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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など、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。 
そこで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。今年度はさらに機械工業のグローバル化の現状、生

産技術者のグローバル化対応のための課題と展望、さらに昨年３月の東日本大

震災による被災と支援の実態から生産技術者の新たな役割等について検討した。 
本報告書は、同専門部会の平成２３年度の調査成果を取りまとめたもので、

関係各位のご参考になれば幸甚である。最後に本報告書の作成に当たりご尽力、

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（株）日鉄技術情報センター・

山藤康夫産業調査研究部長、平田桂子氏、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２４年３月 
一般社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  伊 藤 源 嗣 
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要 約1 

１．本年度調査研究の背景・目的 

（１）．背景 

我が国は少子高齢化、人口減少に伴う国内市場の頭打ち感などから、国内市場だけで

は発展を期しがたい局面にあるといえよう。ここ数年の円高傾向の定着は、ドルベース

の国内生産コストを相当の高みに押し上げている。海外では新興国を中心に成長市場が

拡大しつつある。グローバル展開はいまや機械工業のみならず我が国の多くの産業にと

って不可避であり、待ったなしの状況にある。 
一方、機械工業の海外展開は時に海外生産を伴う。その主役は生産技術者である。機

械工業にとって生産技術者は、モノづくりの頭脳であり“現場競争力の柱”“日本の宝”

ともいわれている。しかし、海外展開が進むにつれ、生産技術者の職務は、より深く、

より広く、より複雑化している。グローバル化を支えることができる生産技術者を十分

確保し、育成していくことは喫緊の課題となりつつある。 

（２）．目的 

本事業の目的は、機械工業におけるグローバル化の現状と展望を明らかにするととも

に、生産技術の現状・課題、並びに生産技術系人材におけるグローバル人材像と課題を

明らかにすることにある。また、昨年度末の東日本大震災による被災と支援の実態を踏

まえ、生産技術者の新たな役割についても検討を行うこととした。 
要すれば、グローバル化と天災の時代における生産技術と生産技術者の現状と課題を

明らかにすることが本事業の狙いである。 
参考 本専門部会における生産技術者の役割・使命の考え方 
生産技術者の役割・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。つまり「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。 

２．グローバル化の現状と課題 

我が国機械工業を取り巻く外部環境は大きく変化している。まず、少子高齢化・人口

減少に伴う国内市場の成熟化、或いは、頭打ち感によって国内市場中心のままでは一段

の発展を期待しがたい状況にある。海外では BRICs のみならず ASEAN やその他地域

の成長国においても市場の拡大が持続しつつある。我が国が今後とも持続的な発展を遂

げるためには、こうした成長市場の取込が不可欠である。特に機械工業は、他の産業の

先頭に立って国内に向きがちの目を海外に向け、成長市場の取込に全力を注ぐことが求

められている。グローバル展開は待ったなしであり、海外を視野に入れた戦略が不可欠

                                                  
1 要約編に掲載の図表は、その全てが「本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成」

のものであるため出所は省略した。 
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である。 
こうした環境変化を踏まえると我が国機械工業にとって海外売上高比率の一段の引き

上げが必要になる。                   図表 1 回答企業資本金分布 

今回実施したアンケート調査2から海外売上高比率に関する調査

結果をみると（図表 2）、過半数を超えるのは規模の比較的大きな

ところを中心に（図表 4）全体の 1/3 弱に過ぎず、海外売上高比率

を目標としていないところも少なくない（図表 3）。多くの企業に

とって海外市場開拓の余地は大きい。海外売上高の拡大によって日

本企業はさらなる発展を期待することができる。 

その際に、為替変動による生産の海外シフト圧力をはじめ、ロー

カルニーズに合わせた地産地消の必要性の高まり、現地政府による調達規制や技術移転

要請といった制約などを勘案すると、海外売上高を伸ばすには相応の海外生産が不可避

とみられる。 
実際に海外に工場を立ち上げるとなると生産技術者の出番となるわけであり、生産技

術者のグローバル化が大きな課題としてクローズアップされることになる。海外派遣の

期間は 3 ヶ月以内が多い。短期派遣が主体であるにもかかわらず現地文化・習慣等への

親和性など数々の問題が挙げられている（図表 5）。今後、現地に腰を据えた長期に渡る

海外派遣が増えるにつれ、生産技術者にはますます海外派遣を意識した人材育成、キャ

リア形成が求められるようになる。 
図表 2 海外売上高比率             図表 3 海外売上高比率別にみた同比率目標の有無 

 

 

 

 

 

図表 4 従業員規模別の海外売上高比率  図表 5 海外派遣者の抱える問題についての認識 

                                                  
2本アンケート調査は、一般社団法人日本機械工業連合会の会員と団体会員参加企業各社の生産技術所

管部署宛に平成 23 年９月～10 月に実施、回収。発送 778 件、回収 131 件（事業所ベース）、回収率
16.8%。調査票の構成はパート１が生産技術関連調査、パート２が東日本大震災関連調査。回答企業
の規模は大中小が 5:3:2 の比率→大：資本金 100 億円以上、従業員 1000 人以上、中：資本金 3～100
億円、従業員 300～1000 人、小：資本金３億円未満、従業員 300 人未満。 
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３．生産技術部門の現状と課題・グローバル化 

