル研修における重要語句 

人事・研修の考え方と対象者 経営・管理・牽引 海外経験の賦与 文化・風習等の知識 

経営理念・価値観の共有 エグゼキュティブ
研修 

派遣型語学研修 異文化理解 
赴任地文化・風習の理解

選抜研修 
抜擢人事 
ストレッチ・アサインメント 
タフ・アサインメント 

グローバルマネジ
メント研修 
海外で戦えるリー
ダー育成 

派遣研修
海外拠点研修 
海外経験の賦与 
修羅場体験 

各国別講座 
アジア講座 
中国講座 
 

出所 各社資料より、JATIS 作表 

（海外経験の重要性） 

いわゆる“修羅場体験
．．．．．

”そのものの適切性は別にしても“場を
．．

踏ませる
．．．．

”ことの重要性につい
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てはホンダの例からも窺うことが出来る44。「日本人リーダーの育成にはなるべく若い時期に海外勤

務の経験をさせて現地人と一緒に働くことを重視している。個人のリーダーシップを更に伸ばしていくに

は海外での責任ある勤務、事業投資先でのリーダー的な勤務、ストレッチ・アサインメント（抜擢）、タフ・ア

サインメント等という実際の職場での経験は極めて価値がある」という。 ただし、このような経験は「系統立

ててリーダーを育てていくというプロセスの中で行ってはじめて価値の高いものになる」と付言されているこ

とに注意が必要である。 

このほかにもダイキン工業の井上会長による「任せて任さず」の精神と修羅場経験と題した記

事によれば“世界で通用するリーダーを育てるには、とにかく「修羅場を数多く踏ませる」こと

に尽きるという。これも修羅場の重要性が強調されている例といえる。 

他の日本企業によるグローバル人材育成の実例を報じた資料によっても、海外で研修を実施す

る例や外国人パートナーとの仕事、海外での語学研修義務化、海外経験と意識改革、現地社員と

の相互理解、生活体験を目的とした海外研修などが実施されていることが窺われる。 

研修期間は入社していきなり始まる例から、初年度 3 ヶ月という例、4 ヶ月以上、半年、1 年間、

また中には半年から 2 年間という例までみられる。次の参考に掲載された 10 社では半年程度が３

社と も多い。研修場所はいずれも海外となっている。 

参考 70 日本企業に於けるグローバル人材育成の実例 

企業名 研修対象者 研修対象者数 研修期間 研修場所 研修内容 その他

堀場製作所 若手社員 毎年10名程度 １年間 海外グループ会社 業務研修 海外でのビジネス・生活体験

千代田化工 新入社員 ほば全員 初年度３ヶ月 海外建設現場 主戦場の労苦 多国籍労働者束ねる現場

日揮 入社２～４年目 －－－ 半年程度 海外現場 苦労・マナー 外国人パートナーとの仕事

東洋エンジニアリング 入社２～４年目 －－－ 半年程度 海外現場 苦労・マナー 外国人パートナーとの仕事

大成建設 新入社員 －－－ 入社いきなり 海外現場 荒療治 人材の早期育成狙い

三菱商事 入社８年目まで 全社員 半年～２年 中国など新興国 語学・実務研修 海外経験と意識改革

丸紅 入社８年目まで 年30人以上 －－－ 海外 語学・実務研修

三井物産 入社5年以内 毎年120人前後 －－－ 海外 実務研修

伊藤忠商事 若手社員 全員 ４ヶ月以上 海外 英語・中国語研修 2011年から中国語研修義務化

日清紡 若手社員選抜 年間数人 －－－ 米国、タイ 米国留学、タイ工場 タイ社員との相互理解  

出所 以下の各種資料から JATIS 作成 
堀場製作所：平成 21 年度ものづくり基盤技術の振興施策(概要)p23 
千代田化工、日揮、東洋エンジニアリング：日経産業新聞 22.9.1「プランと各社に学ぶ 外国

人の活躍 引き出す職場 文化に配慮 断食月は就業時間前倒し 地域住民との
交流会開催 生活も支援」 

大成建設：日経新聞 平成 22 年 11 月 1 日 注目この職場「大成建設 入社後すぐに海外研修」
新人育成、新興国 

三菱商事、丸紅、三井物産：日経新聞 平成 22 年 11 月 22 日 20 代全社員に海外経験 三菱
商事や丸紅、来春から グローバル人材を育成  

日清紡：日経産業新聞 2010.9.8 インタビュー 我が社の人材戦略 日清紡 HD 取締役執行
役員村上雅洋氏、「若手に海外経験軒会」留学や米国・タイ工場に派遣 

 

                                                  
44 以下に引用されている「 」内の文は、経済同友会 第 16 回企業白書からの引用。詳細は下記の参照文献「抜

擢して海外勤務体験の場をつくる----リーダー育成のプロセス」を参照頂きたい。 
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２．グローバル化と海外人材の確保・育成 
前節までは、グローバル人材について主に国内人材に重点を置きながら様々な観点から検討を

重ねてきた。本節では、海外人材に焦点を当てる。海外人材を確保・育成するための基本的な考

え方やスタンスは如何にあるべきか。また、海外人材の教育研修は如何にあるべきか。そのよう

な観点から参考になる事例を収集し、整理・検討する。 

 

〈１〉．海外人材の確保・育成   
①．海外人材確保の現状  

企業が海外に展開する上での人材育成、研究・開発への取組み方針について国際協力銀行が調査

したものがある。これはエンジニア等の高度人材を採用し、育成する場合にどこで採用し、どこで

育成するかについて調査したものである。採用・育成の場として国内と海外、及び内外無差別（グ

ローバル）という 3 つのカテゴリーを設定している。 

例えば、国内で採用し、そのまま国内で育成するという方針の企業は 574 社中の 212 社あり、内

外無差別〈グローバル〉に採用し、国内で育成するという考え方をする企業は同 25 社あるという

ことを示している。 多は、グローバルに採用し、グローバルに育成する企業で 239 社ある。この

ほかに国内で採用し、グローバルに育成するという方針は 59 社とやや多くみられるのが特徴であ

る。 

 

参考 71 高度人材の主な採用・育成場所（全業種） 
育成

国内 海外 グローバル
国内 212 9 59

採用 海外 2 20 4
グローバル 25 4 239

採用と育成の
クロス集計

 
（注 1）  ①採用と②育成の両方に回答している 574 社を集計。    
（注 2）「高度人材」はホワイトカラー、エンジニア、R&D 従事者を想定。   

「グローバル」＝国内：海外を区別しない。拠点毎の対応も含む。   
出所：わが国製造業企業の海外事業展開に関する調査報告－2010 年度海外直接投資アンケート結果（第 22

回）－2010 年 12 月国際協力銀行国際経営企画部国際調査室を基に JATIS 作成 
   
 

経済産業省が発表した「日本企業が人材の国際化に対応している度合いを測る指標」から、海外

事業における人材確保・育成方法として支持が多かったものをみると、「即戦力となる現地人材を

中途採用」(p43 参考の中の e.)「自社で日本人を育成」（同イ．）「自社で現地人材を育成」（同 e.）

「即戦力となる日本人を中途採用（同ニ．d）などが挙げられている。 
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参照文献 53 海外事業における人材確保・育成方法 

 

出所：経済産業省「日本企業が人材の国際化に対応している度合いを測る指標 」第 2-2-2-7 図から転載、JATIS
加筆（原典：国際交流財団、上図内 資料に記載） 

 
 

この調査結果をもとに選択肢の中から“即戦力” か“自社”で“育成”か、或いは“日本人”

か“現地人材”か“留学生”かなどと構成要素を抽出し、再構成してみると（下表）、海外事業の

担い手は現地人材と日本人が主体であり、やや現地人材に期待する割合が大きい。この二者に比べ、

留学生に対する期待は低い結果となっている。 

また、即戦力と既存の自社社員を比べると、ともに大きな期待がかかっているが、やや自社社員

に対する期待が大きい。中途採用と自社育成についても同程度の期待があるが、自社育成の比重が

やや高い。 

以上から、日本企業は海外事業展開に置いて、現地人材と日本人、及び、中途採用による即戦力

と自社人材の育成にともに大きな期待をかけていることが分かる。この調査結果(2009 年)で見る限

り、この時点では留学生に対するウェートはまだ低いままである。 

参考 72 日本企業が重視する海外事業の担い手 

 

 

 
出所 上記参照文献で引用したグラフから JATIS にてその構成要素を抽出し、構成要素別に分離し、再構成

したもの。なお、右 2 つの表については 100％越えているが原調査がマルチアンサーのため。 

自社で日本人を育成 

自社で現地人材を育成 

即戦力となる現地人材を中途採用 

自社で留学生を採用・育成 

即戦力となる日本人を中途採用 
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②．海外人材の育成  

では、確保した海外人材をどのように育成し、戦力にしていくのか。“どのように”を考えるに

はその立脚すべき柱となる考え方を練っておくこと重要である。 

リクルートワークスの大久保社長によると、“日本のやり方の押しつけは通用しない”ことのほ

かに“現地幹部の思いを経営に反映させる必要がある”こと、“現地人の幹部登用”が重要である

こと、“登用した現地人幹部のキャリアパスを考えておく”ことの重要性などが指摘されている。 

参照文献 54 海外で現地の優秀な人材を育てるために必要なこと 

要 旨 内 容 

 日本のやり方を
押しつけ？ 

 現地人を幹部に
することが重要 

---大半の企業は日本のやり方を押しつけても、現地の優秀な人から「それは
おかしい」と言われる。現地の人材をしっかり責任を持たせたり、権限を委
譲したりして、きちんと一緒に仕事をしていく必要がある。現地の幹部の思
いをしっかり経営に反映させる。特にアジアでは、現地人を幹部にすること
が重要である。 

 長期雇用は欧米
企業とも差別化
出来る強み 

 キャリアパスの
選択肢を用意 

日本的な雇用慣行をうまく活用して、長く働いてもらう。長期雇用は欧米企
業とも差別化出来る強みである。新興国でも 初の数年で転職する人は多い
が、それを超えれば、かなり定着している。有る程度活躍すると、しっかり
組織に入ってくれる。その後にグローバルで活躍出来る道も見つけてあげる。
現地トップのままでいいのか。そこを優秀な本人に選ばせる。それぐらいの
ことが必要---。 

出所：海外でも「日本的経営」が強みに、語り手：リクルートワークス研究所の大久保幸夫所長、聞き手：佐藤紀

泰＝日経ビジネス編集委員 平成 22 年 11 月 24 日日経ビジネスオンライン をもとに JATIS 作表 

 

要すれば、全てを日本流で押し通すには限界があるということであろう。次のコベルコ建機の事

例は、現状の“グローバル管理体制を抜本的に見直”していくというインタビュー記事である。抜

擢人事、賃金水準の妥当性の検討、人材マップ、計画的人員配置などのキーワードが注目される。 

参考 73 グローバルに適合する人事制度構築の方向（コベルコ建機の例） 

---同社 理事 総務部長 田孝之氏インタビュー記事 

観 点 現 状 今 後 

海外の人材育成 日本との人事交流はあるが、
研修メニューは現地任せ 

本社も関与して、育成の仕組みを構築 

優秀な人材の発掘 日本から派遣して現法社員を
教育 

抜擢人事も含めて処遇を改善、中国では
賃金水準の妥当性を検討も 

配置と教育 研修はOJTが中心。5年目で
も海外赴任の可能性有り。 

社内の「人材マップ」や中長期のローテー
ション計画をもとに人員配置 

出所：日経産業新聞 2010 年 8 月 11 日（水）我が社の人材戦略「海外でキーマン育成」を基に JATIS 作表 
 

また、次の参照文献は採用される側からの視点を伝えるものである。中国人の場合の就業観や企

業観が窺える。われわれが抱く日本人就職活動者の就業観や企業観とは隔たりがあるように思われ

る。こうした価値観を知らずに採用し、配置しても彼らの力を十二分二引き出して、戦力化してい

くことができるとは思われない。 
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参照文献 55 中国人が も重視し、企業の見極めようとするポイント 

視点 中国人が重視するポイント等 企業の見極めポイント 

◆就業観 

自分個人にとって

プラスとなるか 

「成長や発展が見込めるのかどう」

「自分自身が学んできたスキルや

経験を預けられるのか」 

中国人にとって今後の「発展空間」

は就職先を決める重要項目 

 

「今後の発展空間（その会社に入社

をしてどれだけ自分が成長でき

るのか）はどれぐらいあるのか」

企業そのものに対する絶望感や人

間関係の難しさ、企業における自分

の存在価値の低さを感じた瞬間に

転職を考え始める 

◆企業観 

目的と目指す方向 

「その企業が中国に来た目的は何

なのか」 

「その会社は今後どのような方向

を目指してどのような価値観で事

業運営をしていくのか」 

出所：金 鋭 インテリジェンス中国（英創人材） 総経理、日経ビジネスオンライン  金鋭のなぜ日本企業

は中国で勝てないのか 2010 年 12 月 17 日（金）をもとに JATIS 作表 

日本企業で働く外国人の声をみると、我々の目線では気が付きにくいミスマッチが“外からの目

線”によって浮き彫りとなる。日本企業の思いが正確に外国人には伝わっていない。こうした双方

の意思疎通が不十分なケースがあることが分かる。 

参考 74 日本企業で働く外国人の思いと企業側の思いとのミスマッチ 

外国人が従事した仕事の内容 外国人がしたいと思っている仕事の内容 

 仕事が日本人と同じ→外国人を使う必
要はない 外国人としての存在意義が
ない 

 エンジニアとして入社したが途中から
マネージャーやコーディネータをやる
ようになってやめた 

 海外に関する情報提供やアドバイスを尊重し
て欲しい 

 エンジニアとして専門性を活かしたい 
 国内拠点と海外拠点の架け橋役を務めたい 
 語学力、海外マーケットの土地勘、外国人とし
ての強みを活かしたい 

出所 厚生労働省委託事業 （株）富士通総研「高度外国人人材活用のための実践マニュアル」に基づいて JATIS
作成 

次の参照文献はシーメンス系外資企業に勤める日本人のインタビュー記事であるが、グローバル

化を意識した行動の重要性や社内のルール作りが海外でも理解され、通用すること
．．．．．．．．．．．．．．．

の重要性が指摘

されている。 

参照文献 56 「社内のルールづくりも海外で理解され、通用する、モノ]が必要 

---「グローバル化を意識したモノづくりとか、生産体制とかが、ますます重要になってきます。特
に海外と仕事をしていくためには、社内のルールづくりも海外で理解される、通用する、きっちり
としたモノにしなければなりません.---」 

出所： 一橋ビジネスレビュー季刊 2010WIN58 卷 3 号技術経営のリーダーたち第 9 回「火中の金の栗を拾え」
をモットーに ゲスト 島田太郎（シーメンスプロダクトライフサイクルマネンジメントソフトウエア 
JP（株）代表取締役、インタビュー 延岡健太郎 一橋イノベーション研究センター教授、青島矢一  一
橋イノベーション研究センター准教授 より引用 

 

関連した報道として、資生堂がグローバル人材育成のための人事制度見直しを行うという記事
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45が日経ビジネスに出ている。人事評価制度を世界規模で統一する方向で作業中だという。グロ

ーバル化が進むといずれは全世界の社員が同一の基準で評価されることになる。こうした動きは

次第に勢いを増してくるのではないかと思われる。 

（堅持すべき企業理念） 

しかし、このように、従来国内で磨いてきた諸制度を全て見直していかなければいけないという

ことではない46。逆に変えるべきではないものもある。それが企業理念であろう。企業理念はその

企業のその企業たる所以を言語化したものである。如何にして海外の全社員にまで正しく浸透させ

ていくかが重要な課題である。 

グローバル経営上、現地マネジメントにおける現地人登用が進めば進むほど“遠心力が働く”わ

けであり、“企業理念は求心力”としてますます重要な機能を果たす。こうした取り組みを進めて

いる例が次の H 社である。 

同社では、企業理念の海外浸透という課題を重視している。企業のトップが「様々な機会を捉え

てメッセージを発信」し、「対話を通じて浸透」させている。トップと末端の距離が短くなるよう

な取組を工夫している。例えば、機会ある毎に幹部からメッセージを発信するなどの方法により企

業理念の浸透が図られている。 

 

参考 75 企業理念の海外浸透の工夫（H 社の事例） 

「役員が年一回海外を回り、各工場を隅々まで見て回り、幹部からメッセージを発信」 

「賞与支給時なども TV 会議を使ってメッセージを伝える機会としている。」 

「世界各地で納涼祭を催し、地域の人を招くという企画や実践を現地社員がやる。」 

「なぜ盆踊り大会をやるのかということを各地の従業員が学んでいく。」 

出所 同社ヒアリングなどに基づき、JATIS 作成 

（理念の共有が重要） 

業種は異なるものの次の三井物産の報道も、グローバル展開における理念共有の重要性が窺える

事例である。グローバル化の本質部分は業種を超えて不変といえるのではなかろうか。 

同社では現地の仕事は現地に任せるという方向にグローバル経営の舵を切ったことから、リーダ

ーとしての理念共有を図るため、本社に外国籍社員を集めて研修を行い、自社のビジネス手法や理

念の浸透を狙いとした研修を行っている。この記事では「日本企業の間では、現地法人のトップや

幹部に現地の人材を置く動きが本格化しつつある。」として「現地化という遠心力に対し、こうし

た理念の浸透で求心力を高めることが、グローバル人材育成の鍵を握る。」と締めくくっている。 

                                                  
45日経ビジネス 2010.8.30 p81 
46厚生労働省委託事業 （株）富士通総研「高度外国人人材活用のための実践マニュアル」p3 では“全く新しい制

度を作る必要はありません。でも、少しだけ調整が必要です。”と謳っている。 
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参照文献 57 外国籍社員へのビジネス手法・理念の浸透（三井物産） 

要 旨 内  容（グローバル人材育成の鍵） 

海外法人の幹

部候補にビジ

ネス手法や理

念の浸透 

三井物産は海外法人の幹部候補育成を目的に、外国籍社員に同社のビジネス手法

や理念の浸透を図っている。長期的視点で各国の人材を本社で育成し、日本独特

の商社モデルや同社の理念を学んだ外国籍社員を現地に移管して現地の人材に任

せる「人材と事業の現地化」で、グローバル競争に打ち勝つ戦略だ。 

現地の仕事は

現地の社員に

任せる方向性 

これまでは日本人社員が海外に出向いて仕事をすることが多く、現地社員はアシ

スタント的な仕事がほとんどだった。だがここ数年、同社では現地の仕事は現地

の社員に任せる方向性を打ち出している。日本企業の間では、現地法人のトップ

や幹部に現地の人材を置く動きが本格化しつつある。 

現地化という

遠心力と理念

の浸透という

求心力 

同社は 2009 年にリーダーに求められる資質を示した「リーダーシップ・バリュー」

を策定しており、外国籍社員も「三井物産のリーダーとしての理念を共有するこ

とが重要だ」（グローバル人事推進室長）との姿勢。現地化という遠心力に対し、

こうした理念の浸透で求心力を高めることが、グローバル人材育成の鍵を握る 

出所：日刊工業新聞平成 22 年 10 月 28 日「三井物産 外国籍社員に理念浸透」記事をもとに JATIS 作

表 

 