（１）．生産技術に関わる２大問題；量と質 

機械工業各社の生産技術に関連する部署には、２つの大きな問題があることが明らか

になった。一つは中堅・若手の生産技術者の不足などの量的問題、もう一つは生産技術

者の技術レベルの低下という質的問題である（図表 6）。 
前者の量的問題は要望対比配属人数の未達や人員配置の不十分さという点に顕著であ

る。主に過去のリストラ・採用抑制などが主因とされる。このほかには国内生産拠点の

減少や海外展開による影響を挙げるところもある。特に人員配置未達問題の背景には生

産技術部門に関する評価や位置づけに問題があるとの認識がみられる。また、応募者や

技術者自体の人気も高いとは言えない。 
一方、生産技術者の質については、技術継承を指導する側の技術力の低下と指導力の

低下という２つの問題が指摘されている。この背景には一人前になるのに時間がかかる

など経験不足や時間不足と経験を積むための機会不足、さらには指導者たるべき人の認

識不足、指導が評価対象外であることによる指導忌避などがあるとされる。 
図表 6 生産技術者の過不足感（左図：量的側面、右図：質的側面） 

 

（２）．生産技術の理解・評価と社内の位置づけ・イメージ 

生産技術に求められる役割機能は、フロントローディングへの要請やサプライチェー

ンの複雑化、海外工場の立ち上げなどに伴い、従来に比べるとその守備範囲がより多様

化し、より広範囲に及ぶようになり、なおかつ、求められる知識・ノウハウも高度化・

複雑化し、深化してきている。 
問題の核心は、こうした事実に関する

全社的な理解とその役割機能に関する

正当な評価・認識が社内に十分に浸透し

ているかという点にある。今回の調査結

果によると、生産技術の拡大・深化への

理解・評価は必ずしも十分とはいえないと考えられる。これは生産技術に関する社内の

位置づけの問題として捉えることができる。 

6.3% 10.3%

42.1%

41.3%

人員の量的な側面(問8-1)

充足している

どちらかといえ

ば充足している

どちらかといえ

ば不足している

不足している

3.2% 5.6%

54.8%

36.5%

人員の質的な側面(問8-2)

充足している

どちらかといえ

ば充足している

どちらかといえ

ば不足している

不足している

38.4% 24.8%36.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

プラス的なイメージ プラスとはいいにくい どちらでもない

n=125

図表 7 生産技術のイメージ 
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重要な強化部門の１つ

どちらかというと強化部門に属する

生産技術に高いプライドを有している

自らを成長させる場所と見られている

一人よりみんなでものづくりするのが好まれる

ものづくりの現場に近い方がよい応募者がいる

その他

（点数）

こうした問題が重層的に生産技術に関する “芳しくないイメージ”を醸成している可

能性がある。社内に於ける生産技術に関するイメージを問うと、「プラスとはいいにくい」

というイメージが全体の４割弱を占める。  

他方で同様に４割弱を占める「プラ

ス的イメージがある」との回答をみる

と、「当社では重要な強化部門であるか

ら」或いは「生産技術に高いプライド

を持っているから」といった社内の位

置づけの高さが特徴的である（図表 8）。 
 
図表 9 生産技術部門が抱える問題点と 

  その背景、改善の方向 

 
注．本図は、生産技術が抱える量と質の問題とその背景要因の関係をまとめたもの。量的問題は社内的には

配属不足という認識に、また質の問題は技術力・指導者不足という認識に端的に現れている。今回調査か

ら得られた指摘をまとめると、こうした問題は現代における生産技術が広範な分野に及び複雑化・高度化

していることに対する理解・評価が不十分なことや不人気職種であることに起因している。生産技術に対

する正しい理解と評価を社内のみならず学生や保護者、教育機関などにも啓発していく必要がある。 

（３）．生産技術力アップの対策 

生産技術力アップのための対策（図表 11）として第１に挙げられるのが「全社的なモ

ノづくりの強化運動を展開している（現場重視の姿勢）」、第２は「部門横断型の全社的

な組織活動を展開」である。生産技術力アップのために「特段の対策を取っていないと

いう回答は全体の１割前後みられる。 
生産技術力の自社国際競争力に関する認識をみると、その比較対象が海外企業という

図表 8 生産技術のプラスイメージの要因 
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よりは国内企業が主である。成長国における勢いのある海外企業のキャッチアップ力に

気配りする余裕が危機管理上必要ではなかろうか。何か新しい事態が生じてから受け身

で対応するというパターンから、他社に先んじて「モノづくり革新」を起こし、生産技

術力を自社のコアコンピテンスにするという意気込みが求められる。 
生産技術力アップのために も多くの支持を得た施策は「全社的なモノづくり強化運

動の展開」である。しかし、こうした運動が有効に機能し、成功に繋がるためにはその

前提条件として主役である生産技術者の十分な確保と育成が必要である。もっといえば

生産技術者の育成には海外を意識したキャリア形成を考慮していくことが重要である。

現実にはこれまで見てきたとおり、生産技術者は質量ともに不足しており、特に技術レ

ベルが低下している。加えて生産技術の社

内位置づけの低さなど問題は山積している。

特に海外赴任者の場合、事前研修なしで派

遣されるケースが６割弱もある（図表 10） 
生産技術力アップの対策は単に社内運動を

起こすという取組だけではなく、そうした

運動の中心となる生産技術者のキャリア形成まで踏み込んだ、グローバル且つ長期的な

視点に立った人材育成を、地道に積み上げていくことによって始めて可能になるのでは

ないか。生産技術者の不足問題もその延長線上に位置づけられる。生産技術力のアップ

と生産技術者の人材育成とは車の両輪の関係にある。 
 

図表 11 生産技術力アップのための対策 
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全社的なものづくりの強化運動展開

部門横断型の全社的な組織活動を展開

教育研修の強化

生産技術力の見える化の工夫

国内人材の海外体験の強化

特段の対策は取っていない

基礎学力の再教育強化

ローテーションの制度化

採用者の一部を海外一流大学卒のﾄｯﾌﾟﾚﾍﾞ…

採用者の一部を海外一流大学卒のﾄｯﾌﾟﾚﾍﾞ…

その他

（点数）

 

42.6% 57.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

実施している 実施していないn=122

図表 10 海外赴任要員への事前研修の実施の有無 
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（４）．生産技術の海外移転の考え方 

1).現在の生産技術の海外移転 

現在の生産技術については国内堅持派が 43%である。残りの多くは「 先端或いは戦

略的重要技術以外は海外に移転する」方針である（図表 12）。 

生産技術の海外移転に対する考え方をみると、量産規模が大きく、ある程度見込み生

産をしている業種では海外移転については

弾力的な考え方が見えるが、そうでない業

種では国内を主とする回答が多くみられる。 
同様にグローバル化が進んでいるところ

ほど「 先端技術」や「戦略的重要技術」

以外の生産技術を海外に移転していくとい

う考え方が多い。 

2).生産技術の開発・高度化と海外移転 

今後の開発・高度化についても同様に 44%が国内堅持派で残りの多くは「重要技術以

外は全て海外に移転する」傾向がみられる（図表 13）。 先端か否かに関係なく主とし

て戦略的重要性技術のみを国内に残すという考え方が支配的であるようにみえる。ただ、

現在の生産技術についても今後の開発・高度化にしても技術はどれも海外にという完全

移転肯定派も 6%前後存在する。 
現在のところ生産技術を海外に移転

するか否かについての方針は、量産形態

との関係が特に高く、量産度合いが高い

ほど海外移転に前向きである。これは量

産度合いが高いほどグローバル化が進

展していることとも符合する。 

3).海外展開の進展と国内技術力維持の可能性 

今回調べた各社の海外生産拠点や開発拠点の展開状況をみると、アジア諸国を中心に

“新設・増加”という回答がかなりあり、逆に国内では減少するとの回答もみられる。

長期的にみると、生産拠点だけでなく開発機能まで海外にという流れが強まり、海外に

技術も移転（技術流出）されていく。これからさらに国内生産自体が先細り（空洞化）

していくと、現在の技術力を維持し続けることができるのか、その担い手をどこから確

保していくのかという問題が新たに浮上してこよう。これは残された課題である。 

44.3% 38.5% 8.2% 6.6% 2.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

原則としてすべて国内で進める 戦略的重要技術のみ国内で、他は海外でも

先端はすべて国内で、他は海外でも どの技術も区別せず海外でも

その他

n=122

 

43.1% 5.7% 24.4% 24.4% 2.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

すべて国内で開発･囲い込む 先端も含め海外に移転する

先端の技術力は国内に、他は海外へ 戦略的重要技術だけ国内、他は全て海外移転

その他

n=123

図表 12 生産技術の海外移転の考え方 

図表 13 生産技術の開発･高度化の海外移転の可能性 
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４．生産技術系人材のグローバル化 

（１）．期待される生産技術系グローバル人材像 

生産技術系で も重視されている主なグローバル人材とは、当面は海外現地での立ち

上げ業務において、本社との仲介・調整業務をこなしながら総責任者としての運営・管

理ができ、現地の人を適切に指導し、協力を求めることができる人材である。現地責任

者として適時適切な意思決定ができ、非常時にもリーダーシップが発揮でき、現地から

高い信頼を得ることができる。またチャレンジ精神が発揮でき、未経験業務でもやり抜

く意志力を有し、激しい競争に耐え抜ける力を持ち、異文化との衝突にも乗り越えるス

キルを持つ。しかも技術・技能・ノウハウ面でも解説・指導ができ、納得させることが

でき、トラブルも即座に解決できることが期待されている。 
このように、生産技術者としてグローバルに活躍するためにはスーパーマンにも比す

べき能力が求められているといえよう。傑出した技術知識はもちろんのこと、人格的に

も優れ、且つ精神的にもタフという多面的な能力が求められる。従っていざ海外赴任に

相応しい候補者を選ぶとなると適格者はそれほど多くはない。これがグローバル化を推

進する日本企業を取り巻く人的資源に関わる現実である。 

図表 14 グローバル人材像（運営管理面、技術技能・ノウハウ面、対人関係面、精神

面からの俯瞰図） 

チャレンジ精神発

揮

未経験業務を

やり抜く

激しい競争

を耐え抜く

異文化との

衝突を乗り越える

精神力面

適切な技術・技能

の解説・指導

現地の人を納得

せしめる技術・技

トラブルを

即座に解決

現地新規

立ち上げ業務

総責任者として

運営・管理

適時適切な

意思決定

様々なトラブルに

対応

現地人材からの

高い信頼

非常時の

リーダーシップ

現地の人を

指導・協力

対人関係面

運営・管理業務

適宜
仲介・調整業務

国内関係部署

技術・技能・ノウハウ

 
 
（２）．生産技術者がグローバルに活躍する上での課題 

グローバル展開を前にこれから日本企業が直面する課題は、今回の調査から明らかに

なったように概ね３ヶ月以内というような海外短期派遣ですまされる段階から、もっと

踏み込んだ現地に根を張った本格的な展開が求められるようになろう。 
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国外で抱える問題（派遣後）