③．海外人材の採用事例 

日本人を教育研修してグローバル人材を育成する方法と並んで海外人材を直接採用し、育成す

る、或いは即戦力人材を中途採用するという二つの大きな流れがみられる。ここでは、後者の留

学生を含む海外人材の採用と活用の実態をみていく。 

 

 (1).海外人材の採用と活用 

（海外人材は新卒採用と即戦力中途採用の二つ） 

日本国内における外国人材の採用状況を調査した経団連の調査結果をみると、外国人人材を「継

続的に雇用を行い、現在も雇用している」企業は、回答企業の 4 割強に上り、そのうち経団連企

業が 7 割強を占める。 

逆に採用したことのない企業は回答企業の 4 割弱あり、そのうち経団連企業の割合は 3 割弱に

留まる。比較的大手企業が外国人材の採用をしているのに対し、そうでない企業においてはそれ

ほどではないことが暗示される。また、この調査時点では、各企業の本社採用人数に比べ、外国

人材採用比率は 2.7％前後と依然として僅かな比率のままである。 
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日本国内における外国人材の採用状況

本社採用人数の平均 外国人人材の採用人数平均

参照文献 58 国内における外国人材の採用状況  参考 76 日本国内における外国人材採用 

 
出所 （社）日本経済団体連合会 2011.1.18 「産業界が求める人材像と大学教育への期待に関するアンケート

結果【概要版】から、左図はウエッブから転載、 右図は同結果を基に JATIS 作成 
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2011/005/gaiyo.pdf#search 
 

（海外人材採用の拡大） 

海外人材の採用を拡大したという報道は平成 22 年頃からとみに多くなったように思われる。こ

こでは各種報道から海外人材の採用を拡大したという事例をいくつかの参照文献から抽出し、そ

れを分類して表にした。 

この表によると、広範な業種にわたり、海外人材の採用を拡大していることが分かる。特に、

近の傾向としてこれから 1～2 年の間に「外国人採用数の大幅な拡大」(p43～44 の参考の中の

ロ、ハ、ホ、ヘ,b.c.e.f)や、「外国人留学生採用比率のアップ」、「アジア理工系大学で新卒採用枠

大幅拡大」（同ホ．e）、「現地の日本人留学生の採用」（同 g.）、「本社総合職の 4 割を中国人にする」

（同ロ、ハ、ホ、ヘ）といった内容が数多く見られる。 

参考 77 海外人材の採用拡大の事例 

拡大数量 企業名 拡大数量 企業名

14%→30% ソニー 30%まで高める ソニー

約30人→100人 東芝 人数大幅増 ソニー

5%→10% 日立 人数大幅増 ソニー

12人（5人技術系） IHI 4～5人 ニフコ

142人(中国人58人) ドンキホーテ 全体の６割強に コベルコ

－－－ ローソン等 －－－ －－－

－－－ IHI －－－ 三菱重工

－－－ IHI －－－ ニフコ

新卒採用外国人比率アップ

外国人留学生の採用

アジア理工系大学で新卒採用

新卒採用の１割を外国人採用に

現地採用の社員比率拡大６割強に

新卒入社外国人比率拡大

外国人本社採用拡大

新卒入社の外国人留学生拡大

韓国で新卒の採用活動

本社総合職の新卒４割を中国人

外国人社員積極採用 －－－

現地説明会実施継続

韓国外アジアでも採用活動検討

現地の日本人学生の採用

外国人の定期採用2005年から開始

外国人枠拡大の内容 外国人枠拡大の内容

 
出所 以下のそれぞれの出所から JATIS が抽出して作成 

日経新聞 2011.2.3 ユニクロ、新卒 8 割外国人 （ソニー、東芝、日立、IHI,三菱重工各社記事） 

日経新聞 「企業強さの条件」特集記事  2010 年 7 月 6 日（火）（IHI,佐世保重工業各社記事） 

日経ビジネス H22.11.8「時事深窓 うちのエースはアジア人」（ドンキホーテ、ローソン各社記事） 
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（海外人材の登用・研修方針） 

同様に、次の表は海外人材の登用方針や海外人材向け研修方針についてまとめたものである。

「経営中枢には優秀な人材を充てるがその国籍は不問に付す」というもの、「海外現地法人の社員

に対するキャリアパスの明示」などが挙げられている。海外人材に対する研修では「日本に呼び

寄せて実施」、「現地の研修メニューに関与する仕組みの検討」などのトピックスがみられる。 

 

参考 78 海外人材登用指針と海外人材向け研修方針の事例 

企業名 企業名

ニフコ コベルコ

ニフコ コベルコ

国籍不問で優秀人材を経営中枢に

海外現地法人にキャリアパスを示す

日本に呼び寄せて研修する必要

研修メニューの本社関与の仕組検討

外国人の登用指針 外国人向け研修内容

 
出所 以下の出所から JATIS が抽出して作成 

日経新聞 22.8.18 付け「幹部候補に外国人」中小メーカー、海外市場を開拓 （ニフコの記事） 
日経産業新聞 22.8.11 付け「海外でキーマン育成」コベルコ建機理事総務部長柴田孝之氏へのインタビュ

ー記事（コベルコの記事） 
 

また、具体的な海外人材を活用している事例もみられる。この例では韓国出身役員がより進ん

だ韓国の指標を基にコスト削減策を指導しているという。このような海外人材の採用拡大の動き

についてある人事コンサルタントは下記参照文献の中にあるように「人材の鎖国から人材の開国

へ」という表現でその意義を説いている。 

 

参考 79 海外人材の活用事例と海外人材枠拡大の意義 

企業名 企業名

佐世保重工 人事コンサル韓国人役員、韓国指標に基づいたコスト削減 「人材の鎖国から人材の開国へ」

外国人の活用内容 外国人枠拡大の意義

 
出所 以下のそれぞれの出所から JATIS が抽出して作成 

日経新聞 「企業強さの条件」特集記事 （佐世保重工の記事） 
日経ビジネス H22.11.8「時事深窓 うちのエースはアジア人」（人事コンサルの記事） 

 

 

(２).海外人材の幹部候補等登用事例 

海外人材を将来の幹部候補、或いは，即幹部として採用し、登用したという事例はいくつかみ

られる。業種は様々であるが、大企業から中小企業にまで幅広く事例が得られる。各事例で採用

された海外人材では中国人が も多い。他ではインド、フィリピン、ベトナムなどである。 

採用された目的は様々であるが、海外市場の開拓、研究開発、海外法人の人事・労務管理の円

滑化などが挙げられている。現法の労務管理などは現地人材との円滑なコミュニケーションを図

るために海外人材が活用されている。また、現地法人の枠を超えた異動や昇進を可能にすること

で海外人材の志気を高めようという事例もみられる。 
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参考 80 海外人材の幹部候補等に登用した事例 

　対　象　企　業 採用対象者 採用目的

味の素 30代若手 志気を高める

スイッチ製造 中国、印度 市場開拓

機器販売 中国、技術者 研究開発

金型製造 中国、フィリピン 現地待遇改善

計測機器製造 ベトナム 初の拠点がベトナム

ボールベアリング製造 中国、日米ハーフ 中韓の営業担当

プラント建設 外国人数十人 海外受注急増

設計開発部門、名門技術大学出身中心に採用拡大

中国人は中韓対応可、やる気と人間性で採用

企業内「移民経済圏」を作って対処

その他

経営幹部、現地法人枠を超えた異動・昇進可能、経営幹部の６割程度に引き上げ

印：役員・海外担当　　印：販売責任者として上海で海外販売統括

専門技術に関する問い合わせ対応

幹部として労務管理、人事評価担当、現地コミュニケーション改善

 
出所 ③．海外人材の採用事例に載せてある参照文献のそれぞれから JATIS が抽出して作成 

   味の素：日本経済新聞 22.9.7 付け「味の素が研修制度 海外採用現地社員、幹部に育成 欧米やアジ

ア、30 代対象 事業の現地化加速」中小メーカー、海外市場を開拓 記事より 

スイッチ製造：メトロール（東京都立川市、精密位置決めスイッチ、松橋卓司社長）日経新聞 22.8.18 付

け「幹部候補に外国人」中小メーカー、海外市場を開拓 記事より 

機器販売：鳥取メカシステム（鳥取市、自動化・省力化設備、売上の 6 割が中国向け、中国の電子機器

受託製造サービス（EMS）事業者などに機材を販売、林正人社長）日経新聞 22.8.18 付け「幹

部候補に外国人」中小メーカー、海外市場を開拓 記事より 

金型製造：日進精機（東京都大田区、金型製造、田木桂三社長）日経新聞 22.8.18 付け「幹部候補に外国

人」中小メーカー、海外市場を開拓 記事より 

計測機器製造：タケモトデンキ（大阪市、計測機器、三宅康雄社長）日経新聞 22.8.18 付け「幹部候補に

外国人」中小メーカー、海外市場を開拓 記事より 
ボールベアリング製造：井口機工製作所（東京都練馬区、ボールベアリングメーカー）日経新聞 22.8.18

付け「幹部候補に外国人」中小メーカー、海外市場を開拓 記事より 

プラント建設：日揮（株）、東洋エンジニアリング（株）、千代田化工建設（株）；日経産業新聞社 22.9.1
「外国人の活躍引き出す職場」という記事より 

 

次のケースは 2009 年から韓国で、東京本社勤務の幹部候補生を採用している IHI 社の事例で

ある。「韓国は日本語も英語も話せる有能な学生の層が厚く、向上心が強く、自己アピールのうま

い学生が多い。応募者数は 550 人を超える。同期入社の日本人には良い刺激になる」という。 

注目したい点は、日系企業が採用した韓国人学生が「韓国企業と比較して日本企業には学生の

側からみてよりメリット感がある」と指摘していることである。詳細は次の参照文献に記載のと

おりである。 

参照文献 59 韓国の大学生の採用（IHI） 

IHI：2 年前から、東京本社勤務の韓国の大学卒の採用を始めた。 

►2009 年 4 月 8 人  ►2010 年 4 月 4 人  ►応募者数は 550 人を超えた 

◆人事採用グループの水本伸子部長 

►グローバル人材の市場として韓国は 適。日本語も英語も話せる有能な学生の層が厚い 
►韓国には向上心が強く、自己アピールがうまい。同期入社の日本人には良い刺激になる 

◆イ・ソンヒョンさん（営業・グローバル戦略本部営業企画グループ所属） 

►2009 年入社、国立ソウル大卒、 
►学生時代にサムスン電子グループの会社でインターンシップに参加した経験 
►日本企業を選んだ理由 

・韓国の大手企業は入社後に熾烈な競争 
・日本企業は着実にキャリアを積める 

◆技術職を希望する学生も同様 
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►韓国では、商品化を急ぎ、短期研究に力を注ぐ 
►日本では次のビジネスの種を生む、時間の掛かる基礎技術の研究を許してくれる。 

出所：日経ビジネス 2010.8.30 号 時事深窓 幹部候補は韓国で探せ より JATIS 抜粋作成 

 

この記事の中で韓国の学生が日本企業に勤めるメリットとして「日本企業は着実にキャリアを積

める」と指摘している所がある。この点は他国出身の学生にも当てはまるものがあり、日本企業の強

みの一つであるといわれている。日本で働く外国人材の声を調査47した結果をみると「日本の会社の魅

力として長期雇用慣行は魅力と捉えられている」と結論付けている。こうした点を訴求すれば日本企

業の外国企業との人材獲得競争において日本企業向きの外国人志望者を集めることができるのではな

いかと思われる。 

 

 （３）.海外からの留学生を採用するケース 

一部の企業を中心に留学生や外国人採用の動きが本格化する兆しが出てきている。海外からの

留学生を事業のグローバル展開と人材のグローバル化の中でどう位置づけるか。日本と海外とい

う異文化間のつなぎ役、或いは、橋渡し役・架け橋・ブリッジパーソンとして、日本に来ている

留学生をもっと活用すべきだという議論がある。 

日刊工業新聞の産業論文コンクールで第一席を獲得した論文をみると、優秀な留学生を採用す

るメリットをいくつか挙げている。「留学生は日本語ができる、技術もある、そして日本人よりも

向上心がある」という。さらに「日本人学生への良い刺激」、「技術力発展に貢献」、「海外進出で

の活用」などを挙げている。日本企業のグローバル化の推進役として適任との見方である。 

 

参照文献 60 留学生を活用し、内なる国際化を 

 

 

 

 

出所：日刊工業新聞 2010.11.25 2010 フレッシャーズ産業論文コンクールⅠ部 第一席 藤原慶祐氏（中部電力）

から JATIS 抜粋引用 

 

その一方で、留学生を採用するにはそれに伴う諸手続が求められる。在留資格
．．．．

、
．
評価制度
．．．．

、
．
雇
．

用契約
．．．

などに注意が必要
．．．．．．．．

48である。しかし、 も大事なことは「予め外国人が活躍できる場をし

っかり用意してから採用しなければ、成功はおぼつかない」という指摘であろう。 

                                                  
47 厚生労働省委託事業、（株）富士通総研「日本で働く高度外国人材の声」2011.年 3 月参照 
48 関連サイト先：厚生労働省「高度外国人材活用マニュアル」平成 23 年 3 月、同省外国人雇用サービスセンター、

同省学生職業センター、学生等職業相談窓口、（独）日本学生支援機構、アジア人財資金構想（経済産業省、文部

科学省）、入国管理局、内閣府定住外国人施策推進室ポータルサイト，（財）自治体国際化協会～参照 

---優秀な留学生を積極的に採用することで、この〈国際化に伴う諸〉問題を解決していきたい
と考える。日本で高度な技術を学び、親日感情を持つ彼らを積極的に受入ることで、我々と共
に日本の技術力を今後も発展させ、さらに企業の海外進出においては、彼らの力を 大限活用
するというものである。---今や留学生のほうが遙かに向上心の高さを感じた。そしてそのこと
が我々日本人学生に良い刺激を与えていた。お互いが切磋琢磨し合ったのである。--- 
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参照文献 61 留学生の戦力化と受け入れ体制の整備 

 
 
 

 

 

 

 

出所：日経産業新聞 2011.2.4 留学生採用 説明入念に から JATIS 抜粋引用 

また、外国人留学生採用の動きは中小企業にも広がっている。その背景には、日本人新卒で英

語が出来る人材は大手企業に目を向けるため、採用が難しいことから留学生の採用に踏み切らざ

るを得なかったという事情があるようである。採用の一番大きな目標は英語・中国語などの語学

力であり、海外市場の開拓などである。埼玉県などでは地域のマッチング機関が外国人留学生と

中小企業の橋渡しを行っている。 

 
参考 81 外国人留学生の活用事例 

 業  種 外国人 留学生 活用事例 

イ 採用マッチン

グ 

►留学生就職支援交流会を毎年開催 

►外国人留学生と県内中小企業の採用マッチング 

ロ 精密加工業 ►2010 年、外国人留学生を正社員として初めて採用。中国・台湾の 3 人、い

ずれも英語、日本語が堪能。うち 1 人は来年 2 月に海外で開かれる展示会に

同行してもらう予定。「ものおじせず、働く意欲にみちていて驚かされた」 

ハ バネ製造 ►2010 年、初めて中国人 1 人採用。重視したのは英語力。 

►日本人新卒で英語ができる人は大手企業に→留学生の採用に踏み切る。 

ニ 潤滑剤製造 ►理系出身の中国人女性 1 人、営業担当として採用。通訳としてでなく事業

内容やモノづくりの姿勢もと採用後の教育を重視。 

►今後も採用活動継続。将来は国内外のリーダーとして育成。 

ホ 微細粉体製造

装置 

►外国人の全従業員比率：今後 5 年程度で現在の約 10%→約 15%に引上。 

►日本への留学経験者などを対象に、東欧や中央アジア、ロシアの営業担当

者を新たに採用。日本で研修後に現地配属、顧客開拓担当とする予定。 

ヘ フロン処理 ►将来、東南アジアを中心に海外市場の開拓を進める予定 

►紹介を受け、ミャンマー人を採用、家族とも親交、日本語、英語堪能 

►三重大でバイオテクノロジーの博士号取得者、同社子会社の工場長候補 

►入社後、バイオ燃料関連の新事業で、ミャンマーの現地法人に 1 年間派遣

► 「家族との親交によって履歴書ではわからない人となりがみえてくる」 

出所 日刊工業新聞社 22.8.12「外国人留学生 採用相次ぐ 海外進出の中核人材に」という記事（イ～ニ）、

及び、日本経済新聞 2010.8.18 記事「幹部候補に外国人」中小メーカー、海外市場を開拓」という記事（ホ）, 

日刊工業新聞 22.8.23 「クローズアップ 外国人採用 これならできる 海外展開成功事例に学ぶ」とい

う記事（ヘ）から JATIS 作成  

   イ．採用マッチング：埼玉国際ビジネスサポートセンター  

ロ．精密加工業：金子製作所（さいたま市：医療機器や航空機部品の精密加工、金子晴房社長） 

ハ．バネ製造：アクトメント（春日部市：ばね、形状記憶合金の応用、 医療用器具の製造販売） 

ニ．潤滑剤製造：ハーベス（さいたま市：車載用部品や家電製品向け潤滑剤メーカー、前田知憲社長） 

ホ．微細粉体製造装置：奈良機械製作所（東京、大田区区、奈良自起社長） 

ヘ．フロン処理：環境総研（埼玉県桶川市：フロンの破壊処理、再生処理） 

---グローバル展開に向けて、企業が外国人留学生を採用する動きが広がりつつある。留学
生の実力を引き出すためには、どんな受け入れ体制を整えればよいのか。---在留資格---評
価制度---雇用契約---外国人を採用するのは---「外国人に任せたい仕事が出てきたから」と
いう形が望ましい。予め外国人が活躍できる場をしっかり用意してから採用しなければ、
成功はおぼつかないだろう。 
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上記参考表の下から二つの事例は、いずれも海外市場開拓の必要性から外国人採用に踏み切っ