国内で抱える問題（派遣前）

１．海外赴任者の

絶対量不足の解消

２．必要な

ローテーションの確保

３．現地コミュニケー

ション能力の引上

５．メンタルヘルス

への対策

４．十分な事前研修

ところが現実にはそうした短期派遣が主流であるにもかかわらず、日本人生産技術者

がグローバルに活躍する上での 大の課題は、海外赴任者の絶対量不足の解消である（図

表 16）。本格的な海外展開を進める態勢にほど遠い。それが実情である。また、現地外

国人についての 大の課題は、外国人の定着率のアップである（図表 15）。 

この背後に潜む問題は、内外でコミュニケー

ションに必要とされる前提や常識に非常に大き

な違いがあることである。例えば“報連相”は

日本企業では当たり前とされるが、個人主義が

強い欧米企業では違和感があるとされる。これ

は勤労観・社会観・宗教観・歴史観などの文化

的・風土的な差異に対する認識・理解を踏まえ

た制度的対応の必要性が高いことを示唆してい

る。海外就労実態に即した制度設計が大きな課

題となっている。 

日本企業としての独自性を維持しつつ、海

外に派遣する国内人材と海外現地人材につ

いてもカバーできるような、より普遍性の高

い制度的対応が、企業理念の浸透を如何に進

めるかという課題とともに喫緊の課題とな

ってきている。 

(3).数年後の技術・技能の中枢は徐々に外

国人にシフトか 

グローバル化が進む数年後に技術・技能の

中枢を担う人材の国籍に関する回答結果をみると（図表 17）、引き続き日本人が担うと

の回答が も多い。特に単品生産型のように量産度合いが低いほど「日本人が担う」と

いう回答が多くなる。 

しかし、大量生産型を中心に外国人にシフ

トする傾向も明らかである。概して技術系に

比べて熟練技能系のほうが“より外国人シフ

トを容認”していく傾向が強く出ている。 
この傾向は工業高校等の技能系人材を供

給する教育機能に関する議論に影響を与え

ていく可能性がある。 

 

4%

12%

16%

41%

28%

3%

3%

9%

21%

63%
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その他

外国人が中心となる

日本人から外国人にｼﾌﾄしてい
く

日本人と外国人が共に担う

日本人が担う

技術系

技能系

サポート体制整備 情報提供

４．キャリアパスの明示２．十分な導入研修

１．定着率のアップ

３．入社後のフォロー研修 制度整備

７．社内情報の

意図せざる流出

５．社内制度の見える化

６．内外制度の共通化

図表 16 海外派遣の日本人が抱える課題 

図表 15 海外現地の外国人が抱える課題 

図表 17 技術中枢と熟練技能の国籍別担い手
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（４）．語学・異文化･風習等の事前研修の重要性 

海外赴任前研修に置いて重視していることは、グローバル・マネジメントの理解や赴

任地の文化・風習等の理解、海外で戦えるリーダーシップなどである（図表 20）。 
また、赴任地の異文化・風習等の研修の重要性については、５割強の企業が「大変重

要であり是非受けさせるべき」と認識している。そのほかでは「重要だが企業としては

負担しきれない」と「必要だが適切な講師がみあたらない」が各 10%台、「業界団体で

やって欲しい」は１割弱ある（図表 21）。 
海外展開を進めるにあたり、語学研修や異文化・風習等の事前研修の必要性・重要性

についてはどの企業も理解している。ところが実際には企業の負担は小さくないことか

ら、余裕がないとして十分な体制を組むまでに至らないところが多い。研修への想いが

実施にまでは至らず、研修体制の構築はこれからというところが多いのが実情である。

（図表 18、図表 19）。 
図表 18 グローバル対応に向けた教育研修    図表 19 海外赴任地の異文化・風習等の研修 

 
図表 20 海外赴任前研修にて重視する点  図表 21 赴任地の異文化･風習等の研修についての考え方 

53.2% 12.8% 16.0% 8.5% 9.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大変重要で是非受けさせるべき 重要だが企業としては負担しきれない

必要だが適切な講師が見つかりにくい 大学など専門機関が引き受けるべき

業界団体でまとめてやって欲しい その他

n= 94

 
 

（５）．グローバル化を進めるための企業の枠を超えた課題 

1).個別企業毎に実施するグローバル研修の非効率性 

異文化・風習等の研修はその特質からみて個別企業の固有性とは関係が薄い研修であ

る。また、業種とも関係が薄い。そもそも個別企業に“教えることができる人”がいる

という保証もない。このような性格の教育研修に個別企業が個別に取り組むのは、わが

国全体としてみると非効率であるといえる。 
例えば国別の比較ができる講師、或いは宗教に関することや歴史観などにおいて、日

本人としてどのような対応が望ましいかなどを教えられる講師は簡単にはみつからない。 

42.6% 57.4%
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実施している 実施していないn=122
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2).企業の枠を超えたグローバル研修体制構築が必要 

従って個別に対応するよりは社会的な、或いは、業界横断的な教育研修にしていくこ

とが望ましいと考えられる。こうした観点からみると、できれば文系大学や研究機関な

どにおいて「社会人向けに海外赴任研修講座」などを開設するといった制度的取組があ

ってもよいのではないかと思われる。研修を必要としている企業が気楽に参加できるこ

とが海外進出を後押しする力になる。企業の枠を超えた業界全体、或いは、産業界全体

で適切な講師を確保、育成し、研修を受けられるような仕組みを、大学や研究機関に求

めたい。 

3).グローバル化の実態と問題 

以上のグローバル化に伴う諸問題をまとめると、まだまだ多くの企業において、①グ

ローバル化に求められる“より普遍性の高い制度”が十分に整備されているとは言えな

い、②グローバル化を前提とした社内体制が必ずしも確立されているとは言えない、③

教育研修システムがグローバル化により必要となる海外言語・文化・風習・宗教・歴史・

地理・風土など“海外とのコミュニケーションに必要とされる知識”などに対応できて

いない、④教育研修に必要な講師が見つかりにくいなどの現実に直面している。従って

“とにかく海外に行って来い”となる。これが「選抜後いきなり赴任」といったケース

にみられる実情ではないかと考えられる。 

4).人事部等国内本社のグローバル化 

異文化・風習等は現地に赴任してからマスターしていくという考え方がある一方で、

本社人事部などの管理セクション自体が必ずしも十分にはグローバル化してないにもか

かわらず、世界の多国籍人事を管理していこうとしているという指摘がある。現状の多

くの人事部では海外赴任者に求められる内外の文化的社会的差異を十分に知らずして海

外派遣者はいうに及ばず、多国籍の人員をも一元的に管理し、評価しなければならない

可能性がある。こうした有る意味で矛盾した体制間のギャップが、様々な問題の芽とな

る可能性があると思われる。 

5).企業毎のグローバル研修を高等教育機関で 

海外展開を進める企業には海外赴任に必要な「教育研修サービスに対する需要」があ

る。それにも関わらずそうした情報が世の中に十分に伝わっているとはいえない。 
高等教育機関が主体的に海外赴任者向け教育サービスを提供するようになるためには、

産業社会には教育サービスに対する潜在的に大きな需要があることを認知してもらうこ

とが必要である。このようなアピールは、長い目で見ればグローバル化を乗り切るため

の人材育成の強化になり、ひいては産業競争力を高めることになる。また、これからの

日本経済が人口減少等の諸制約を振り切って、更なる成長を遂げるために必要な教育改

革を促す力になると思われる。 
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６）．海外派遣とキャリア形成を重視した生産技術者の育成を 

海外派遣とキャリア形成を重視した人材育成が求められている。海外に赴任する生産

技術者には、国内より幅広で多方面に亘る活躍が期待されている。技術・技能・ノウハ

ウ面では、国内で研鑽していけばそのまま海外でも通用するはずであるが、業務面では

指導・協力、仲介・調整といった高いコミュニケーション能力（意思疎通能力）が求め

られる業務や、運営・管理といった強いリーダーシップを発揮しなければならない業務

の比重が、国内と比べて飛躍的に高まると考えられる。 
従って、海外赴任者は、内外で大きな違いはないと考えられる生産技術そのものの修

得のみならず、海外赴任に伴い段違いに高いレベルが要求されるコミュニケーション能

力や、リーダーシップを発揮できる力量をしっかりと身につけることが重要となる。現

地とのコミュニケーションを適切に遂行するためには、現地の事情に関する文化、風習、

宗教、歴史などの知識に関する事前の教育研修や語学研修などが不可欠である。 
以上から、海外赴任者には赴任先に関する諸事情等の事前学習、語学学習と合わせて

コミュニケーション能力やリーダーシップを身につけることができるような研修をシス

テマチックに行うことが、グローバル展開上極めて重要な課題であることが分かる。 
これからの人材育成で重要となる視点は、海外派遣とキャリア形成の２つである。生

産技術者の育成には、海外派遣を意識したキャリア形成を念頭に置いたシステム構築が

強く求められる。 
このように海外赴任を前提としたキャリア形成を展望できる形での人材育成に注力す

ることが、生産技術力の底上げや強化に資することになる。 

５．震災と生産技術 

（１）．被災状況と被災内容 

東日本大震災において「何らかの被害あり」は量産度が高いほど高い回答となってお

り、 も被害を受けた大量生産型では過半数に及んでいる。被災内容は「工場等建屋の

損傷」「自社生産ラインの停止」「自社生産設備の損傷」などの「物的損失」と外国人研

修生の一時帰国や人的被害などの「人的影響」に分けられるが「物的損失」が大半を占

める。 
特に被害がないという回答は約６割あり、単品受注生産型や少量受注生産型などの受

注生産型（63%）に多くみられ、見込み生産型（55%）をやや上回った。 
自社又は他社の復旧支援を実施した部署名では一番多いのが「製造系部門」、次が「生

産設備の保守・保全系部門」であり、「生産技術系部門」は３番目に登場している。 

（２）．震災時等非常時における生産技術者の役割 

震災時等非常時における生産技術者の役割について、「特に変化したとは思わない」が

多（51%）であった。特に少量型、中小量生産型、単品型では５割を超えている。次

いで「緊急対応時を除き、平時と変わらない」が 36%と続く。この比率は大量生産型で
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も高い。 
今回の震災を経験してみて生産技術者の役割が変化したという回答は１割に過ぎない。

今回の被災状況をみると主に工場等建屋や生産ラインの停止、自社生産設備の損傷など

である。今後起こりうる非常時への備えとして、BCP の見直しとともに生産技術者の役

割に付いても改めて議論が必要ではないかと思われる。 

（３）．生産技術者による具体的復旧支援内容 

今回の調査において震災時にどのような復旧支援業務を行ったかに関する自由回答を

みると、４つの業務に分類することができる。（図表 22）。第１は企画・調整業務である。

第２は損傷した設備の復旧や応急処理・点検などのハード対策業務である。第３は燃料

や資機材の手配、機械設備作動確認などの生産関連業務である。第４は安否確認や被害

者支援、救援物資手配など直接生産とは関わらないその他の業務である。 
図表 22 生産技術者による自社内の復旧支援内容（自由記入）まとめ 

 

１．外部との打合せ、調整 対、設備メーカー、関係部署、経理部門等 

２．工事手配、日程調整 復旧工事の手配、日程・工程の調整 
耐震補強の検討、手配、瓦礫撤去の手配など 

Ⅰ．企画・調整業務

５．生産立ち上げ支援 

燃料、資機材の手配、治工具点検 
機械設備作動確認、点検整備、再稼働立会い 
機械の精度出し、品質確認 
現場作業補助、技師派遣、 
現場監督署への権限委譲、代替部品使用判断 