ている。その突破口として日本への留学生に期待が寄せられており、留学生の出身地を含む海外

市場の開拓にあたっている。家族ぐるみの付き合いによって履歴書では分からない人となりが見

えてきたという事例もみられる。これなどは中小企業ならではの外国人留学生活用事例であると

いえよう。 

日本の大学は、少子化の影響と若年層人口の減少から、入学者数の確保が課題となってきてい

る。こうした環境下、建学の当初から海外留学生をメインターゲットに据えている大学がある。

その一つが立命館アジア太平洋大学である。次の参照文献に記載のとおり、毎年卒業する約 500

人の留学生のうち過半数が日本企業への就職を希望しているという。 

参考 82 外国人留学生の多い大学（立命館アジア太平洋大学） 

概要等 内  容 

留学生数 98 カ国から約 3000 人の留学生 

学部の卒業生 約 500 人の留学生 

就職動向 過半数が海外法人を含めた日本企業への就職を希望 

在学生の意識 「APU に入学できたことを誇りに思う。私はこのすばらしい日本に永住した
い。」（インド出身のトーマス・アルヴィン（23）） 

大学職員 訓辞 「君たちは就職するのではない。就社するのだ。それは日本の会社と運命共同
体になること---」亀田課長 

出所：日経産業新聞 22.9.24 「強い大学「就社」留学生を育成 をもとに JATIS 作成 

 

〈２〉 海外人材の教育・研修体制 

経済産業省「日本企業が人材の国際化に対応している度合いを測る指標49」(2009 年 3 月)によ

れば、我が国企業の海外事業展開における人材戦略をみると、「即戦力となる現地人材を中途採用」

(p43 参考の中の f.)が 61.1％と も多く、次いで「自社で日本人を育成」（同イ）が 56.1％、「自

社で現地人材を育成」（同 e）が 52.4％となっている50。自社で現地人材を育成する、つまり、海

外人材を教育・研修するには現地の諸事情を勘案しながら対応しなければならない。以下、海外

人材に対する教育研修のあり方の事例を技術系と技能系とに分けてみていくこととしたい。 

①．海外技術系人材の育成      

技術系を中心としたグローバル人材の育成は、海外現地技術者のレベルアップを図る上で欠か

せない。次の事例は、海外人材の中から中核となる人材を選抜し、その人材を育成強化すること

によって現地技術レベルの底上げを図ろうとしている東芝の事例である。 

本事例では、国内で「IE インストラクター」の資格を取った人材が、海外人材の中で選抜され

                                                  
49 http://www.meti.go.jp/report/tsuhaku2009/2009honbun/html/i2220000.html 
50 経済産業省「日本企業が人材の国際化に対応している度合いを測る指標 」(2009 年 3 月)第 2 章 第 2 節  
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た人材に教育を行って IE 中核人材とし、その中から IE インストラクターの資格が取れるような

海外人材を育成していく。資格が取れた海外人材の IE インストラクターは、海外現地において今

度は傘下の技術者等を指導・育成していくというサイクルになっている。この制度の対象は主に

製造直接／間接／製造技術に携わる生産関連要員である。IE 講座には初級と中級があり、終了す

ると IE 中核人材教育、さらに IE インストラクター教育へと進む。主な教育カリキュラムは生産

管理、経営工学、物流、調達などである。 

 

参照文献 62 海外人材を対象とした教育体系（東芝） 

 
出所 東芝資料より転載 

同様に、グローバル展開の急拡大に伴って生じる日本人技術者の不足に対して採られた H 社の

対策がある。グローバル技術者を日本へ招聘して集合教育を行うことで基礎技術の習得を図って

いる。 

参考 83 海外現地技術者のレベルアップ対策事例 

対策の目的  グローバル拠点の拡大による、日本人技術者不足に対する施策として、拠点が
自立して業務を実行出来るよう、拠点技術者の技術レベル底上げを行う。 

対策の概要 日本へグローバル技術者を招聘して集合教育を行い、基礎技術を習得させる。

技術系 

コース 
1 週間目：基本となる共通項目 

2 週間目：応用個別コース、研修目的を明確化するために受講者が現地から持
ち寄ったテーマに対応したカリキュラムを編成 

 出所 H 社の事例を基に JATIS 作成 

（海外生産技術者育成上の課題） 

海外現地法人の生産技術者育成については、①.日本からの生産技術者派遣、②.ローカルスタッ

フへの OJT による技術移転、という形態を取るのが一般的である。この場合、日本企業が直面す

る海外ならではの問題や課題もみられる。例えば、海外では「離職リスク」があるといわれている。

また、海外進出すると「スタッフ教育における講師・教材などを現地で育成し、制作する」方向に

あることから、今後の課題として「自律的に全社の将来を託せる人材の育成」、「デミング賞へのチ
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ャレンジ」、「工場経営者は 3 年後全て現地幹部から登用」などが挙げられている。 

（マザー工場を活用した海外人材の研修体制） 

海外生産拠点の拡大に伴い、全世界の工場における品質が同等であることが求められるようにな

る。こうした要請に応えていくためには生産技術者をグローバルに育成していく必要が高まってく

る。日立建機では国内外のグループ会社の生産技術者に国内マザー工場において 3 年間の OJT 研

修を行う活動を開始したと報じられている。研修では工程計画、JIT（Just In Time）、合理化、治

具設計などが学習課目として挙げられている。 

参照文献 63 グローバルに生産技術者の育成を開始～日立建機の事例（マザー工場で） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出所：日立建機 HP http://www.hitachi-kenki.co.jp/company/csr/quality/engineer/index.html より引用 

 

（海外人材を対象とした海外 MBA との提携） 

東芝グループ CSR レポート 2010「労働慣行」をみると、「外国人の活躍を支援しています。外

国人の採用拡大を図るとともに、外国籍従業員への配属前研修・配属後フォローアップ、管理者

が外国籍従業員管理のポイントを学ぶ場の提供を通じて、働きやすい職場づくりを推進」とある。

また、同社は現地採用の人材主体にした経営を展望し、海外 MBA と若手育成プログラムを策定

したと報じられている。 

参照文献 64 新興国の人材育成強化（東芝の事例） 

東芝は新興国での営業・サービスを強化するため、組織の現地化を加速する。 

仏系のビジネススクール・経営大学院を運営するインシアードと組んで若手社員を対象とした
育成プログラムを策定し、10 月にシンガポールで研修を開く。現地採用の人材主体にした経
営にシフトすることで、顧客満足度などを向上、新興国市場開拓につなげる考え。 

---現地採用の人材を通じて、営業や顧客サポートなどの業務を強化。----研修対象を将来の
幹部候補生ともなる若手にも広げる。--- 

出所：日経産業新聞  2010 年 9 月 3 日（金）より JATIS 抜粋引用 

「日立建機グループは、海外売上の増大に対応してヨーロッパ、北米、中国、インドネシア、イ
ンドに生産拠点を展開してきました。これに伴い、「Made by Hitachi」をキーワードに全世界
の工場で同等の品質レベルを確保するために、グローバル品質保証部門長会議、グローバル・モ
ノづくり診断、技能競技会などさまざまな活動を行っています。 

2008 年度は、今までの活動に加えグローバルに生産技術者を育成する活動を開始しました。こ
の人材育成では、国内外のグループ会社の生産技術者に対して 3 年間の OJT 研修をマザー工場
である土浦工場で行いますが、研修者は工程計画、JIT（Just In Time）、合理化、治具設計な
どについて学びます。初年度は TCM などの国内グループ会社から 3 名、日立建機（中国）など
の海外グループ会社、関連会社から 4 名、合計 7 名の生産技術者が研修に参加しました。2009
年度についても第 2 陣として国内外から 6 名の研修者を受け入れる予定です。 

4 名の海外からの研修者に 1 年間の研修の感想を聞きました。以下がその感想ですが、研修者
全員が責任を持ってもっと多くの仕事をこなしたいとの希望でしたのでその希望と日本語の習
熟度を勘案しながら今後の研修プログラムを検討することになりました。」
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以上みてきた事例はどれも日本から海外現地に生産技術を移転していくというパターンであっ

たが、必ずしも全てがそうではない。ある企業では、海外現地企業との合弁があり、合弁先が日

本側に無いものを持つ場合には現地の生産技術者が主導することがあるという。この事例におけ

る海外主要工場の立ちあげ状況をみると、欧州のように、ローカルだけで立ちあげたり、ケース

によっては合弁先と双方から技術移転したりという技術移転のパターンがみられる。 

（海外企業におけるグローバル研修体制の事例） 

次に、グローバル・エンジニアの育成事例を海外メーカーの事例によってみてみる。前述した

シリコーンなどを製造する総合化学メーカー、ワッカー社の事例を採り上げる。同社の HP には

次の参照文献のようなグローバル人材訓練プログラムの紹介がみられる。 

同社はワッカーアカデミーを設立し、そこに世界中の技術者を集めて人材育成を行う体制を築

いた。同アカデミーでは、従来世界中のそれぞれのグループ各社がバラバラに蓄積してきた知見

を一カ所に集約することによってグループ内の知を統合し、交換しあい、活用出来るような仕組

みを構築したという。これはグループ力を結集して人材育成のために知の共有化を図るものであ

る。また、他の大学や研究所との密接な連携を進め、知のアップデートに留意している。 

参照文献 65 グローバル人材訓練プログラム、大学等と密接連携（ドイツ企業） 

◆ワッカー・アカデミーは、以前はヴィナパス・アカデミーとして知られていたが、2007 年に改組され、

現在に至る。そのパイオニア的な訓練コンセプトはドイツ・ババリア州バーグハウゼンにて一旦定着す

るや、すぐに他の地域においても導入されるようになった。全く新しいタイプの国際訓練センターとし

て開所以来、非常に多くの顧客やビジネスパートナーたちからも多大の関心を寄せられている。 

◆論理的帰結として、セミナープログラムを 適化し、新しいトピックス・新製品・新しいターゲット

グループに適合できるよう個人の立ち位置を拡大しようとすると、ワッカーアカデミーとして統合され

る必要性が浮上し、統合へと突き進んだものである。 

◆訓練センター自体の名称の変更によって、個々のワッカーグループ内に蓄積されて来た様々な専門性

を、一つのプラットフォームにまとめることが可能になった。一つになることで、様々な専門性や過去

100 年にわたって様々なセクターや国毎に蓄積してきたグループ内の経験を交換したり、新しい衝動を

引き起こすための幅広の土台が提供できるようになった。 

◆-----当アカデミーの本部はドイツ、支部は中国の北京、ロシアのモスクワ、インドのムンバイ等にあ

る。------我々のすべてのセミナーは、主に社内の経験豊かな専門家によって行われる。プログラムを更

に魅力的にし、アップデートするために大学や他の研究所と密接な連携を取っている。 

出所：Wacker の HP サイトから“Wacker Academy” より抜粋、JATIS 仮訳 
同グループの主力 5 分野シリコーン、高分子化学、ファインケミカル、多結晶シリコン、半導体（silicone、 
polymer chemistry, specialty and fine chemistry, polysilicon production 、 semiconductor 
technologies. ） 

②．海外技能系人材の育成       

海外での技能系に対する教育研修は、海外での技術系人材の場合に劣らず重要な課題である。

海外に生産拠点を移す以上、避けて通れない。E 社における海外技能系社員に対する研修は海外

工場ごとに実施されている。そのうち機械の重要部品に関する研修は日本で実施している。海外
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現地の新入社員研修はローカル技能者の担当となっている。 

（海外技能レベルアップの工夫） 

海外における技能系人材のレベルをさらに確実なものにしようとすると、色々な工夫が求めら

れる。H 社では、技能伝承委員会の中にグローバル部会を設けて、全社に亘る技能伝承活動が実

施されている。伝承制度のほかに交流会、グループ内技能オリンピック、要素技術に関する訓練

道場、教科書の現地語化、教科書の正確性担保のための工夫、技能伝承後の伝承結果確認の現地

訪問など様々な工夫がみられる。 

参考 84 グローバルな技能伝承活動の事例（H 社） 

この活動の中で「卓越技能伝承制度」「マイスター交流会」、グループ内の「グローバル技能
オリンピック」といった活動を実施している。 

グローバル生産拠点への技能伝承例として、例えば、ロウ付け訓練道場などがある。タイで
はアーク溶接マイスターやロウ付けマイスターによる指導が行われている。欧州や中国の拠
点でも同様の活動が行われている。 

グループ内の技能五輪指導時に使われる教科書は現地語化が進められている。日本語の教科
書が英語、チェコ語、タイ語、マレー語に翻訳されている。現地語化された教材の正確性を
担保するために、「現地の通訳が日本にきて現地語の指導書に従って作業をやってもらい、そ
の作業を観て両言語間の誤差を縮める」という方法を採っている。日本語の Yes,No は英語
と反対になることがある、現地から日本に来て研修した人が研修したテーマを持ち帰る。技
能が正しく伝承されているかどうかを確認するために日本のマイスターが現地を訪問する。
現地工場で実際に現地の人にやってもらい、それを観て修正し、正しく教え込む。こうして
勘違いを防いでいる。 

出所：H 社資料等を基に JATIS 作成 

（海外伝導のためのマイスター・トレーナー制度） 

なお、同社はこのようなグローバル活動推進人材としてマイスター資格を置いているが、マイス

ターだけでは対応しきれないところが出てくる。そこをカバーできる資格としてトレーナーという

資格を置くことにした。トレーナーは日本人の他、一部海外人材も就任している。トレーナーは主

に工場の中だけ、或いはエリアの中だけで教えることができる。グローバルトレーナーは日本人が

就任し、世界中の拠点で指導することが出来る資格となっている。 

（海外ローカルへの技能教育） 

グループの社員を対象に、技能を競わせることで技能レベルの向上を図る動きは他にも見られる。

C 社は「テクニカルコンテスト」を通じて、海外ローカルに対する「モノづくり導入教育」を実施

している。このコンテストは年 3 回実施され、13 種目、37 職種の競技がある。旋盤、フライス盤、

機械加工、はんだ、機械設計製図、電子機器組立、仕上げ、機械検査、機械保全、溶接、NC 工作

機械等がある。海外からの参加者は全体の 15～25%にのぼるという。 
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（国の制度：JAVADA 技能評価システム活用事例） 

また、国の制度を自社の教育訓練に活用している事例が次の F 社の事例である。この制度は 

“JAVADA 技能評価システム普及促進事業51” といい、ODA 予算から支出される。厚生労働省が

JAVADA（中央職業能力開発協会）に事業委託している。同社はこの制度を活用することで自社の

グローバル社員の技能レベルを共通尺度で評価し、海外拠点の技能底上げを図ることを主な目的と

してこのプログラムに参加している。 

参考 85  JAVADA の「技能評価システム普及促進事業」  

JAVADA の基本方針："現状の開発途上国においては、技能者のレベルを評価するためのシス
テム（評価システム）が未整備であり､技能労働者の技能を正当に評価することが困難。これ
を技能検定、技能競技会を主とした技能評価システムの普及を図ることにより、技能者の技能
を正しく評価して技能レベルを向上させるとともに、モチベーションを向上させ国全体の技能
のレベルアップにつなげることを目的とする。 
出所 中央職業能力開発協会（JAVADA）の HP http://www.kokusai.javada.or.jp/gino/ から引用 
 

JAVADA の海外における技能検定教育を活用することのメリットはというと、世界中の技能者を

同一尺度で評価できる、グループ全体の品質底上げが期待できる、技能者のインセンティブ・モチ

ベーションアップ、生産性の向上を図ることができるなどの点を挙げている。 

参考 86  JAVADA の「技能評価システム普及促進事業」活用上のメリット  

JAVADA は日本にて以下のような「技能検定評価者」研修という教育・訓練を実施 

これにより、技能検定 2 級資格を取得出来るように研修を実施することから、  
 世界同一評価者制度とすることで、同一の尺度で技能を評価できる。  
 自社グループの技能、ひいては品質を底上げ出来る。  
 資格合格者・取得者にインセンティブを与え、受験のモチベーションをあげる 
 ばらつき減少、ポカミスの減少、生産性の向上 

  というメリットを享受できるという。 
  出所 JAVADA の HP 及び F 社資料等に基づいて、JATIS 作成 

（進出先国企業内学校設立による人材育成） 

下記の報道によると、トヨタはインドで企業内学校を設立し、経済的な事情で進学出来ない地元

の 15～18 歳の人に無償で技能教育を実施するという。そこで自動車工場に必要な技能実習の他、

日本語教育や「トヨタウエイ」を学ばせるという。 

  
参照文献 66 インドで企業内学校設立、無償で技能教育（トヨタ） 

トヨタ工業技術学校（TTTI）では経済的な事情で進学出来ない地元の 15～18 歳の人

に無償で技能教育を実施。工場内の技能道場では従業員や部品メーカーが迅速に技能習

得する体制を整備する。―――TTTI は 2007 年に開校した。1 学年 64 人の生徒が３年

                                                  
51 JAVADA の HP http://www.kokusai.javada.or.jp/gino/ から引用 
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かけて溶接、組立、塗装、機械保全などの技能を工場実習などを交えながら習得する。

日本語やトヨタの基本理念「トヨタウエイ」なども学ぶ。全寮制で授業が無料なばかり

か手当も支給するだけに、今年は定員の 17 倍もの高い競争率だった。――― 
出所：日刊工業新聞  2010 年 12 月 17 日（金）トヨタ 成長の土台 インドで着々 金の卵育成、

現場の核に より JATIS 抜粋引用 

（閉鎖工場跡地に研修センター） 

国内工場を閉鎖して、その跡地に国際会議場と研修センターを建てたという例がある。コマツで

は、世界中から従業員を集めて、会議や研修を行う。そのための施設を工場跡地に建設した。海外

展開が急速に進み、いまや日本人がすべての地域に出向いて教育することは難しくなってきてきた。

そこで、ノウハウの詰まった日本の拠点に世界の人材を集結させるという発想が出てきた。生産ラ

インの教育は、大阪工場を「グレイトマザー工場」と位置づけて各国からの従業員の研修が行われ

ている。 

参照文献 67 日本の拠点で教育・研修する仕組みづくりの事例（コマツ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：日経ビジネス 2010.5.10「外国人が群がる国へ」p31 より引用 

 

---コマツは、3 月に石川県の小松工場を閉鎖した。----コマツは、この知を世界の「知の拠点」に

する計画を練り上げた。同時通訳の設備がある大会議場を建設して、「国際会議はここに集約する」

（コマツ常務執行役員の日置正克）という。 
研修センターも造り、「コマツウェイ」を世界に広めるための教育方法やテキストを練り上げて

いく。研修だけで年間 2 万人が訪れることになり、工場を操業していた時代よりも地域への経済

効果が高まる。生産ラインの教育は、大阪工場を「グレイトマザー工場」と位置づけて、世界各

国の従業員を集めて研修する。建機の需要は新興国ほど高まっているが、日本人がすべての地域

に出向いて教育することは難しくなってきてきた。---「日本特有の比較優位を国内に残して、世

界からヒトを集める。---コマツの取組は、空洞化に対する解を示している。」地方経済に詳しい日

本政策投資銀行参事役の藻谷浩介はそう評する。研究開発拠点は外国企業も含めて日本に集める

ことができるはずだ。---
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５．グローバル化対応と人材育成