７．その他の支援 
電力対応（停電・節電対策、電力供給情報収集）点検、

手直し要領作成 
在庫確認・整理、品質確認 
倒壊箇所の隔離、被害状況調査 
不適合品の処理

６．生産活動支援 
代替生産の提案、副資材の代替検討 
燃料確保 
関連会社への部品供給、加工応援 

Ⅲ．生産関連業務 

８．その他 
安否確認、被害者支援（金銭、融資） 
救援物資、非常食、自炊用器具類 
健康維持衛生用品（防塵マスク､消毒用品､その他衛生用

品等）、顧客被災状況確認と支援の申し入れ 

Ⅳ．その他の業務 

３．設備復旧支援 

損傷設備の復旧、応急処理、点検、調整、修繕 
歪みの修正（機械設備、自動倉庫） 
加工精度の確認、性能復旧、安全確認 

４．屋外インフラ復旧支援 インフラ被害状況確認 
道路、工業用水、建屋、工場外壁～復旧工事 
耐震補強工事 

Ⅱ．ハード対策業務 



－13－ 

 

本年度事業から得られた示唆・課題 

本事業では、生産のグローバル化に焦点を当て、その鍵を握る生産技術力と生産技術者

の役割等を検討する。 

平成 23 年度事業から得られた示唆・課題は以下のとおりである。 

１．グローバル化の現状と展望 

（まだまだ大きい海外市場開拓の余地） 
 グローバル展開はいまや待ったなしの状況にある。また、現場における海外市場

開拓の余地は大きい。 

２．グローバル化と生産技術者の現状認識 

（海外展開の主役としての生産技術者） 
 生産の海外展開を支える主役は生産技術者であり、その職務は、より複雑化して

いる。グローバル化を支えることができる生産技術者の確保、育成は今後の喫緊

の課題となりつつある。 

（海外派遣を意識したキャリア形成と人材育成） 
 これからの生産技術者の育成には、海外派遣を意識したキャリア形成という視点

が重要になってこよう。 

（生産技術者の現状認識、実態と社内位置づけの乖離） 
 生産技術者の現状をみると、現場における不足感、職種としての不人気、技術力

や指導力の低下などの問題がある。この背景には、生産技術の拡大・深化への理

解・評価や、生産技術の位置づけなどの問題があり、生産技術には“プラスとは

言えない”イメージがあるといわれている。 

 生産技術に対する全社的な理解とその役割機能に対する正当な評価・認識を高め

るためには、“生産技術力を見える化”するような努力が求められる。 

３．グローバル化と生産技術力の先行き 

（生産技術力アップと生産技術者の確保・育成） 
 新興国など海外勢の追い上げを勘案すると、我が国の生産技術力には不断の強化

が必要である。 

 生産技術力アップの施策として「全社的なモノづくり強化運動」が展開されてい

るが、こうした運動が機能するためには、主役である生産技術者の十分な確保と

育成が不可欠である。 
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（生産技術の海外移転と技術力維持の可能性） 

 長期的にみると、生産拠点だけでなく開発機能まで海外にという流れが強まり、

海外に技術が移転（技術流出）されていく。これからさらに国内生産自体が先細

り（空洞化）していくと、現在の技術力の維持や、担い手の確保といった新たな

問題が浮上してこよう。これは残された課題である。 

（生産技術者の存在意義と PR の必要性） 
 生産技術者は、グローバルにダイナミックなアクティビティが要求され、モノや

価値を生み出す現場を強くし、社会に役立つ仕事を実践しているということが改

めて明らかになった。生産技術者の人材育成を充実させることが重要である。 

 将来の生産技術者への“なり手の裾野”を広げるという意味からも、生産技術職

は“重要でやりがいのあるすばらしい仕事”であるということについて、自社内

も含め、社会全般に知らしめていくことの必要性がかつてなく高まっている。 

４．人材のグローバル化 

（採用のグローバル化の胎動と教育界等への警鐘） 

 既に先進企業においては人材採用のグローバル化が始まっている。企業社会とし

ても国内の教育界や社会に対して“これからは世界が相手である”という警鐘を

鳴らしていく必要がある。 

（日本企業のグローバル展開上の課題） 
 日本人生産技術者がグローバルに活躍する上での 大の課題は、海外赴任適任者

の絶対量不足の解消である。また、現地外国人従業員についての 大の課題は、

定着率のアップである。この背景には、彼我におけるコミュニケーションの前提

や常識に大きな違いや溝があることが挙げられる。 

 日本企業としての独自性を維持しつつ、より普遍性の高い制度的対応が、企業理

念の浸透とともに喫緊の課題となってきている。 

（技術系・技能系人材の外国人シフト傾向） 

 グローバル化が進む数年後を展望すると、概して技術系に比べて熟練技能系のほ

うが“より外国人シフトを容認”していく傾向が強く出ている。 

（海外赴任者の事前研修と研修の個別企業対応からの脱却） 

 異文化・風習等の研修は個別企業の固有性とは関係が薄い研修である。企業の枠

を超えた業界全体、或いは、産業界全体で適切な講師を確保、育成し、研修を受

けられるような仕組みを、大学や研究機関に求めたい。 
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（選抜後いきなり赴任の背景） 
 グローバル化に向かう企業の中には、教育研修システムなどの社内体制がグロー