海外派遣に伴う

国内人材手薄

化の懸念

グローバル人材の確保

グローバル人材
に求められる資

質・素養→
知識・能力より

マインドが課題

グローバル要員のマインド

採用のグローバル化
・国籍無関係に採用～就職も国際競争の時代に
・海外人材のためのキャリアパス整備の必要

グローバル人材育成の考え方と課題
・創業精神、企業理念の共有の仕組みづくり
・現地との協働体制の構築

・現地マネジメント人材の確保・育成

・人事諸制度等の見直し

・国内人材の海外派遣
・海外人材の採用・活用

・外国関心有り：２割弱
・在外日本人若者：高い適

応力～採用多様化の候補

人材育成策の例
・海外研修の現地語化

・非先進国での語学研修
・注目される海外長期派遣制度

出所：JATIS作成

〈３〉まとめ 
（海外派遣に伴う国内人材手薄化の懸念） 

生産技術系各部門には、人材の量的不足感が現在でも

底流として存在し、加えて質的にも十分ではないという

イメージがある。海外進出が進めば進むほど、生産技術

者を中心とした海外派遣要員に対する需要が加速度的

に増加していくと考えられ、国内人材が手薄になる懸念

が強まる。 

（グローバル人材の確保） 

各種報道をみると人材グローバル化関連の報道は平成

22 年度辺り、特に年度後半から急増している感がある。

一部の企業を中心に留学生や外国人採用の動きが本格化

する兆しが出ている。また、外国人留学生採用の動きは

中小企業にも広がっている。 

（グローバル人材に求められる資質・素養） 

経団連が実施した「産業界の求める人材像と大学教育

への期待」に関する調査結果によれば「グローバルに活躍する国内人材に求められる素質、知識・

能力」について、チャレンジ精神や外国語によるコミュニケーション、逆境に耐え，粘り強く取

り組むことなどが求められている。ここでは知識・能力よりも「チャレンジ精神」「逆境に耐える」

「粘り強い」といったマインド面が課題としてクローズアップされている。従って、研修内容も

“いきなり海外赴任”、“全員海外経験”、“修羅場体験”といった研修方法が強調されることにな

る。 

（グローバル要員のマインド） 

若い世代ほど外国での就労に高い関心を示しているが、その比率は 2 割に満たない。しかしそ

の一方で、日本の若者は日本でいわれているよりずっとたくましく、すばらしい可能性を秘めて

いるという指摘もある。悲観一色になる必要はない。採用における多様性を増すという観点から、

こうした海外組についても採用対象に加えることで、グローバル対応力のある人材を確保できる

可能性がある。 

（採用のグローバル化） 

採用時に国籍を無視する動きが出てきている。日本の若年層は就職という面でも国際競争にさ

らされる時代を迎えようとしている。 

採用する職種によっては日本語の重要度が高くないところもあり、採用時に日本語を不問に付

し、採用後に日本語教育を実施するケースも出てきている。海外人材といっても出身国や個人に

よって価値観、就業観は多様である。海外人材については採用後本体で働く場合と母国に帰る場

合と二通りのキャリアパスが必要である。 



－159－ 

（グローバル人材育成の考え方と課題） 

海外に多くの従業員を抱える企業ではまさに、創業時に共通するチャレンジングな状況である

との認識がみられる。グローバル人材を育成するには、創業精神の再確認とそのグローバルな共

有、及び、現地ローカルと日本人の新たな協働体制の確立、信頼して成果を出させる現地マネジ

メント人材の確保・育成といった考え方への転換が課題とされている。 

現地のローカル人材に対する登用方針をみると、「優秀人材の活用」「自社及び日本の理解促進」

の二つが柱となっている。前者では、グローバル・リーダーの選抜、育成、登用の強化が、後者

では、自社精神・企業理念・自社の仕事の仕方の理解促進が掲げられている。 

グローバル人材を採用し、育成し、活用していくために、選抜の仕組みづくり、企業理念等の

共有化の仕組みづくりなどこれから乗り越えるべき課題は多い。人事制度など従来国内で磨いて

きた諸制度を“全て見直しすべき”ということにはならないものの、合理性・生産性の観点から

見直しすべきところは手直しが必要であろう。逆に変えるべきではないものがある。それが企業

理念であろう。 

 

（海外研修の現地語化） 

海外人材を起用し、育成するケースではテキストも含めて海外研修の現地語化が行われている。

国内のマザー工場でまず暗黙知を形式知化し、“やって見せ”“やらせてみる”などというステッ

プを踏み、伝承の正確性を確認している。柔軟で確実な伝承方法が工夫されている。 

 

（注目される海外長期派遣制度） 

サムスンの海外派遣制度が国内で注目を集めている。また、進出先の外国の文化・風習などに

ついてのグローバル研修講座を開設したり、いきなり海外赴任というようないわゆる「修羅場体

験」を始めとする海外経験機会の賦与が重視されたりしている。それだけグローバル化が急で人

材育成が待ったなしの状況にある。 

 

（非先進国での語学研修） 

語学研修では英語が主体であるが、中には中国語が加わっている例がみられる。英語研修は従

来のような先進国英語圏一辺倒ではなく、中にはインドなど非先進国で幹部候補生を対象にした

英語研修を始める例が出てきている。インドは日本人が少なく、外国人と直に触れ合う機会が多

い。国際感覚豊かな幹部の育成が期待されている。 
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ご参考 
◆ちなみに、JATIS には「人材育成サポート部」という組織があり、他社から以下のような教 

育研修を受託している。主な研修内容は次のとおり。 
企業研修 

新入社員研修、新入社員ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修 
ベーシックマネジメントセミナー 
現場ﾘｰﾀﾞｰ研修、経営幹部ｾﾐﾅー、中堅社員研修

国際研修 

英国 4 週間コース、  夏冬管理者派遣（英国 3 週間など） 
若手 8 週間コース、海外赴任者コース、新人英語研修 等々 
仕事に役立つ英会話、英会話ｽﾋﾟｰｷﾝｸﾞ特訓、国際会議 社交術、ﾐｰﾃｨﾝｸ ﾞｽｷﾙ

◆もう一つ、次のような海外赴任者に対する教材として以下〈右〉の出版物を執筆・編集している。 
また、電子辞書などにも搭載されており、web 上でも利用可能である。 

「日本～その姿と心～」（第 9 版、学生社刊 ） 

 日本について話題になる事柄、よく受ける質問を整理し、それぞれに解説を加え、見開きで

対訳を付した日本紹介の本。 
 日英対照版と日中対照版の二種。 
 1982 年の初版発行以来、100 万部を超すロングセラー。 
 小Ｂ6 判（新書タイプ）415 頁、価格 2048 円（消費税 5%込） 
 新日本製鐵（株）の社員が実際に外国人に質問されたナマの事例を集めて出版したもの。 
 事例の分野は、「地理」「歴史」「政治」「経済」（企業経営を含む）「社会」「科学技術」「文化」

と広範に及ぶ。 
以下はその一部。 

----目次の一部抜粋；このような内容を日英・日中両語のページを左右対照に配置---

ｃ）仏教..…………………･………………… 

d）禅･…………………………………………･ 

ｅ）キリスト教…………･……………………… 

１９）風俗・習慣・娯楽 

ａ）着物（和服)･………………………･……… 

ｂ）主な年中行事………･……………………… 

ｃ）国民の祝日………………………………… 

d）郷土色豊かな祭りや伝統的行事……･…… 

ｅ）外国と異なる日本の習慣………………… 

f）名刺…………………………………………･ 

ｇ）判子………………………………………… 

ｈ）風呂敷……………………………………… 

ｉ）そろばん…………………………………… 

ｊ）賭け事……………………………………… 

ｋ）パチンコ・パチスロ･……･……………… 

Ｉ）カルタ…･………………………………… 

m）碁（囲碁）・将棋・麻雀･………･………… 

n）日本の流行歌とクラシック音楽………… 

ｏ）日本映画……………………･……………… 

p）日本のマンガ･……………………………… 

ｑ）メディアコンテンツ……………………･ 

'101 食物・飲み物 

ａ）食生活……･ 

ｂ）日本料理……………･……………………… 

ｃ）日本における外国料理……･……………… 

d）酒･…………………………………………… 

ｅ）飲み物…･ 

ｆ）タバコ…… 

11）日本人について 

ａ）国民性…･…………………･……………… 

ｂ）日本人の集団帰属意識…………………… 

ｃ）武士道･…………………………………･… 

d）切腹………………………………………･… 

ｅ）日本人の微笑……………………………… 

ｆ）日本人の自己紹介のしかた……………･ 

(121 日本の文化力 

ａ）文化力の再認識･………･………………… 

ｂ）文化芸術立国にむけた政府の方針……… 

⑪観光 

ａ）日本の自然景観を楽しむ………………… 

ｂ）日本の歴史や文化財をたずねる.………… 

ｃ）日本にある世界遺産．,…………………… 
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第５章 グローバル人材育成と産学連携 
 

１．学生・院生の職業志向と生産技術職 
 

第一回専門部会では次のような議論がみられた。「確かに大学でも生産技術をやって

はいるが、数が少ない。学生を採用して、選抜した後のフォローについては“探られ

たくない”ものの興味はある。」「生産技術という生産現場でキャリアを積んでいく仕

事にこんなに重要な仕事があるということを学生が理解しているのかどうか、非常に

気になるところだ。」 

このような点を念頭に置いて、以下、学生・院生の職業志向と生産技術に対する意

識をみていく。 

 

 

〈１〉．若年層のグローバル志向とその背景 

①．留学生数の日中韓比較 

若年層のグローバル志向の弱さについては、米国大学に留学する日本人が少なくな

っている一方で韓国や中国からの学生が急増しているということがマスコミ等でも話

題になっている。 

OECD の調査によれば確かに留学生総数をみると日本より韓国のほうが多い。2008

年のデータをみると、日本から海外に留学した人数は 53 千人弱、韓国が 115 千人強で

ある。人口は韓国が 48 百万人と日本の 4 割弱に過ぎない。韓国の留学生が総数でも人

口あたりでも日本を大幅に上回っている。 

一方、日中間比較では、中国の留学生数は 511千人に対して日本が 53千人弱である。

中国の総人口約 13 億人に対して日本は約 1 億人であるから、留学生数と総人口の関係

をみると、ほぼ人口比に見合う格差となっている。但し、中国の過去 6 年間の趨勢は

急激に上昇傾向を示しており、こうした傾向が続くと、中国の留学生数が人口比でも

日本を上回る可能性があるといえよう。 
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2002年 2004年 2006年 2008年

日本人学生 62,744 61,437 61,035 52,849

韓国人学生 84,001 98,103 103,825 115,464

中国人学生 181,684 381,330 451,526 510,842

62,744 61,437 61,035
52,849

84,001 
98,103 103,825

115,464

181,684 

381,330

451,526

510,842

-

100,000 

200,000 

300,000 

400,000 

500,000 

600,000 

高等教育学生の留学総数

日本人学生

韓国人学生

中国人学生

参照文献 68 高等教育における在外留学生数推移、日中韓比較 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

出所：OECD  Number of foreign students in tertiary education, by country of origin 
and destination の隔年版より、JATIS 作成 

②．人材グローバル化の考え方 

（海外に出たがらない背景） 

留学生の数が日韓逆転しているという報道には同時に「海外に出たがらない日本の

若者」というコメントが随伴している。その背景について色々な解釈が行われている。

次の文献によれば、“英語が出来なくても待遇が変わらない”こと、また、次の参照文

献によれば“日本自体の居心地がいい”ことがあるという。 

参照文献 69 若年層が海外で働きたがらない背景 

---日本社会には、非常に手厚いケアがある。日本語という「壁」が海外からの参入障壁と
なり、日本人マーケットが守られているのである。一般の日系企業の場合、英語が話せて
も話せなくても、給与待遇はそれほど変わらない。日本ほど、グローバルに通用する能力
を持っているかどうかで、待遇の変わらない国は珍しいのではないだろうか。  

 ぬるま湯で心地のいい日本という国の環境が、若者を萎縮させてしまっている。海外志
向が縮小してきた 大の理由は、日本という国なのではないだろうか。---  

出所：日経ビジネス電子版、2010.9.2 「「倭僑」の製造が日本の未来を変える」小林 慎

和（野村総合研究所上級コンサルタント）より JATIS 抜粋引用 
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〈２〉．グローバル志向のある若年層とその活用 

（日本人の若者に関する積極論） 

日本人の若者が海外に出たがらないというステレオタイプな見方に対して、必ずし

も全ての若者に当てはまる話ではなく、海外に積極的に出かけていく若者もいると指

摘しているのが次の文献52である。 

例えば“海外放浪の旅に出る”、“JAICA でアフリカに一年行く”、“NPO の活動でイ

ンドに行ってきた”といった若者たちが英語でボランティア活動をしているとの指摘

がみられる。こうした多様な若者、グローバル化に積極的に身を投じる若者は、これ

から新興国市場の開拓を本格化させていく必要がある企業にとって、頼もしい援軍た

り得るはずである。もっと彼らに注目し、その活用を考えてもいいのではなかろうか

という主張である。 

参照文献 70 海外で働くボランティア達を活用せよ 

---彼女ら・彼らは夏休みを活用する。参加費用は数十万円。もちろん自腹である。何に自
己投資するべきか。気づいている若者も多くいるのである。そして残念ながら、彼女ら・
彼らのこうした OFF the Job（オフ・ザ・ジョブ）活動を評価する企業は皆無である。  

海外在留邦人数は減少してきている。留学生も減少した。新入社員は海外に行きたがら
ない。マクロ的にはこうした傾向が読み取れる一方で、ミクロの中で果敢に過酷な環境に
飛び込み、もがいている若者もいる。そこには、一縷の光明があるのだ。---  

出所：日経ビジネス電子版、2010.9.2 「「倭僑」の製造が日本の未来を変える」小林 慎

和（野村総合研究所上級コンサルタント）より JATIS 抜粋引用 

 

（海外経験豊富な日本人の若者と人材多様化） 

海外に行きたがらない可能性がある新卒と海外活動豊富な若者を組み合わせて採用

の画一化からの脱却を図り、多様な人材を抱えることで、グローバル環境での戦力強

化をはかるという可能性を検討することは一理あるように思われる。 

上の文献が指摘するように、彼らは自発的にグローバル活動のノウハウを身につけ

ている。そうした強みを日本企業の海外展開に生かすという視点もあり得るのではな

かろうか。人材のグローバル化にはこうした採用人材の多様化が必要であり、その多

様化とは必ずしも海外人材の採用を増やしていくという視点だけではなく、海外経験

豊富な日本人の従来採用ターゲット外にあったかもしれない新しい層に着眼するとい

う視点も含まれると解釈してみたい。こうした海外経験型の新しい層を含めると採用

人材の多様化が進むのではないかと思われる。 
 

                                                  
52 日経ビジネス電子版、2010.9.2 「「倭僑」の製造が日本の未来を変える」小林 慎和（野村総合

研究所上級コンサルタント） 
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〈３〉．グローバル人材育成上の配慮 

 グローバル人材を育成する上で、どのような点に配慮すればよいのであろうか。 

（人材育成には経験が大事） 

ある文献53によれば、グローバル人材を育成するには異なる民族や文化を持つ人たち

とのコミュニケーションを行い、多様化した価値観を受け止めるという経験が重要で

あることが指摘されている。こうした経験を通じて自分を相対化し、日本人としての

特徴や強みを明確にすることが出来ると指摘している。 

これはやや抽象的ではあるが、単に海外経験すればいいということではなく、海外

経験とそこでの内省化を通して自分自身を客観視することが大切であり、それによっ

てはじめて自身の成長を実感できるようなプロセスを仕組むことがキャリア開発を支

援する上で重要だという趣旨であろう。 

（海外で働く人に夢を） 

国内から海外に赴任させた後のフォローも重要である。新興国での市場開拓も工場

立ち上げも、交渉したり、働いたりする相手は現地の人である。我が国とは言語・価

値観・商慣習も全て異なる。本社として現地で働く人に対するさまざまな配慮が必要

だと主張している文献54がある。 

この文献によれば、国際展開を成功させる鍵は「海外で働く人が夢を持てる」こと

がポイントであり、そのためには「仕事のやりがいを演出」し、「しっかりしたインセ

ンティブを設計」することであるという。 

 

 

２．企業と教育機関の橋渡し 

（国際競争力は教育の強化から） 

21 世紀に入り、もっとも変化したことの第一に挙げられるのがグローバル化の進展

であろう。世界はフラット化して隅から隅まで見通せるようになった。それまでは先

進国など市場の一部しか活動していなかった世界のマーケットが、人口大国の経済発

展によって何倍にも膨張し、活性化し、巨大な姿が見えるようになってきた。すると

                                                  
53 日刊工業新聞 2010.9.9 記事 「失敗しない企業の年代別キャリア開発支援法」日本マンパワー取

締役日本キャリア開発協会(JCDA)理事長 立野了嗣 参照 
54  Tech-on special 東京理科大学 MOT 講座、ガラパゴスからの脱却 第一回 日本が行うべき

国際展開とは、の中の東京理科大学大学院総合科学技術経営研究科研究科長の伊丹敬之教授と東

京理科大学大学院総合科学技術経営研究科田中芳夫教授の対談の項、参照 
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グローバルな市場をいち早く確保しようとする激烈な競争が始まる。世界に目を向け

て経済成長を目指す国々にとって国際的な競争力強化が至上命題となってくる。これ

こそいま「教育で国際競争力を高めよう」としている世界各国の思惑の背景にある考

え方である。 

（教育の強化は産学連携から） 

日本企業は高度成長時代以来ずっと人材育成の重要性に鑑み、採用した人材を長期

的観点に立って“企業独力で人を育てる”努力を続けてきた。しかし、バブル崩壊移

行の長期低迷によって企業体力が低下し、余儀なく行われたリストラも山を超えた今、

企業単独教育の時代から大学にもその一部を負わせる形態としての“大学と企業の連

携教育”を柱に据える方向にシフトしてもいい時代に来ているのではないか。 

（教育におけるエンプロイヤビリティ重視を） 

世界各国の教育改革は主に“高等教育の拡充”と“教育におけるエンプロイヤビリ

ティ重視”の二つが柱となっている。我が国もこうした方向を真剣に考えるべきとき

にきていると思われる。 

（産学連携教育には企業も覚悟が必要） 

これから我が国企業がグローバル市場でのシェアを更に拡大し、そのための人材を

確保していくには、企業の自助努力が重要であることは当然として、さらに教育機関

との協力関係構築が欠かせない。そのためには世界で主流の産学連携教育に産学官が

真剣に取り組む心構えと資金を負担する覚悟が求められる。 

以下は、「〈1〉産学官連携によるグローバル人材育成」、「〈2〉海外企業の教育機関と

の橋渡しの事例」、「〈3〉日本に於ける教育機関との橋渡しの事例」、「〈4〉グローバル

人材育成に向けた産学官連携事例」、「〈5〉企業による教育支援活動」の順に、現在ど

のような議論が行われているのかを概観し、これから企業はどのような考え方に立脚

し、かつ、どのような対応をしていくことが望ましいか、について考えることにする。 

 