バル化に対応できていないといった問題を抱えているところが多くみられる。従

って“とにかく海外に行って来い（いきなり赴任）”となると考えられる。 

（グローバル人材管理の現状） 
 多くの人事部では国内外の文化的社会的土壌の差異を理解しないまま人材管理体

制を運営している。 

５．グローバル展開可能な生産技術者を育成するために 

（生産技術者のグローバル人材像） 

 海外赴任する生産技術者は、国内に比べ、業務面では指導・協力、仲介・調整と

いった高いコミュニケーション能力（意思疎通能力）や運営・管理といった強い

リーダーシップの発揮が、より一層強く求められる。 

（海外赴任生産技術者と事前教育研修の重要性） 

 海外赴任者は、生産技術そのものの修得のみならず、海外赴任に伴い、段違いに

高いレベルが要求されるコミュニケーション能力や、リーダーシップ力について

事前の教育研修や語学研修などで身につけておくことが望まれる。 

（これからの人材育成上重要な視点） 

 これからの生産技術者の育成には、海外派遣を意識したキャリア形成を念頭に置

いた教育研修システムの構築が強く求められる。 

（産業界と教育界とのミスマッチ解消に向けて） 
 海外赴任者向けの教育研修システムは、単に企業内においてのみならず、教育機

関においても、企業と同様のスタンスに立って世界を意識した教育サービスとし

て展開されていくことが強く期待される。 

６．東日本大震災と生産技術者 

 2011 年は 3 月の東日本大震災、秋にはタイの大洪水と天災が相次ぎ、生産活動は

サプライチェーン寸断等により大きな影響を被った。生産技術者は設備復旧や停

電等の電力対応、代替生産、代替部品の検討など平時と異なる幅広の活躍をした

が、緊急時の対応といった BCP など、これからますます重要となるリスクマネジ

メントについても生産技術者に期待を寄せるところが大きい。 

７．今後の展開について 

 今後については、海外現地における具体的な実践事例を収集するなど、グローバ

ル事業展開に直接参考になるような実例を通して生産技術者の在り方、確保・育

成にさらに役立つような提案を目標として活動する。 
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第 1 章．今年度事業の概要 

１． 事業の背景・目的 

我が国は少子高齢化、人口減少に伴う国内市場の頭打ち感から、国内市場だけでは発

展を期しがたい局面にあるといえよう。ここ数年の円高傾向の定着は、国内生産コスト

を相当の高みに押し上げている。海外では新興国を中心に成長市場が拡大しつつある。

グローバル展開はいまや機械工業のみならず我が国のどの産業にとっても不可避の状況

にあり、待ったなしである。 

現在、機械工業のグローバル展開に伴い、生産拠点の海外移転が活発化している。海

外現地での工場立ち上げとその乗軌化を担うのは通常生産技術者である。生産技術者は

国内勤務時より幅広でかつ大きな責務と役割を担うようになってきている。グローバル

化の進展に伴い、生産技術者の活躍の場は世界各地に広がってきており、生産技術者が

果たす役割には大きな期待が注がれている。 

一方、生産技術者の現状をみると、平成 21 年度報告や平成 22 年度報告でも一部触れ

てあるように生産技術者は不足していると認識されており、技術者の指導力や技術力に

も不安がみられるなど様々な問題点が潜んでいると指摘されている。さらに、グローバ

ル化対応が可能な生産技術者となると、それ以上の問題があるのではないかと考えられ

る。 

グローバル展開が進む機械工業にとって、グローバル化に対応していくことができる

生産技術者を確保し、育成していくことは喫緊の課題である。機械工業のグローバル化

といっても、早くから海外展開に取り組んできたところがある一方で、依然として内需

中心型の取組をしているところもある。海外展開に本格的に取り組むにはグローバルに

適応した社内体制作りや社内制度整備等に加えて海外展開のための基本戦略が必要とな

ってくる。そのためには、先行事例や先進的事例の動向や実態について収集・整理・分

析することによって、これからグローバル展開を円滑に進めようとする機械工業各社に

とって参考となるようなポイントを提示することが、本専門部会の事業としても有効で

ある。 

そこで企業としてのグローバル展開の実態、生産技術部門の海外展開の実態、技術移

転の考え方、生産技術の国際競争力、グローバル人材像の捉え方、グローバル研修の実

態などについて、本専門部会の調査研究として実施することになった。 

本事業の目的は、機械工業におけるグローバル化の現状と展望を明らかにするととも

に、生産技術の現状・課題、並びに、生産技術系人材におけるグローバル人材像と課題
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を明らかにすることにある。また、機械工業における生産技術者のグローバル化対応の

進め方と生産技術者の確保・育成のための方策について検討を行う。さらに、昨年度末

の東日本大震災による被災と支援の実態を踏まえ、生産技術者の新たな役割についても

検討を行うこととした。要すれば、グローバル化と天災の時代における生産技術と生産

技術者の現状と課題を明らかにすることが本事業の狙いである。 

参照文献 1 技術・人材が日本の底力 
「資源なき日本は技術力、それを支える人材力、この二つしかない。人材育

成を進める一方で、歯を食いしばってでも技術革新を進めなければならな

い。これが日本の底力だ」 
出所：日刊工業新聞 2011.9.22 記事「経団連米倉弘昌会長にきく」 から JATIS 抜粋引用 

 

２． 事業の実施体制 

本事業の実施に当たり、一般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、平成 23 年度のテーマを「グローバル化に対応する生産技

術者の確保・育成に関する調査研究」とした。その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、委員には一般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 産業調査研究部長 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。 
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３． 事業の実施内容 

（１）． 今年度事業の実施内容 

今年度事業で実施した内容は以下の通りである。 

(1).調査対象の拡大→部会委員企業のみから委員外企業にも拡大 

２２年度は専門部会委員企業の情報を主体にした調査研究であったが、２３年

度は委員外企業にも調査対象を広げることとし、日機連会員企業等の協力を得な

がら、アンケート調査等を実施した。 

(2).上記調査対象に対して、調査項目として以下の５つを設定 

i. グローバル化と生産技術 
（震災後のグローバル時代における生産技術競争力の行方） 

ii.震災など非常時等に於ける生産技術者の役割 
（震災など非常時対応を含めたグローバル時代に於ける生産技術者の役割） 

iii.海外派遣生産技術者の現状と課題 
（従事業務の内容、直面する問題等） 

iv.海外人材活用の現状と課題 
v.業界対応や産学連携が望まれる分野 
（海外赴任時研修等グローバル研修に於ける業界対応と産学連携） 

などについてアンケート方式による企業調査を行った。 
 

（２）． アンケート調査の実施概要 

（２‐１）. アンケートの目的 

①． アンケート企画に至る経緯 

本専門部会では平成20年度から生産技術に焦点を当てた調査研究をしてきた。

モノづくり日本において非常に重要な役割を果たしてきた生産技術、しかし、そ

の置かれている実態を見ると“重要であるのに光が当たりにくい分野”という指

摘もみられた。 

生産技術といっても業種や企業によってその捉え方は様々である。そこで本

専門部会においてはまず生産技術の定義や、生産技術者の役割・求められる知

識・能力といった問題から取り組みを始め、一定の定義づけを行った。 

平成22年度はさらにグローバル化の観点から部会委員企業を対象とした調査
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を実施した。具体的には生産技術者の需給問題をはじめ、職業情報としてのキャ