〈１〉．産学官連携によるグローバル人材育成 

①．他機関による産学連携の提言内容 

（日本生産性本部の提言；教育・職業能力・雇用・グローバル） 

財団法人 日本生産性本部は 2009 年 12 月 28 日 労使関係特別委員会（委員長：稲

上 毅 東京大学名誉教授）の「人材立国をめざした成長戦略を」と題した緊急提言を
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発表55した。この提言は、国の進路とそれに沿った政策の道程を提示することが不可欠

であるとの認識に立ち、経済社会の再生にむけた中長期的な戦略の策定・実行や、再

生を担うべく人材立国の実現にむけた取り組みに関するものである。その中で、“学校

教育と職業能力開発との融合”或いは“「教育」と「雇用」との結合”といった我々の

考え方と基本的には一致する提言が行われ、人材育成事業の重要性が謳われている。 

参考 87 日本生産性本部による緊急提言「人材立国をめざした成長戦略を」 

●国家的な人材育成の行動計画の作成にあたっては、学校教育と職業能力開発との融
合を図りつつ、具体的な目標や方法・スケジュールの明確化を。 

●「教育」と「雇用」との結合にむけて、学校教育における職業教育機能の強化とと
もに、学校だけでなく専門学校などをふくめた官民の職業訓練機関との一体化を。

●グローバルな競争力のある人材の育成にむけ、官民の協力により統一的な視点から、
人材育成事業の推進を 

出所 労使関係特別委員会 緊急提言「人材立国をめざした成長戦略を」財団法人 日本生産性本

部 2009 年 12 月 28 日から、JATIS 抜粋、作成 

この提言のうち始めの 2 つは、1 つ目が学校教育と職業教育の統合を目指そうとする

もの。2 つ目は教育と雇用の結合を主張しており、エンプロイヤビリティの重要性に係

わる主張である。2 つとも日機連で技術系人材について調査研究してきた課題と概ね一

致する提言内容である。また、3 つめは正に本年度の調査研究課題である「グローバル

人材」に関する人材育成推進の必要性を謳っている。 

本調査専門部会の取組もまさにこうした流れに沿うものである。 

（経済産業省のグローバル人材育成委員会；社会と接続した大学での人材育成） 

経済産業省の産学人材育成パートナーシップのグローバル人材育成委員会 “報告

書～産学官でグローバル人材の育成を”をみる56と、グローバル人材育成が喫緊の課題

であり、社会全体で育成する必要があること、社会と接続した大学での育成の充実の

重要性などが強調されている。また、海外との双方向にわたる交流の活発化や大学で

の「グローバル人材」の育成のために有効なポイント等が挙げられており、大学での

育成とそれを産業界が強力にサポートすることが期待されている。  

②．産学連携活動の実際 

産学連携活動についての産業界の見方は必ずしも一枚岩ではない。産学連携の意義

                                                  
55 労使関係特別委員会 緊急提言「人材立国をめざした成長戦略を」財団法人 日本生産性本部 2009 
年12 月28 日   http://activity.jpc-net.jp/detail/lrw/activity000956/attached.pdf 
 
56 経済産業省 産学人材育成パートナーシップグローバル人材育成委員会報告書 ～産学官でグロ

ーバル人材の育成を～概要 2010 年 4 月 p8～参照 
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/san_gaku_ps/2010globalhoukokusho_summary.pdf 
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や重要性は一般論としては肯定されるが必ずしも全ての企業にとって 善とは言えな

い。専門部会の議論においても同様であった。以下、産学連携に対する企業のスタン

スの違いを二つの事例からみていく。 

（産学連携活動強化の事例） 

E 社では内外で産学連携活動を強化している。このうち、生産技術はこの企業の生

産技術開発センターが立地する地元の国立大学と連携し、2006 年には共同講座を設置

している。そのほか、2004 年から某国立大学と、2007 年には別の国立大学に社会連携

講座を設置。また、地方の国立大学とは 2005 年からスタートしている。Ｒ＆Ｄ及び生

産の各拠点と直結した産学連携が特徴でその目的は、社外の R&D 資源の活用である。

自社ニーズと大学技術の融合を目指している。並行してインターンシップや MOT 講義

等関連活動を行うことで採用活動にもその効果が波及することが期待されている。 

外部機関との連携を積極的に進めているもう一つの例をみると、F 社では、連携を次

のようにパターン化している。 

1．共同研究：開発スピードを上げる為に、教育・研究機関のノウ
ハウを借りるケース 

2．委託研究：当社独自では開発できない案件に関して委託するケ
ース  

3．産学提携：特定の分野で、基礎技術研究の為に提携するケース
  

4．地域貢献：インターンシップ学生の受入 
5．地域連携：海外大学との連携 

（部門別の連携状況） 

社内の部門別にみた外部機関との連携状況をみると、D 社では共通基盤技術を始め

として製造技術、管理技術などのものづくり技術関係は、大学、研究機関等との連携

が、技術開発部門等に比べて少ないという。 

こうした活動を大学サイドからみた記事がある。東京大学大学院工学系研究科中

尾・浜口研究室の「生産技術に境界なし」というコラムにおいて、D 社が 2007 年から

6 年間、社会連携講座を開設したことと同社との共同研究について報じられている。 

（海外との連携状況） 

また、荏原製作所の HP によると、同社には 1989 年に設立された畠山清二記念荏原

基金57があり、技術指導などを通して国際協力活動を行い、主として東南アジア諸国と

の相互理解と友好関係を深める活動が行われている。タイの AIT(Asian Institute of 

                                                  
57畠山清二記念荏原基金：「技術指導などを通して国際協力活動を行い、主として東南アジア諸国との

相互理解と友好関係を深めるため、1989 年にエバラに設立された。 

これは故畠山清二社長の「環境保全技術に独占はなく、地域社会とともに生きるエバラ」という理

念を生かし、企業の利益を目的としない社会貢献活動と位置づけている。（同社 HP より引用） 
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Technology)と荏原製作所は国際研修コースを共催、東南アジア全域から参加者を集め

ている。タイの他、インドネシアやスリランカでもコースが設けられ、同社技術陣に

よる技術移転に供されている。 

（生産技術に関する大学での事前教育の可能性） 

一方、生産技術分野に関して“企業で現在教育していることを事前に大学で教える

ことが出来るか”という意味合いから“産学連携教育”の可能性はあるのであろうか。

ある企業在籍者の個人的な見解という前提で聴取したところ、以下のような指摘が得

られた。 

1．生産技術者を教育機関と共同での育成の難しさ 

特殊な部類に属するような機器製造に関する生産技術者を教育機関と共同

で育成するのは難しいのではないか。なお、ここでいう“特殊”とは「機械産

業全体の中での細分化された（個別）専門分野に属するような類の機器製造」

という意味合いである。このような特殊な場合には難しい。   

2 ．専門分野の学部授業への落とし込み 

現実の機械産業は（個別）専門機械分野の集合である。したがって個々の専

門分野一つひとつを学部の授業として取り上げるのは事実上難しい。 

3 ．学部では基礎力を 

大切なのは学部で基礎力をしっかり身につけることではないか。基礎がしっ

かりしていれば応用はどのようにでもできる。  

4 ．但し、大学では作業分析なども含めて「工場計画」のような講座はあっても

よい。    

 

〈２〉．企業による教育支援活動（インターンの受け入れ） 

以上みてきたように様々な産学連携事業の中でも特に企業側の協力がないと難しい

のが産学連携教育である。多くの場合、企業側は教育を支援する立場であるから、直

接的な効果を実感しにくい。そうはいっても企業の中にはインターンシップの実施を

半ば社会貢献として結果の如何を問わずに行っている例もみられる。以下、インター

ンシップの位置づけ、海外派遣インターンシップ、その他の教育支援活動についてみ

ていくことにする。 

①．国内企業におけるインターンシップの位置づけと課題 

インターンシップについては、「現在インターンシップ制度は無い」という企業があ

る一方でインターンシップに取り組んでいる企業もある。インターンシップの社内で
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の位置づけをみると、社会貢献として位置づける例や、ある程度自社へのいくばくか

の効果を期待する例など様々である。 

（社会貢献という位置づけ） 

社会貢献と位置づけている例をみると、「インターンシップについては、社会貢献と

位置づけているので採用に繋がらないとしても協力している」というケースなどがあ

る。 

（効果を期待） 

自社への効果をある程度期待している事例としては「インターンシップを通じて当

社の技術を理解して頂くよい機会として期待し、実施している。」がある。これは学生

の理解促進に重きを置いて実施している例である。 

また、別の企業では、インターンシップの効果について「当社の事業を理解しても

らい、かつ、就業イメージを持ってもらう効果はある。要請先の教育機関や研究室と

の良好な関係づくりには効果がある。良い人材であれば、当然ながら、当社への入社

を期待しているという。 

（その他の事例） 

以上の他にインターンシップを制度化しているわけではないが、フランスとインド

からインターシップの学生を受け入れているという事例や、大学等から要請があった

ときに都度、受入れを検討しているという例がみられた。このケースでは「受入れ場

所を技術研究所に特定しており、かつ、相手先は共同研究等の延長線上が多いので、

負担感はさほどない」という 

（今後の課題） 

インターンシップについて、基本的に良い人材であれば採用していくという点で共

通しており、採用に至らなくても社会貢献とみる立場を取って協力していく企業がみ

られる。 

今後の先行きについては「新卒一括採用が将来的にもすべてとは考えていないので、

学生だけではなく、社会人や既卒者をも取り入れて、お互いの試用期間的なもの58とし

てもよい」という例にみるように、新卒一括採用からより多様な採用形態に移行して

いくとの見通しの下、既卒や社会人に枠を広げていくという方向が課題になるように

思われる。 

                                                  
58 この点に関しては本章の②海外に派遣するインターンシップの項参照～財団法人海外貿易開発

協会（JODC）が全国中小企業団体中央会から委託を受けて実施した「海外現地法人 インター

ンシップ事業58」の参加者アンケートをみると受け入れ先中小企業の満足度が高いケースは “優

秀な社会人が採用できた” “もっと社会人枠を広げて欲しい”であり、社会人インターンに対

する評価が高い。 
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（大学サイドの課題） 

第一回専門部会では次のような議論がみられた。「夏休みなどに学生のインターンを

受け入れているが、大学教育のほうがもっと体系化されればいいと思う。」、「そのイン

ターンが単位認定付きの場合の学生の方がそうでない場合よりもやる気がない。」 

これらの議論を見る限り、関係者の全てがうまくいっているわけではないことが窺

える。特に送り出しサイドである大学が対応すべき問題を指摘する発言が複数みられ

た。学生のやる気という問題は大学側の問題や初等・中等教育とも関連がありそうで

あり、根が深い可能性がある。 

（インターンシップのあり方） 

ある企業では「インターンを受け入れていた部署にとって、そのインターンがその

まま自社に就職を決めると喜びを感じる」という指摘があった。これはインターンシ

ップ制度が軌道に乗るための“鍵のありか”を示唆している。 

即ち、インターンシップはそれが結果的に採用に繋がるときには企業の満足度が高

まり、インターンシップに対する積極性を育む。インターンシップが全国的に大規模

に行われるようになり、より多くの企業で取り組むようになればなるほど、“結果的に

採用になる確率は高く”なる。インターンシップが一部企業の特別な制度から一般的

な多くの企業と教育機関が関与する制度へと発展していくことが期待59される。 

②．海外に派遣するインターンシップ 

以上は国内の学生・生徒が国内の企業でインターンシップを経験するというケース

であった。ここでは国内の学生が海外にインターンシップの場を求めるケースを採り

上げる。 

（財団法人海外貿易開発協会の海外インターンシップ） 

財団法人海外貿易開発協会60では、主に中小企業とやる気に満ちた人材との橋渡しの

ための活動として“海外現地法人インターンシップ事業”（全国中小企業団体中央会か

らの委託事業）を展開している。これは、アジア諸国に進出している日本の中小企業

に対し、日本の学生・社会人求職者を橋わたしし、現地法人で就業体験する機会を提

供するというものでアジア各国に社会人と学生を送り込む事業である。 

                                                  
59 インターンシップと採用の関係については日本経団連「採用選考に関する企業の倫理憲章 2011 年

3 月 15 日改定」に“インターンシップは、産学連携による人材育成の観点から、学生の就業体験の

機会を提供するために実施するものである。したがって、その実施にあたっては、採用選考活動（広

報活動・選考活動）とは一切関係ないことを明確にして行うこととする。”とある点に留意。 
60 財団法人海外貿易開発協会の海外現地法人インターンシップ事業、同協会 JODC HP から引用 

http://www.jodc.or.jp/internship/index0.html 
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（海外インターンシップの意義） 

体験談をみると、人材確保難の中小企業にとって「大変有意義であった」、「優秀な

人材を採用することが出来た」、「人材育成上の組織に良い刺激となった」というよう

に先ほどみた東京商工会議所の調査結果とは対照的にその多くがポジティブな結果と

なっている。やはり、学生層に対するコメントより社会人インターンに対する評価が

高いように見受けられる。 

参考 88 海外貿易開発協会（JODC）の海外現地法人インターンシップ事業（概要） 

事業概要 海外現地法人インターンシップ事業 

事業内容 ・中小企業と、就業へのやる気に満ちた人材を結びつける事業（経済産業省中小企

業庁の人材対策事業「人材橋わたし」）の一環として「海外現地法人インターンシ

ップ事業」を実施（全国中小企業団体中央会から JODC が受託） 

目  的 ・日本の中小企業（アジア諸国進出企業）に、日本の学生・社会人求職者を橋わたし

し、現地法人で就業体験する機会を提供、 

・中小企業の海外事業展開の円滑化や日本の人材の国際化 

実  績 ・04～08 年度までの 5 年間、学生を対象に「海外就業体験プログラム」を実施、ア

ジア 7 ヵ国に進出している日系企業延べ 92 社に 179 名を派遣 

・09 年度～新たに社会人求職者を対象に加え規模を拡大、09 年度は社会人 44
名、学生 60 名の合計 104 名、日系企業延べ 46 社に派遣（アジア 8 カ国） 

出所：財団法人海外貿易開発協会 JODC HP をもとに JATIS 作成 

参考 89 海外貿易開発協会（JODC）の海外現地法人インターンシップ事業（体験談） 

中小企業の現状認識 海外インターンシップ事業への要望 

・海外での人材確保は難しい ・人材確保の貴重な場として継続を要望 

・現地で働く日本人の確保は苦労している ・社会人枠の拡大を要望 

本事業の成果 本事業の評価 

・インターンを預かることによる人材育成全
体に与えるプラスの影響大 

・気持ちが引き締まる思い 

・優秀な社会人インターンを採用できた ・本人にとっても価値ある経験 

・海外で働こうというやる気に満ちた若い人
材を採用できた 

・インターンシップの中で人材見極めが可能
になった。メリットある事業だ 

・すばらしい社会人インターを採用できた ・非常に魅力ある事業だ 

・当社にいたインターンが他社で頑張ってい
る 

・本事業を活用して、素晴らしい人材と出会
いたい 

出所：財団法人海外貿易開発協会 JODC HP をもとに JATIS 作成 

 

（国立高専機構の海外インターンシップ） 

もう一つ、海外インターンシップ事業に取り組んでいるところがある。国立高専機

構がそれである。本プログラムは、高専専攻科生（進学予定者を含む）の視野を"世界

レベル"に広げ、世界に通用する高度実践技術者を育成することを目的に、フィリピン、

マレーシア、タイ、インドネシア、トルコ及びスイスの 6 カ国で 3 週間の就業実習を
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行うもので、企業各社はこの事前研修で学生に現地研修プログラム等を踏まえた指導

を行った（平成 22 年度）という。37 国立高専から 59 名の応募があり、そこから 19

高専 22 名の派遣学生が選抜され、海外に派遣されるという狭き門であった。  

参考 90 国立高等専門学校機構による海外インターンシップ事業 

本プログラムの概要 海外インターンシップ事業 

・プログラムの目的 
・高専専攻科生（進学予定者を含む）の視野を"世界レベル"

に広げ、世界に通用する高度実践技術者を育成すること 

・平成 22 年度 

第 3 回実施内容 
・37 国立高専から 59 名の応募 

・19 高専 22 名の派遣学生を選抜 

・派遣国、期間 
フィリピン、マレーシア、タイ、インドネシア、トルコ及
びスイスの 6 カ国で 3 週間の就業実習 

・指導担当者コメント 
（新日鉄エンジニアリング） 

「学生達の顔つきが凛々しく輝き、前向き・真剣。日本の
将来のため、微力ながらお手伝いしたい」 

・指導担当者コメント 
（三井物産） 

「学生に対する言葉にも厳しい中に温かみがあるメッセ
ージを含み、良いプログラム」 

・指導担当者コメント 
（大成建設） 

「期待に精一杯応えるべきと再確認。学生が現地就業を体
験して良かったと思えるよう、 善を尽くす所存」 

出所：国立高等専門学校機構 HP より、JATIS 抜粋  

http://www.kosen-k.go.jp/news/news20101208-2.html 

③．その他の教育支援活動 

（教育に対する企業の協力姿勢） 

それでは、現在の日本においてどのくらいの企業が教育に対して協力姿勢を持って

いるのであろうか。こうした問題意識から設計された調査がある。 

経済同友会が 2008 年に教育に対する企業の協力姿勢を調査している。この結果によ

ると、大学生を対象としたインターンシップについて“導入している企業”と“先方

から要望があれば導入する”という企業を併せると全体の過半数を超えている。しか

も、2 年前と比べると導入している企業は総体としても増加している。小中高生につい

ては大学ほどではないが 2 年間で同様に増加している。ただ、教員に対する導入は生

徒ほど活発とは言えない。 

参考 91 教育に対する企業の協力～経済同友会調査（回答 280 社） 

 

 

 

 
出所：「企業の採用

と教育に関するア

ンケート調査」結

果 (2008 年 調

査)2008 年 5 月経

済同友会 報告書

より JATIS 作成 
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実施していない
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（東京商工会議所の調査結果） 

類似の調査に東京商工会議所の 2010 年の調査がある。この調査によると回答した企

業 629 社（回答率 19%）の中における教育支援活動を実施している割合は 65%と約２

／３近くを占めていることが分かる。 

 

参考 92 企業における教育支援活動の実施状況 

 

注．調査目的：企業による教育支援の現状について把握

するとともに、その結果を東商が行う今後の教育支援事

業の参考資料とする。 

調査期間：2010 年 6 月 10 日～24 日 

調査対象：3,311 社（東商の議員・常任委

員・支部役員及び教育問題委員会の企業） 

回答数(率)：629 社（19.0%） 

調査方法：調査票を郵送、回収は郵送またはファクシミリによる。 

出所：『企業による教育支援活動』に関する調査集計結果 ～景気低迷でも取り組みは｢定着化｣

｢多様化｣～東京商工会議所 平成 22 年 8 月 25 日 をもとに JATIS 作成 

 

同じく東京商工会議所の調査から「企業が教育支援活動を実施していない理由」を

みると、「学校側からの支援依頼が来ない」が挙げられている。そして「やり方がわか

らない」「教育効果が不明である」などが続く。 

参照文献 71 企業が教育支援活動を実施していない理由  

0 10 20 30 40 50 60 70 80

その他

教育支援活動の取り組み情報が不足、やり方が判らない

学校側からの支援依頼がない

企業側の負担が大き過ぎる

教育効果が不明である

企業のメリットがない、少ない

教育に企業が関わる必要はない

21.6

36.2

39.4

33.0 

21.1

25.7

1.4

27.4

30.6

71.0 

15.5

22.6

15.5

2.8

教育支援活動を実施していない理由
（単位：％、複数回答、3 つまで）

２０１０年

２００８年

 

出所：『企業による教育支援活動』に関する調査集計結果 ～景気低迷でも取り組みは｢定着化｣｢多

様化｣～東京商工会議所 平成 22 年 8 月 25 日の図 3 貴社が教育支援活動を実施していな

い理由（単位：%、複数回答、3 つまで）から転載  

 

（企業による教育支援の効果、企業自身の認識） 

このような企業による教育支援がどの程度企業自身に効果があるとみられているの

か。また、企業から見て参加者への教育効果をどの程度とみているのであろうか。こ

うした問いかけがやはり、東京商工会議所の調査から明らかにすることが出来る。 

教育支援実施企業における教育支援効果についての認識として も多いのは「家
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庭・地域・学校との関係構築」、次いで「社会貢献としての認知度の向上」、「当社の知

名度向上」、「将来に向けての人材確保対策」「社内の人材活性化」となっている。 

（企業がみた参加者への効果） 

一方、企業がみた参加者への効果は、「望ましい勤労観・職業観の育成」「基本的な

社会常識・規範やマナーの習得」「コミュニケーション能力の向上、協調性の習得」な

どとなっている。 

（教育支援活動乗軌化の条件） 

回答者のイメージしている参加者が中高生なのか、或いは大学生なのかによっても

この回答の見方は変わってくるが、まだ、どちらかというと参加した企業の良心に依
．．．．．．．．．．．

存した制度運営
．．．．．．．

になっているような回答結果ではある。 

本来であればより多くの企業が参加し、そのような環境の中で企業は教育支援活動

を通じて将来の働き手を確保し、参加者は職業体験を通じて、何をなぜ学ぶ必要があ

るのかといった自己内省をする機会に恵まれる、そうした段階にまで行くことが出来

れば、教育支援活動がサイクルとして循環する軌道に乗ったということができる。 

しかし、東京商工会議所のいくつかの調査結果を見る限り、まだ道のりは遠いとい

わざるを得ない。これは企業だけの問題ではないことも確かである。教育機関、生徒・

学生三者ともどもに問題を抱えている。 

参考 93 教育支援活動による企業への効果（教育支援実施企業のみ） 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

その他

自社の生産性や売上の向上

社内の人材活性化

将来に向けての人材確保対策

自社の知名度の向上

社会貢献としての認知度の向上

家庭、地域、学校との関係構築

教育支援活動による教育支援実施企業への効

果「はい」の回答率(%)

 
出所：『企業による教育支援活動』に関する調査集計結果 ～景気低迷でも取り組みは｢定着化｣｢多

様化｣～東京商工会議所 平成 22 年 8 月 25 日の表 10 教育支援活動による貴社への効果

（教育支援実施企業のみ）から JATIS 作成  

（参加企業の認識する課題） 

ところで参加者は教育支援活動に参加した経験からどのような課題を認識している

のであろうか。同じく東京商工会議所の調査61によれば、「企業の人的な負担が大きい」

                                                  
61 『企業による教育支援活動』に関する調査集計結果 ～景気低迷でも取り組みは｢定着化｣｢多様化｣～東

京商工会議所 平成 22 年 8 月 25 日の表 18 教育支援活動の課題参照 
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が 7 割弱を占め、ダントツのトップを占めている。 

この背景には参加する企業がまだ必ずしも多いとは言えない状況下、肝心の将来の

優秀な人材確保というあり得べきメリットがないまま、一方的負担だけが企業にかか

ってくる現状であってみれば、ある意味当然の結果であろう。 

将来、教育支援の制度が社会全体に行き渡った状態になれば、甲社で職業訓練した

参加者が別の乙社に就職し、丙社で訓練した参加者が甲社に就職するというようなド

イツで現にみられるような制度の成熟化が期待できるようになるものと考えられる。 

大学生の場合はインターンシップの参加者について事前に篩いをかけることで、あ

る程度前述の企業による参加者調査の結果にみるような“後ろ向きの参加者”を排除

していくことは可能であろう。 
 
 
 

〈３〉．内外の企業と教育機関との橋渡し事例 

（インターンシップが企業から評価される場合） 

前述62の財団法人海外貿易開発協会が実施した海外現地法人インターンシップ事業

では、参加した学生も企業も、前向きに評価する感想を残している。この感想をみる

と明らかであるが、企業が前向きに評価するポイントは“やる気のある優秀な人材を

見極めたうえで採用することが出来る”という点に集約されよう。 

インターンシップが学生の就業体験というだけでなく、企業の社会貢献というだけ

では長続きしない。企業の業績次第ですぐに見直しの対象になってしまう。学生を見

極められるだけの長期間に亘るものであったりすれば、企業サイドでは歓迎される制

度であろう。 

（インターンシップが学生に及ぼす影響） 

同様63に国立高等専門学校機構による海外インターンシップ事業にみられるように、

高等教育機関のサイドでも就業体験は学生の目を世界に広げ、現実に繰り広げられる

激しい競争の中で仕事をする意義を学ばせることは学生自身のモチベーションによい

影響を与えることから、歓迎される制度であることは明らかである。 

（インターンシップにおける産学仲介機能の必要性） 

問題は学生を送り出すサイドと受け手サイドを結びつける機能である。企業の中に

は、学校サイドからの要請があれば受けるというスタンスの企業も少なからず存在す

                                                  
62 P170～171、参照 
63 P171～172、参照 
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る。産学連携教育を軌道に乗せるためには学生と企業とをうまくむすびつける機能と

しての“橋渡し”をしっかり設計することがポイントである。 

①．国内における企業と教育機関との橋渡し事例 

（企業と教育機関の橋渡しという意味合い） 

企業と教育機関との連携活動にはインターンシップの他に小中高などに出かけて理

科の授業を行うなど企業や日本機械学会なども力を入れる出前授業、工場見学など

様々な工夫がみられる。この場合における日本機械学会なども“橋渡し”の機能を発

揮しているといえる。 

（非日常体験を提供する橋渡し） 

ここで採り上げたい橋渡しは、インターンシップを始めとした学生にとっての非日

常的経験としての学外活動を実施したい教育機関とインターンシップなどの学外活動

を受け入れることができる企業との間で橋渡しを行うことを指している。 

この橋渡しによって学生が企業などに研修場所を確保し、企業で実習や実務に携わ

ることで研修生に気付きを与え、職業意識が目覚めるきっかけとなるような就業経験

を積み、さらに教育機関における本来の教育に対するモチベーションが高まることが

期待される。 

参考 94 企業と教育機関の橋渡しの事例 

橋渡し実施機関 橋渡しの内容 

日本機械学会 

目的 社会や産業を支える「機械」の意義や役割を広く一般に理
解してもらうため 

事業名 
出前授業：技術者自ら学校に足を運び、生徒に講義を行う。
（ガンバレ「機械系女子」 大手企業で活躍する女性技術
者が熱い講義）～様々な啓発事業の一つ 

日本工作機械工

業会 

目的 次世代を担う学生に関心を持ってもらうため 

事業名 日本国際工作機械見本市「就活応援プログラム 学生の皆
様へ」 

概要 日本国際工作機械見本市とセミナーに学生を招待 

就活応
援プロ
グラム
の内容 

①．学生ガイドブック無料配布
②．セミナー終了後、JIMTOF に初めて来場した学生に．
「JIMTOF みどころガイダンス」（約 15 分）を実施  
③ セミナー会場内に JIMTOF 出展企業情報をゲットでき
る「就活情報ターミナル」と出展関係者と学生が集う「ジ
ョブカフェ」を設置   

出所：日刊工業新聞 2010.8.2 付け 将来の女性研究者・技術者養成へ 日本機械学会が“出

前授業“ガンバレ機械系女子 より JATIS 引用 

出所：日刊工業新聞 2010.9.16 「国際製造技術展 IMTS シカゴショーにおける日本工作機

械工業会正副会長専務理事による現地座談会」 

出所 社団法人日本工作機械工業会 HP から引用 

インターンシップや出前授業以外の国内における企業と橋渡しの事例をみると、

個々には様々なところで実施されていることが分かる。 
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（日本工作機械工業会の橋渡し事例） 

日本工作機械工業会では、日本国際工作機械見本市において「就活応援プログラム 

学生の皆様へ」というサイトを設け、学生を見本市とそこで行われる学生向けセミナ

ーに招待している。セミナーに参加した学生は、実際に JIMTOF 出展者のブースを訪

問したり、ジョブカフェで出展者と気軽に質問したり、いままで知らなかった企業の

魅力を発見していくことができるプログラムとなっている。 

見本市を商談の場のみならず、次世代を担う学生に関心を持ってもらう場ともして

いる。これはまだ実社会経験が十分ではない学生と企業を結びつける橋渡し機能を果

たしている例である。 

（経団連加盟企業の橋渡し事例） 

このほかにも経団連の事例がある。経団連が 2010 年 12 月 6 日発表した“サンライ

ズ・レポート”には、教育・人材開発プロジェクトとして、「経団連の会員企業が既に

実施している小中学校、高校への理科支援員・特別講師の派遣、企業施設（工場・研

究所等）における科学技術体験型授業の実施や、キャリア教育などの教育支援活動の

実態を調査する。」とある。 

この関連では、産業競争力懇談会 COCN が公表した 2010 年 11 月 8 日発表の“成長

を支える人材の育成に関する研究会～子どもの理科離れ対策～”には、メンバーの活

動事例として以下のような表が出ている。 

参考 95 企業による理科離れ対策事例 

実施企業 活動事業 活動内容 

三菱電機 理科授業 太陽電池の働き、熱の伝わり方 

キャノン 理科授業 レンズ工作教室 

東京電力 理科授業：教員研修 環境・エネルギー講座及び教育研修会 

日本電気 工作教室 NEC ガリレオクラブ 

日立化成工業 実験教室 一日化学体験教室、親子事業所見学会＆化
学実験 

トヨタ自動車 理科授業 電磁石の働きとハイブリッドカーの仕組み

注．理科授業：学校のカリキュラム内で実施する授業 
  工作教室・実験教室：課外活動等で実施する理科教育 

出所 産業競争力懇談会（COCN）産業競争力懇談会 成長を支える人材の育成に関する研究会 『子

どもたちの理科離れ』への対応活動＝企業側の『草の根運動』の展開＝ 産業競争力懇談会（COCN）

実行委員 渡邉浩之（トヨタ自動車株式会社技監）2010 年 5 月 15 日 より JATIS 作表 

 

このように企業による教育支援という形の橋渡しは既に多くの企業が取り組んでい

る。しかし、こうした取組が主に個別企業の取組、或いは熱心な一部の教育機関によ

る“点としての取組”に留まっている。すでに東京商工会議所が実施した調査(p173)
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でみたとおりである。国全体の教育にあまねく及ぶ状態とまではいえない。 

（なぜ橋渡しが必要となるのか） 

今、世界中が教育に力を入れていることは前述したとおりである。これから求めら

れる人材は高度な知識を持ち、グローバルに活躍できる高度化人材である。 

こうした人材育成には学生時代から社会との接点となるような学外活動を極力多

く体験させたり、早い時期から海外の同世代と切磋琢磨する経験を積ませたりするこ

とが世界の主流となっている。そのために利用できる機会があれば是が非でも活用し

ていくというスタンスが問われている。特に東アジア、東南アジア諸国にその傾向が

強い。我が国はこうした流れにやや後れを取っている可能性がある。 

世界の潮流を的確に社会に伝え、次世代に慫慂していくのも“橋渡しの一つ”であ

る。産学の橋渡しにできる限り、協力していく姿勢を示していくことが世界との競争

に身を置く企業人の務めではないだろうか。 

（学生が参加する世界的活動にアジア諸国が日本以上に注力） 

そうしたアジア諸国が力を入れている世界レベルの活動の一つが知能オリンピッ

クといわれる様々な科学系（非運動系）オリンピックである。マイクロソフトが主催

するイマジンカップ世界大会や技能五輪もその一つである。次回の技能五輪では中国

が初参加するとの報道もある。 

科学オリンピックは、近年国内で開催されるものがあったり、学会レベルで生徒の

活動を支援したりという前向きな活動がみられるようになった。しかしながら、我が

国のこうした取組はようやく“緒に就いたばかり”という感じを抱かざるを得ない。 

（科学オリンピックと日本の参加） 

次のグラフは科学オリンピックが始まってから何年後に日本が参加したかを示し

たものである。 近設置された比較的新しいオリンピックでは大会が出来てからすぐ

に参加しているが、古くからある数学・物理・化学などはオリンピックが始まってか

ら 30 年以上も経ってからの参加となっている。 

メダルを取ることは大事であるが、このような世界大会に参加し、世界の同世代と

競い合うという体験をするだけでも意味がある。企業としてもこうした活動の後押し

をしていくことは、次世代人材育成上からも必要な活動ではないか。 
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参考 96 科学オリンピック世界大会に日本が参加するまでに要した年数 
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科学オリンピック世界大会参加に要した年数

 
注．横軸の 上段は日本から当該オリンピックに参加した人数 

       中段は当該オリンピックが開始された年と矢印の右側は日本が参加した年 
       下段は大会の呼称でいずれもその後につづく“オリンピック”は省略 

出所 日本科学オリンピック推進委員会 HP に基づいて JATIS 作成 
 

（マイクロソフト主催イマジンカップ世界大会） 

マイクロソフトが主催するイマジンカップ世界大会における近年のアジア諸国の活

躍には目を見張るものがある。日本からの参加状況を見ると、ある教育機関の学生や

生徒・先生といった個人がたまたま興味を持って取組、参加しているという印象が強

い。一方、韓国などは国を挙げて若者に挑戦する機会を与えようとしている。 

2010 年のワルシャワで開催されたイマジンカップ世界大会を参観した IT MONOist

編集部の八木沢 篤によると、「Imagine Cup 2010 では、アジア勢の活躍が目立った。 

部門別優勝国をみると、“ソフトウェアデザイン部門”“ソフトウェアデザイン部門”

はタイが優勝した、“デジタルメディア部門”と“組み込み開発部門”は台湾が、“IT

チャレンジ部門”は中国が、“ゲームデザイン部門”はフィリピンが制している。 

つまり、ど
．
の部門で
．．．．

も
．
優勝したのはアジアの国々
．．．．．．．．．．．．

である。同じアジアの国でもこう

やって顕著に差がつき始めていることに少し危機感を覚えた」という。 

かつての途上国がこの大会でトップを占めている。このような勢いが新興国の人材

を活性化している。 
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参考 97 イマジンカップ世界大会では「躍進するアジア、日本は？」 

１位 ２位 ３位
タイ セルビア ニュージーランド
台湾 ロシア フランス
フィリピン ベルギー フランス
中国 ボリビア シンガポール
台湾 サウジアラビア シンガポール

ソフトウェアデザイン部門
組み込み開発部門
ゲームデザイン部門
ITチャレンジ部門
デジタルメディア部門  

出所：Imagine Cup 2010  Champions. Innovators. Best of the best! HP をもとに JATIS 作

成 
 

（政府等による手厚い支援をする国がある） 

また、同記者の感想64をみると、「参加国の中には、政府、企業、教育機関などから

かなり手厚いサポートを受けて Imagine Cup に臨んでいるチームや、そもそも大学の

授業の一環として、社会貢献を決められた一定期間行わなければ単位を与えないとい

った国もあり、意識の違いというか、日本との温度差というものも強く感じた。」と述

べている。 

この感想で重視したいのは政府、企業。教育機関のそれぞれがこうした活動に学生

や生徒を参加させる意義や重要性を十分認識して具体的な行動を起こしているという

点である。 

今やこのようなコンテストは“世界に通用する人材育成の重要な手段として教育の

中に位置づける”というスタンスが求められている。世界とのズレは修正されていか

なければなるまい。 
 

（産業界との橋渡しを意識した動きが大学でも） 

産業界との橋渡しを意識した動きが大学でもみられるようになってきた。“スーパー

連携大学院構想65”が該当するように見える。 

同構想によると大学が社会のニーズや環境変化に無頓着に、いわば唯我独尊で教育

をしてきたことを反省し、大学と産業界と行政が一緒になって取り組む体制の必要性

を謳っている。真に社会に必要とされる博士や積極的にノンアカデミア分野で活躍す

る博士を養成すること、大学と産業界の連携グループが、将来に向けて必要とされる

複合的・融合的課題に関するプロジェクトを結成し、そこに博士課程の学生を参加さ

せる産学連携教育システムを構築することなどが構想として示されている。 

                                                  
64 ものづくり NEXT2010 「Imagine Cup 2010 組み込み開発部門 日本大会レポート東京高専が 2

度目の 2009Imagine Cup 世界大会へ～母子健康手帳をヒントに妊産婦・乳幼児を救う～」八木沢 

篤 ＠IT MONOist 編集部 2010/4/6 参照 
65 「スーパー連携大学院 HP」 協議会委員長 梶谷 誠 からのご挨拶 「スーパー連携大学院は

なぜ必要か」 http://www.super-daigakuin.jp/aboutus/index.html 並びに、「スーパー連携大学

院 HP」 http://www.super-daigakuin.jp/index.html  参照 
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（産業界で活躍できる博士の養成） 

このような博士課程の教育を産業界のニーズに基づいて産業界とともに一緒に教育

し、育成していくという考え方は、日本だけにあるのではない。早くから取り組んで

いたドイツ語圏や近年目覚ましく普及している英語圏などで広くみられる。普及する

過程では試行錯誤しながら教育手法や産学官の連携手法に磨きをかけてきた。また、

こうした世界の潮流をー早く看取して素早く導入する傾向のある韓国やシンガポール

などのアジア諸国のも追随した動きがみられる。 

②．海外における企業と教育機関との橋渡し事例 

海外では、長期間のインターンシップが普及しており、学生は当然のごとく企業な

どにインターンシップを申し込む。学生時代にアルバイトではなく、将来自分が就職

することを展望した就業体験をする。国によっては一年間休学して職に就く場合もあ

るし、夏休みなどにサマー・インターンとして働くケースもある。 

（米国におけるインターンシップ事情） 

次の文献は、米国のインターンシップの実態について国際機関に勤務する日本人が

身近に観察したところを報じた資料66である。 

この文献によると、「米国の大学生や大学院生は 6 月から 8 月の 3 ヶ月の夏休みの間

に何らかの就業経験を積む人が多い。特に 終学年では就職活動の一環として行われ

る」という。その仕事内容は様々で無休のものから有給のものまであり、そのインタ

ーンを請け負った部署では毎日担当者がインターンに仕事を指導する。 

国際機関の場合、応募してくる学生の国籍も様々で、そのうちの優秀な学生には翌

年またリーダー格となってきてもらうように依頼することがある。実務が優秀かどう

かは、「過去の例から、だいたい 2 週間で差が出て、3 週間使えば、誰が優秀で誰がこ

の仕事に向いていないか、はっきりわかる」という。また、国際機関であるから当然

であるが、仕事上の言語は英語である。 

参考 98 米国のサマーインターンシップ 

制度概要 米国サマーインターンシップの内容 
対 象 大学生と大学院生 

期 間 毎年 6 月～8 月の 3 ヶ月間、夏休み期間

目 的 就業経験を積むこと、 終学年は就職活動の一環

対 価 有給或いは無休 
利 点 企業：“3 週間使えば、誰が優秀で誰がこの仕事に向いていないかわかる”

学生：インターン先から“よい推薦状を書いてもらえる”可能性がある。 

                                                  
66 2010 年 8 月 24 日発行 JMM [Japan Mail Media] No.598 Extra-Edition『NEW YORK, 喧

噪と静寂』第 29 回 （不定期連載）「サマー・インターン」 肥和野 佳子：国際税務専門職、

ニューヨーク、マンハッタン在住より 参照 http://ryumurakami.jmm.co.jp/ 
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出所：2010 年 8 月 24 日発行 JMM [Japan Mail Media] No.598 Extra-Edition『NEW YORK, 喧

噪と静寂』第 29 回 （不定期連載）「サマー・インターン」 肥和野 佳子：国際税務専門

職、ニューヨーク、マンハッタン在住より、をもとに JATIS 作成  

http://ryumurakami.jmm.co.jp/ 

ビジネスウイーク電子版にあるインターン関係の記事67をみると、米国ではインター

ンシップが就職において重要性を増してきており、有力な採用手段視されつつあるこ

とが分かる。 

（ドイツの進出先国で実施している橋渡し事例） 

次の事例は、ドイツ関連の産学連携等に係わる橋渡しの具体例である。ドイツの在

日商工会議所が日本人向けにドイツ・イノベーション・アワード「ゴットフリード・

ワグネル賞 2010」の公募を開始したと報じられた。 

同賞は日本の若手研究者の支援と日独産学連携の推進を目的として 2008 年に創設

された。既に 3 回行われており、 優秀賞受賞者には賞金 400 万円と 長 2 カ月に及

ぶドイツにおける研究助成金が授与される。これらのスポンサーは当然ドイツ企業で

ある。 

参考 99 在日ドイツ商工会議所による日独産学連携の橋渡し事例 

制度概要 在日商工会議所による日本の若手研究者支援内容 
主催者 在日ドイツ商工会議所とドイツ系企業 12 社との共催

事業名 ドイツ・イノベーション・アワード「ゴットフリード・ワグネル賞 2010」

目 的 日本の若手研究者の支援と日独産学連携の推進が目的

内 容 同商工会議所が同賞を公募、 優秀賞受賞者には賞金 400 万円と 長 2 カ
月間のドイツにおける研究助成金を授与、2008 年に創設、今回は 3 回目。

応募対象 環境・エネルギー，健康・医療，安心・安全のいずれかの分野における応用
志向型の研究 

出所：情報サイト Tech-On の 2010.7.7 日付け掲載記事「在日ドイツ商工会議所，日本の若手

研究者対象に研究支援の公募を開始， 優秀賞の賞金は 400 万円」をもとに JATIS 作成 

 

（ドイツではインターンシップは当たり前） 

ドイツは、インターンシップ68が教育機関、企業、家庭、学生など社会の様々な面で

当たり前に普及している国である。ドイツはそのような土壌があるからこそ、在日ド

イツ商工会議所の事例のように、“他国でその地の研究者に応募してもらい、優秀者を

表彰し、自国に招いて研究する機会を与え、いい成果が得られればそれを活用する機

会とする”というようなアイデアが浮かんくるのではなかろうか。 

企業と若手研究者の間の橋渡し
．．．．．．．．．．．．．．

を行うことで“進出先国との新しい関係を構築
．．．．．．．．．．．．．．

し、

ひいては企業の発展に資する布石とする”という戦略を構想できるのではないかと考

                                                  
67 BusinessWeek 電子版“Best Places to Intern:2008”,”Internships:The Best Places to Start”,”50 

Best Internships”参照 
68 ドイツではデュアルシステムをインターンシップと英訳している。 
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えられる。 

（橋渡しの一例：学生に求める職種を明確にして求人するドイツ企業） 

次の参照文献は、カールツァイス財団が 100%所有するドイツのガラス製品製造のシ

ョット社 HP の求人情報から転載したものである。このサイトを見ると、求人情報の

なかにインターシップ生を募集している箇所がある。 

インターンシップを実施する場所はドイツ国内と国外の両方選択可能であり、応募

者もドイツの内外から募集可能になっている。また、求人情報をみると69、具体的にど

のような職種を募集しているのか、幅広く且つ具体的な職種名が並んでいる。その職

種のどれを希望するのかを求人時に明記するよう要求されている。日本と比べ、より

職種を絞った求人をしているようにみえる。 

参照文献 72 ドイツにおける求人サイトの職業情報の出し方 
---SCHOTT の“Job Opportunities ”から  

 

 

 

 

   出所：SCHOTT の HP より、抜粋、右側の箱は JATIS による仮訳 

次に、学生が求職するときのエントリーシートのフォーマットをみるとインターン

シップでどのようなことをしてきたかという経験について問う項目が目を引く。また、

学生時代にデュアルシステムを経験した場合の記入欄も用意されている。こうした制

度は当たり前に普及しているので、学生を評価するときにもまず聞いておくべき項目

となるわけであろう。 

参照文献 73 ドイツにおける求職フォーマット(SCHOT のケース) 

 

 

 

 

 

 

 
出所：SCHOTT の HP より、抜粋、右側の箱は JATIS による仮訳 

学生の側からすると、企業がどういう職種を必要としているか、どのような学業や

                                                  
69 ドイツ企業 SCHOTT の HP にある求職フォーマット 参照 

求職方法  このサイトではインターンシップのために当社が用意した職種の数々をご

覧いただけます。ドイツ国内や国際的な仕事を見つけてみましょう。国外でインター

ンシップができる仕事もあります。 
職種  ---、---、---、エンジニアリング、---、---、---、IT, ---、---、---、プロダクション・

テクノロジー---、---、---、研究開発

Your Entry      ここから求職情報入力       

Choose all      項目全てに入力 
Final thesis、         卒業論文の内容 
Graduate Program,  卒業プログラムでやったこと 
Internship ,     インターンシップ（どのような経験をしたか） 
Job,                  希望職種 
Student Trainee、      生徒向け職業訓練（いわゆるデュアルシステムのこと） 
Tempoarary  Job   パートタイム（パートでどのような仕事をしたか） 
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職業体験をしてきたかがわかりやすい。企業はこうした点を重視して採用する。その

ためにインターンシップの場を広く学生のために提供することは企業にとって結局は

有利な行為になるというわけである。 

日本企業がインターンシップを“社会貢献”という位置づけから“採用のため”と

いうより利害直結型の制度に変えることが出来れば、学業から就業への橋渡しも円滑

さを増すのではと考えられる。もちろんそのためには高等教育機関サイドも同様の認

識に立脚し、教育手法を変革していく用意が必要であることはいうまでもない。とり

あえず、高専や技術科学大学などインターンシップに積極的な取組を見せる教育機関

が近年になって増えつつあることからも、企業サイドから橋を渡す工夫が従来以上に

求められるように思われる。 
 

（橋渡しの一例：産業界で雇うためのドクターコースの設置、デンマーク） 

デンマークには“産業博士コース”という制度がある。通常博士課程は学術論文が

対象であり、博士といえば学術博士のことを指す。しかし、近年の知識の高度化、知

識産業の急拡大、グローバル競争の激化などを受けて産業界からみた高等教育の役割

が高まってきていると認識されている。 

デンマークでは従来の学術博士ではなく、産業界で活躍することを前提とした博士

課程、産業博士制度を産学官が共同して設立している。企業が本コースを志望する学

生を募集し、採択されると大学を公募する。研究テーマは政府の定めた要件枠の中で

大学と企業が合同で審査し、応募者は大学と企業の両方で研究と研究実務を行う。学

位論文はビジネスレポートと呼ばれ、企業の事業に関連した内容であることが義務づ

けられている。政府は企業に補助金を出し、企業は大学の諸費用と学生の給与を負担

する。 

このデンマークの制度のユニークなところは学生も大学もその国籍を問わないこと

と徹頭徹尾産業界で活躍できる人材をめざしていること、企業がイニシアティブを握

っていることである。 
 

参考 100 デンマークの産業博士制度 

制度名 制度特徴 制度概要 

産業博
士制度 

ビジネス志
向色の強い
タイトル 

企業：必要とする技術開発を目的とした PhD 候補者を募
集、従業員として雇用し、当局に助成金（企業が支払う
月給と大学の諸費用）の申請を行う。 

出 所 ： （ デ ンマ ー ク ） What is an Industrial PhD? 、 The Danish Agency for Science, 
Technology and Innovation から JATIS 作成 

  
http://en.fi.dk/research/industrial-phd-programme/what-is-an-industrial-phd/the-indust
rial-phd 
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（橋渡しの一例：デンマークの産業博士の類似例、ドイツの場合） 

デンマークのこの制度と類似した制度はドイツ企業の博士課程向けインターンシッ

プがある。これは企業が抱える課題と実験・研究などの施設及び給料を博士課程の院

生に提供し、そこで院生は企業のテーマに沿った研究を行い、 後に博士論文にまと

める。企業はそこで明らかになった研究成果を活用するというシステムである。 

（橋渡しの一例：産学連携型博士号取得制度、英国） 

英国には 1994 年に制定された Industrial CASE（Collaborative Awards in Science 

and Engineering）プログラム70がある。これは、博士課程の学生が企業などにおいて

産学連携プロジェクトの運営に携わる経験をし、大学と企業両者の監督下で研究を行

い、それによって博士号を取得することを支援するプログラムである。 

助成予算の大部分は政府資金配分機関（リサーチカウンシル）によって行われる。

本制度はデンマークやドイツと同じく“企業が主導権を握っている”ことが特徴であ

る。 

企業は自らのニーズに合致する研究プロジェクトと担当する大学や、学生を主体的

に選定する。企業は資金的な援助を行う。学生は 3 ヶ月以上企業で活動する義務があ

る。学生は「企業における実務経験」によって、専攻分野の理論と実務の関係につい

て理解を深めながら博士号を取得できる。 

参考 101 英国の産業博士制度 

制度名 制度特徴 制 度 概 要 

Industrial 
CASE 

産学連携博士 

大学・企業
両者の監
督下で博
士号取得 

企業は自らのニーズに合致する研究プロジェク
トと担当大学、学生を主体的に選定、資金的援
助義務。学生は 3 ヶ月以上企業で活動義務。専
攻分野の理論と実務の関係を理解して博士取得

EngD 
（Engineering 
Doctorates） 
産業博士 

産業界の
需要に適
合する産
業主導型 

経営的能力を備えたリーダー的技術者育成が目
的、4 年間助成。活動時間の 3/4 を共同参画企業
で勤務、1/4 は大学で教育。専門分野の技術的能
力と経営的能力をともに開発できるよう設計。

出所：「機械工業の高度化に対応する技術系人材に関する調査研究」平成 19 年 3 月（社）

日本機械工業連合会 p84～p88 をもとに JATIS 作成 

 

（橋渡しの一例：産業博士号取得制度、英国） 

また英国にはもう一つ EngD （Engineering Doctorates）プログラムがある71。こ

の狙いは、産業界の需要に適合するような専門職的能力を持った産業主導型博士号の

                                                  
70 「機械工業の高度化に対応する技術系人材に関する調査研究」平成 19 年 3 月（社）日本機械工業

連合会 p84～p88 参照 
71 「機械工業の高度化に対応する技術系人材に関する調査研究」平成 19 年 3 月（社）日本機械工業

連合会 p84～p88 参照 



－186－ 

創出にあり、従来の伝統的な学術主導型の博士号とはかなり異なる資格制度である。 

EngD プログラムは、経営的能力を備えたリーダー的技術者を目指す学生に対して、

4 年間の助成を行う。活動時間の 4 分の 3 程度を共同参画企業での勤務にあて、残りの

4 分の 1 は大学での教育にあてられる。 

教育内容は、専門分野の技術的能力と経営的能力をともに開発できるように設計さ

れている。 参画企業にとって、EngD プログラムへ参画する 大のメリットは、研究

開発プロジェクトから生じる研究成果を学生が大学から企業へと媒介し、移転するこ

とによって企業のコスト体質の改善が期待できることにあるとされる。 

（橋渡しのまとめ） 

教育における産学連携という橋渡し機能の特徴は、デンマークやドイツ、イギリス

などの例でみてきたように、企業主導で学生や博士課程の院生を養成していこうとい

う流れが生じていることにある。 

こうした流れに敏感な韓国企業の中には企業主体の大学連携を行っている例が出て

きた。サムスン72では大学に専門学科を作り、そこの学生を丸抱えで卒業時に採用して

いる。入学試験がそのまま採用試験になっている。教員もサムスンから送り込まれ、

卒業と同時に即戦力となることが期待されている。 

終的に教育の成果が全て支援企業に属するという点で極めて合理的な教育支援活

動である。その意味で学生と企業の橋渡しの究極的な姿を示している。 

 

                                                  
72 日経ビジネス 2010.7.5 「谷底から這い上がれ」p27、日経ビジネス 2010.7.5 「経営理念に立

ち返れ」p33 
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人材育成手段：インターンシップ
採用か社会貢献、新卒＋既卒や社会人にも

６．グローバル人材と産学連携

各国：実践的教育に力を入れ、人材を育成して国際競争力強化

海外で働くことに夢を
・仕事のやりがい
・インセティブ設計

二極化する日本の若者

海外に積極的に出かける若者
→グローバル化対応能力

インターンシップの意義
→人材を見極められること

橋渡し機能とインターンシップ
→“非日常的な体験の機会”を教育に

あるべきインターンシップ
→工学系の全員参加、企業も効果実感

世界の人材育成の主流の考え方

→高等教育重視と教育におけるエンプロイヤビリティ重視

→社会との接点をもつ学外活動体験

人材育成は教育機関と共同で

産学連携教育には企業の覚悟も必要

若年層のグローバル対応意識
→海外に出たがらない（８割強）

インターシップの対象

の拡大

、

・新卒＋既卒や社会人

・国内＋海外

グローバル

人材の育成

出所：JATIS作成

〈４〉．まとめ 
（教育力重視による国際競争力強化） 

21 世紀に入り、もっとも変化したこ

との第一に挙げられるのがグローバル

化の進展であろう。世界はフラット化

して隅から隅まで見通せるようになっ

た。それまでは先進国など一部の市場

しか活動していなかった世界のマーケ

ットが、人口大国の経済発展によって

何倍にも膨張し、活性化し、巨大な姿

が見えるようになってきた。 

グローバルな市場をいち早く確保し

ようとする激烈な競争が始まっている。世界に目を向け、一段の経済発展を目指そう

とする国々にとって、人材を育成して国際競争力を強化することが至上命題となって

いる。これこそいま「教育力強化に邁進」する世界各国の狙いに潜む考え方である。 

（若年層のグローバル対応意識） 

ところでこうした世界の動きに対して我が国の次代を担う若年層の意識はグロー

バル対応が可能な状況にあるといえるのであろうか。巷間では意識調査などに基づき

“海外に出たがらない日本の若者”というタイトルがマスコミ等によって流布されて

いる。その背景について、“英語が出来なくても待遇が変わらない”、また、“日本自

体の居心地がいい”ことなどがあるとされる。 

しかし、このようなややステレオタイプな見方に対して、必ずしも全ての若者に当

てはまる話ではなく、海外に積極的に出かけていく若者もいるとの指摘もある。さら

に“海外に行きたがらない可能性がある新卒”と“海外活動豊富な若者”を組み合わ

せれば、グローバル環境での戦力強化に資するという指摘もある。採用する人材の多

様化を進めることが必要になってくる。 

 

（海外で働くことに夢を） 

国際展開を成功させる鍵は「海外で働く人が夢を持てる」ことがポイントであり、

そのためには「仕事のやりがいを演出」し、「しっかりしたインセンティブを設計」

することが必要である。「異なる文化や習慣を持つ人たちとのコミュニケーションを

行い、多様化した価値観を受け止めるという経験を通じて自分を相対化し、日本人と
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しての特徴や強みを明確にすることが出来る人材」がグローバル人材として活躍でき

るといわれている。 

（インターンシップの意義） 

企業がインターンシップを前向きに評価するポイントは、“やる気のある優秀な人

材を見極めたうえで採用することが出来る”という点に集約されよう。インターンシ

ップが学生の就業体験、或いは、企業の社会貢献という視点だけでは長続きしない。

企業の業績次第ですぐに見直しの対象になりうる。インターンシップが学生・企業双

方にメリットのある成熟した制度となるよう、企業も教育機関も注力していくことが

期待される。 

（あるべきインターンシップと企業の取組） 

インターンシップのあるべき姿を考えると、工学系専攻の就職を希望する学生・院

生の多くが参加でき、企業にとっても“効果が実感できる”だけの長期間であること

が必要である。しかし、現状では一部の企業や一部の教育機関の取組に限られている。 

企業が学生に “海外を含む非日常的な体験の機会”としてのインターンシップを

提供することによって、学生・院生が新しい気付きを得、職業意識に目覚めるきっか

けとなり、さらに学習意欲が高まることが期待される。 

（人材育成と企業人の務め） 

これから求められる人材は高度な知識を持ち、グローバルに活躍できる技術系人材

である。学生時代からグローバル社会との接点となるような学外活動や企業人との接

触を極力多く体験させ、早い時期から海外の同世代と切磋琢磨する経験を積ませるこ

とが必要である。 

特に東アジア、東南アジア諸国では国や企業が率先してこうした機会を提供しよう

としている。世界の潮流を的確に社会に伝え、次世代に慫慂し、協力していくのも“橋

渡しの一つ”であり、世界との競争に身を置く企業人の務めであろう。 

（グローバル人材育成の方向） 

グローバル人材を育成にするには、インターンシップのような産学連携教育による

人材育成が効果的だといわれている。在学中の学生層ばかりでなく、既卒の社会人層

や既にグローバル体験豊富な在外日本人層に対しても内外でインターンを行える機

会を企業が提供することによって、より幅広なグローバル人材を育成することができ

ると考えられる。 

 



 

 

 

残された課題 
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１．職業教育・社会人教育の問題

エンプロイヤビリティを重視した教育への抜本的転換

インターンシップ型職業教育
アクションラーニング、体験型,演習・実習重視型教育

長期インターンシップ

学生に既卒や社会人も対象としたインターンシップ

2-1.女性技術者の活用 2-2.ポスト定年技術者の活用

３．海外で活躍できる人材の確保・育成

内外連結ブリッジパー
ソンの育成

市場開拓先の文化・習慣・
価値観等と大学等高等教

育機関の活用

出所：JATIS作成

残された課題 
１．職業教育・社会人教育の問題 

1-1（世界と日本の職業教育～就活問題への解を探る） 

イ．新卒採用では長期間就活と就職

出来ない若年層の問題がクローズ

アップされている。人材の世界 適

採用が進めば国内の学生・院生は海

外の同世代とも競い合うことにな

り、ますます就職環境が厳しさを増

す。企業の枠を超えた対策が求めら

れる。 

ロ．抜本的対策としては初等・中

等・高等教育における「エンプロイ

ヤビリティを重視した教育への転

換」が必要となろう。こういった流

れに沿うものとして、インターンシップ型職業教育、アクションラーニング、体

験型学習、演習・実習重視教育などの新しい教育手法がある。海外企業は積極的

に取組み、協力している。 

ハ．今後、企業は国内の学生ばかりでなく、海外の学生も含めて実効性のある長期

インターンシップに取り組む必要がある。また、学生に加えて既卒や社会人も対

象としたインターンシップを導入し、採用人材の多様化を図る必要もある。 

ニ．職業教育のあり方について企業の立場から教育問題に取り組むべき課題を検討

する必要がある。 

1-2（高等教育機関における社会人生産技術者の教育） 

生産技術者の教育・研修や海外赴任地の文化・風習などの教育・研修については、

アメリカにみられるように社会人となった後、大学で再教育を受ける機会が得られ

れば国全体として教育研修の効率化が図られる。 

また、鋳物、溶接、金型などの要素技術についても、大学の教育力を活用できる

ようになれば技術系人材の育成上効率的である。企業と教育機関が協働して教育研

修する必要性が高まっている。企業の教育研修を教育機関と協働するうえでの課題

を検討する必要がある。 
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２．女性・ポスト定年労働力の問題 

2-1（女性技術者の活用） 

少子高齢化で次なる人材資源として、ポスト定年世代と女性技術者の活用が注目さ

れる。中でも女性技術者の増強と活用がこれからのポイントの一つであろう。若年人

口が減少していく将来を男性だけの世界で考えると悲観的になるが、女性やベテラン

技術者を加えて考えると必ずしも悲観一色になることはない。活用が十分とはいえな

い資源をもっと生かすことができれば、人口の減少をある程度補うことは可能であろ

う。 

しかし、女性技術者を育成するにはまず将来の女性技術者を目指す層の量的質的確

保が必要である。高校生の段階から工学系学部を志望し、特に機械工学などの基礎工

学をしっかりと学ぼうとする女子を増やしていくための施策を検討する必要がある。 

また、入社後についても教育研修機会や海外赴任を含むローテーションの機会を男

子と同様に十分提供するとともに、意欲・やる気を高められるような職場環境を構築

していく仕組みや制度の整備が求められる。このような施策、仕組み、制度について

検討する必要がある。 

2-2（ポスト定年技術者の活用） 

「企業の競争力を具現する人財」としてのベテラン層について「定年＝退職（或い

は再雇用）」という割り切り方の見直しが必要ではないかと思われる。この問題は、技

術流出を防止する観点、年金制度を維持するための就業期間延長の観点、さらにはこ

うした観点を支える為の企業努力の観点、企業に全ての負担を負わせることの可否な

ど様々な観点からの検討を要する複雑な問題である。 

特に、グローバル化が進むことによって必要となる海外展開要員として豊富な経験

とノウハウを有するポスト定年世代は貴重な補強戦力としてその積極的な活躍が期待

される。この世代であれば若年層のように一人前として養成する時間が省ける。その

半面、現役世代とは働き方の見直しが必要との指摘もある、どのように活用したらよ

いか検討する必要がある。 

３．グローバル人材の問題 

3-1（海外で活躍できる人材の確保・育成） 

生産拠点や販売市場が海外にシフトすると、実際に海外で働ける人材の確保をどう

進めるかが課題となる。これから本格的に海外進出を目指す企業の従業員にとっては、

海外赴任の辞令を突然拝命する人も増えてこよう。また、気が付いたら上司は外国籍



－191－ 

という時代が訪れようとしている。 

グローバル人材を確保・育成するには、それが可能となる環境整備が求められる。

例えば、海外赴任を積極的に希望する、或いは、外国籍社員と切磋琢磨しながら仕事

する、海外赴任地で実力を発揮する、海外で開発から生産まで一貫して現地社員と円

滑にコミュニケーション出来るような環境である。こうした制度・環境づくりを如何

に推し進めていくか検討する必要がある。 

3-2（内外連結ブリッジパーソンの育成） 

国内と海外を結ぶブリッジパーソンが必要とされる。これは、内外の通訳ができる

人材というだけの意味では無く、海外現地法人と本社との間のコミュニケーション役

として広く現地の社会、文化、風習に通じ、両者のコミュニケーションの溝を埋める

ことのできる技術者という役割まで含まれる。こうした能力を持った人材の育成は、

現在、企業内で教育・研修されている。しかし、企業の代わりに大学等教育機関で受

講可能になれば、受講内容の充実や講師陣の手配などといった点において、より効率

的な教育研修が可能になるのではないか。その仕組みについて検討する必要がある。 

3-3（市場開拓先の文化・風習・価値観等と大学等高等教育機関の活用） 

現在多くの企業が海外赴任に当たり、赴任国の文化・風習・価値観など、異文化に

ついての研修を実施している。非常に重要な研修ではあるが、これを個々の企業がそ

れぞれ行うのは日本全体としてみればムダなコスト、ムダな時間を費やしていること

になる。 

赴任地毎のプログラムを大学や大学の異文化研究機関などに派遣することでまとめ

て行うことが出来れば、文系大学等の研究者の調査研究成果を社会に還元する途が開

かれると共に、企業規模の大小にかかわらず、利用することが出来る。 

また、大学研究者ばかりでなく、他社社員とも交流出来るので、国全体として現地

市場に浸透しやすくなる。ここに外交・通商等の担当機関の人材も加わることが出来

れば、より一層国としての重層的な相手国に対する厚みのある（外交・通商）・貿易・

投資関係が構築できる。 

このような関係の上に立ってこそ、海外マーケットの開拓が可能になり、日本企業

が成長・発展する礎となる。ひいては今後目指すべき「一人当たり GDP 成長率」を押

し上げる原動力がうまれると考えられる。こうした仕組みについて検討する必要があ

る。 
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参 考 編 
 

平成２１年度報告書に係わる反響についての抜粋 

 国立高専機構 HP に紹介記事と URL アップ 

「NEWS 機構からのお知らせ」欄に以下の記事が掲載される。 

2010.06.30：日本機械工業連合会より、"高専の意義・役割を再認識することが必要

"との報告書が公開されました 

 金沢高専 HP のブログ欄に詳細な紹介記事と URL アップ 

・世界が認める高専教育 ―日機連の報告書より。 

高専事務局 (2010 年 7 月 5 日 16:57) 

昨年 12 月に、金沢高専を視察に訪れた日本機械工業連合会（日機連）が、「機械工

業高度化に必要とされる技術系人材像に関する調査研究」

という報告書をまとめました。 

要するに、「機械工業のレベルがどんどん高くなっている

現代で、必要とされるエンジニアってどんな人だろう？」

ということについて調べられたわけですね。 

その中で、高専の現状や評価などが詳しく紹介されていま

す。まず、世界 30 カ国が加盟する国際機関である OECD
（経済協力開発機構）が、制度のユニークさと教育成果の

点などで、高専を高く評価していることが取り上げられて

いました。 

・OECD 対日高等教育レビュー報告書より 

「高専は国際的に広く賞賛されている。高いレベルの職業

訓練のみならず、日本の製造業のニーズに良く応えている。

筆者たちは、管理面、質の面、革新性の面で感銘を受けた。（以下略）」 

絶賛です。 

欧米では現在、「授業中心主義から学習者中心主義へ」と教育制度の改革が進んで

いて、実習の強化、インターンシップの実施、職業教育の重視などを改革の柱とし

ています。先進各国による教育改革を、日本の高専は創立当初から先取りして実践

してきているのです。もちろん金沢高専も例外ではなく、実習を中心とした「創造

実験」「創造設計」、4 年次のインターンシップ、キャリアデザイン教育などは、ま

さに欧米がめざすものであるといえます。 

また日機連は、「若年層が減少する中、生産技術者を確保・育成する上で、高等教

育機関の果たす役割は大きい」とし、中でも高専は「現在の高等教育に不足してい

る面を地道に教育している。もともと産業界のニーズに応えて生まれた高専に、企

業はもっと注目すべき」と指摘しています。 

高専の学生数は、大学生の 2％に過ぎません。 

しかしながら、実際に手を動かし、モノをつくる体験を経てしか得られない、実践

的で高度な技術力と知識は、高専ならではものです。 

高専生は自信と誇りを持って、社会に出てほしい。 

そして日本のモノづくりを支えていると自負してほしい。 

そんな高専生へのエールを感じた、日機連の報告書でした。 
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 ヒューマンネットワーク高専の機関誌「赤とんぼ vol12 2010.8」55p に

１頁分の要約記事掲載 

(原本写し→) 

（誌面の内容は以下に転載↓） 

資料 日本機械工業連合会報告書（平成 22 年 3  
月）“高専の意義・役割を再認識することが
必要”と報告 

報告書：「機械工業高度化に必要とされる技術系人材
像に関する調査研究」 

以下に、高専関連部分を抜粋して紹介します。 

調査の切り口と問題意識 

●これから求められる人材像  
これからの企業にとってグローバル化が急激に進

む事業環境の変化に対応できるような態勢づくり・
ひとづくりが重要な課題となる。国際的に活躍でき
る人材が、我が国機械工業に求められる。しかも、
機械工業に顕著な高度化・複雑化・融合化等に対応
可能にして質量ともに生産性のアップに貢献できる
ようなものづくりの核となる技術系高度化人材のレ
ベルは高まる一方である。  
●人材の供給源としての教育機関  

企業は知識を知っているだけではなく、その応
用・活用といった実務面を重視するなど、教育と企
業ニーズのミスマッチが課題として指摘されている。
総じて、我が国の教育は社会や職業との接続に問題
があると言われている。 
●調査研究上の二つの視点  

本部会において、視点の第一は、技術系高度化人材である。その中でものづくりの要として実質的に
現場を支えてきた生産技術者に光を当てる。第二は、高専である。企業ニーズに も近い教育をしてい
ることで評価されていることに着目。これら二つの視点から調査研究を行うことにした。 

なぜ、生産技術か 
●職業情報としてみたときの生産技術の現状  

生産技術者の役割や業務内容も各社各様である。生産技術職という職種は、近年、大学等で注目され
ているキャリア教育の段階で抜け落ちてしまう懸念が強い職種であるといえる。 
●生産技術に関する職業情報は不十分  

将来の技術系人材を当業界に惹きつけていくためには、まず教育機関や学生に生産技術の重要性と必
要性をより深く理解してもらうことが必要である。生産技術に関する理解が進めば、生産技術の高度化
にも役立つような教育を促すことが期待でき、生産技術職を志すような学生を増やすことにつながる。 

なぜ、高専か 
●高専への企業の関心と OECD の評価  

高等専門学校、通称高専は、昭和 37 年度に産業界からの強い要望に応えるために創設された高等教
育機関である。高専については、卒業生の数が少なく、学卒や院卒のように当たり前のように企業内に
みられるわけではないことから、企業によってはそれほど関心が高くない企業も少なくない。しかし、
高専は、実践的技術者を養成する高等教育機関であり、求人倍率十数倍という高率が示すように社会の
評価自体は高い。また、OECD  による対日高等教育審査において、制度のユニークさと教育成果の点
などで高く評価されている。 
●世界の教育改革と高専教育の類似性と高専に着目する意義  

OECD 先進国の中でも特に、EU、米、英、加、豪など世界各国で進められている教育制度の改革は、
一様に、「授業中心主義から学習者中心主義へ」の転換、例えば「演習・実習時間の増強」、「長期就業体
験の併用」、「労働市場とリンクした職業教育の重視」などという新しい教育を制度改革の柱としている。  
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高専は、世界の教育改革と同様の実験・実習を重視した専門教育について、創立間もない頃から先
取りして実施してきた数少ない高等教育機関の一つである。実際に高専の関係者に講演を依頼し、高
専の現状と課題に関する生の声を伺うと共に、私立高専の現場を訪問し、意見交換を実施したが、正
に産業界が求める実践的技術者を養成しようとする姿勢が伺われた。専門部会の中でも高専を見直し
たという声が挙がったほどである。 
しかしながら、高専は、世界で認めてもらっているにもかかわらず、国内では必ずしも明快な位置

付け（本来あるべき位置付け、正当な評価）が得られていないという見方もある。昇給・昇格が短大
卒並という企業も少なくない。高専の特徴は、5 年間一貫教育と、実践教育の重視にある。高専卒の
配属先をみると、生産技術、設計、製造、技術といった部門が多い。実践教育の重視は、職業との接
続を容易にすると期待される教育方法の一つである。加えて、実践重視教育を普及させるためには、
企業側の協力が不可欠である。高専に多くの企業が関心を持つべき所以である。 
高専は、元々産業界の要望をもとにして創立されたという経緯がある。高専の歴史に立ち返ると共

に現状と課題について企業はもっと関心を高めることが必要であろう。技術系人材確保育成の観点か
らみても高専への関心を高める意義は大きいと思われる。 
● 高専卒に期待するポイント 
その肯定的理由は三つに分けられる。第一に、学卒に劣らない理解力と現場親和性、現場感覚、現

場経験、実務内容の習得、現場状況把握力、実習経験豊富、広い知識と社会性など現場向きであるこ
と、第二に、バイタリティ、人を動かす力、配属地域に拘らない、若く行動力がある、体力と素直さ
などの能力が挙げられている。第三に、期待するポジションとして、将来のスペシャリストとしての
位置付けや課長レベルを任せたいという理由が挙げられている。その一方、消極的意見としては「技
術の幅の広さやマネージメントの発揮にやや不安」挙げられている。  

 

 （財）日本無線協会 参与 島田氏 

日本機械工業連合会に立ち寄られたうえで、高専を評価する報告書を出したことに

対する謝辞あり。 

島田一雄氏 略歴 
 （財）日本無線協会 参与 工学博士 
東京都立航空高専 名誉教授（元 校長） 
衛星設計コンテスト 実行委員 
時に関するコンテスト 運営委員 
HNK(ヒューマンネットワーク高専)顧問 
高専カンファレンス顧問 

 

  昨年度報告書要約部分に対する 管理職 A氏 の感想メールから 

[---早速、要約版ですが目を通させていただきました。生産技術と言いましても
非常に幅の広い領域にわたりますが、過去の教育政策の影響や世界での比較など
も含め、この人材不足と今後の育成が、国家的課題といっても極論でない深刻さ
のある課題と改めて認識させられました。 
生産技術力なしには、製品の開発も競争力確保もできないわけですし、いまや

調達、購買、生産管理など従来は生産技術系以外の方の業務分野も、生産技術や
工学の力を有した人材が益々必要とされていると思います。 
いただきました資料でも示されております。天然資源の少ない日本がグローバ

ル化の中で生きていくためには、工業が重要であり、これを支える生産技術の国
際競争力を高めていく必要があると思いますが、この仕事が若い人々にとって、
魅力を提供できる夢のある仕事であることを伝え、そしてそれを実現するしっか
りとした教育の仕組みを構築することへの企業、国・教育機関の課題などが整理
されております。 

---たいへんな調査をなされているのですね。有難う御座いました、厚く御礼申
し上げます。---」 
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 某団体 B氏による昨年度報告書読了後の感想から引用 

 [---数冊送られてきた報告書の中で、「唯一精読した」ものがあった------ものづ
くりに関しても、機械学会で取り組んでいるが、このところ機械系の技術者もプログ
ラムやソフトへ力を注いでいる傾向があって、日本の工業系のものづくりが弱くなっ
てきています。精読した報告書とは、高専の話や小松製作所への調査も盛り込まれて
いた、技術者、人材の調査です。パワポの資料掲載ばかりが多い報告書の中で、文章
で記載されていて、非常にわかりやすいものでした。当団体においても、このような
報告書を年に1冊か2冊まとめたいものだと、内部に回覧して読ませた次第です。---」 

 

 高専主催のフォーラムに当専門部会長ご出席 

一関高等専門学校から、「このたびパネルディスカッション形式で“実践的高度技術
者育成を目指す専門力向上への期待（仮）”と題してフォーラムを開き、産業 界の
方々の忌憚のないご意見をお聞きし教育体系の構築の参考にする」ことにし、ついて
は「パネラーのお一人として“機械工業高度化人材研究調査専門部会”の 方」を招
聘したいとの申し出があり、当専門部会長が平成 23 年 3 月 7 日にパネラーとして出
席。 
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