リアパスや人材育成事例の収集、人材のグローバル化の問題、人材育成面におけ

る産学連携の問題などについて取組んできた。22 年度の調査は、部会委員企業 8
社の協力を得て実施した。生産技術者のグローバル化の問題というテーマについ

て各社から相当に掘り下げた内容で発表してもらい、文献調査等と併せて、報告

書に取り纏めた。概要等は下記ＵＲＬに掲載されたとおりである。 
http://www.jmf.or.jp/japanese/houkokusho/kensaku/pdf/2011/22jigyo_y06.pdf 

平成 23 年度は、昨年度に得られた知見などをベースに、より多くの機械系企

業にご協力を仰ぐことによって、機械工業におけるグローバル化の現状と展望や、

グローバル化と生産技術者の現状認識、グローバル化と生産技術力の先行き、生

産技術者のグローバル化、震災と生産技術などの問題を調査することとなり、そ

の基礎となるデータ収集のために本アンケート調査を実施することにした。 

②． アンケート調査の狙い 

今年度は、調査対象を大幅に拡大することで機械工業全般に亘る生産技術者

の問題を把握することにより、社会の注目を生産技術者に集めるとともに、将来

の技術系人材を当業界に惹きつけるための一助とすることを狙いとしている。 

さらに平成 23 年 3 月に東日本大震災の発生を見たことから、急遽、震災関連

の調査を追加することになった。１つには震災による影響が回答企業にどの程度

及んでいるのかという点の確認のために、２つは震災からの復興に際し、生産技

術者にどのような役割が求められたのか、また、その役割は平時と比べ特段変化

したのかそれとも平時と変わらないものであったのかについて明らかにするこ

とを狙いとして実施した。 

③． アンケート調査の目的 

本調査は、グローバル化という視点から、モノづくりの頭脳であり“現場競

争力の柱”“日本の宝”ともいわれる生産技術者に光を当てることにより、グロ

ーバル化時代における生産技術と生産技術者の現状と課題を明らかにすること

が目的である。また、本調査研究が機械工業高度化に資する生産技術者の確保・

育成に役立つ情報として活用されるような調査研究となることを 終的な目標

としている。 

（２‐２）. アンケートの調査対象 

本アンケート調査は、一般社団法人日本機械工業連合会の会員と団体会員傘

下企業各社を調査対象としている。団体会員の場合には団体に傘下会員企業への

配布を依頼した。傘下企業の選定方法については各団体に一任するとともにその



－21－ 

配布した件数についてのみ報告をお願いした。 

配布先企業に於ける配布部署については、各社の事業部門等の単位毎とし、

事業部門等が複数ある場合には各社における生産技術を統括している部署に全

体の取り纏めを依頼した。これは同一の企業であっても生産の業種が多岐にわた

る場合があり、それぞれの事業部門等の特性によっては回答が異なることがあり

得るためである。 

ここで事業部門等とは「ビジネスユニット・社内カンパニー・事業部門・事

業部・事業本部・事業体等と称される組織を指し、主に業務の性質やリスクの種

類が類似した事業を推進する組織体」を指すものとした。 

 

（２‐３）. アンケートの実施方法 

①．配布方法 郵送または電子メールにて配布 
②．回収方法 電子メールまたはファクスにて回収 
③．実施時期 23.9.15 に発送・発信の手続きを行った。 
④．回収時期 期限は 23.10.12 としたが 終回収日は 23.10.28 となった。 

 

（２‐４）. アンケートの回収状況（回収率） 

①．総発送数 778 件（日機連及び工業会傘下企業への配布総数） 
②．回収件数 131 件（回収事業所ベース） 
③．回収率 16.8% (=131／778) 

本調査結果の集計取扱上、事業部門等をサンプル件数の単位とした。これは、

生産技術の場合、事業特性によって回答が異なることが多いと考えたことによる。

以下に記載されている n 数は全てこの事業部門等の件数である。 

回収率の算出に当たっては分母・分子ともに事業部門等ベースで計算されて

いる。但し、資本金や売上高などの企業属性についての回答は、あくまでその事

業部門等が所属する企業全体の属性（公表される内容と同じもの）についての回

答を依頼した。 

 

（２‐５）. アンケートの調査内容の構成 

アンケートの調査票は二部構成にしてあり、パート１が生産技術関連調査で

パート２が震災関連調査となっている。 
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―――――調査票（Part1 本体部）目次――――― 
１．貴社概要、及び、貴事業部門等の事業内容について 

(１)．貴社の概要 
(２)．貴事業部門等の事業内容 

２．生産のグローバル化の現状と展望 
(１)．グローバル化の進展状況 
(２)．グローバル化の展望について 

３．生産技術の現状・課題・グローバル化 
(１)．生産技術者の過不足感 
(２)．生産技術部門の自社内でのイメージ、問題点、対策について 
(３)．生産技術の競争力 

４．生産技術系人材のグローバル化 
(１)．グローバル人材像 
(２)．国内生産技術者のグローバル教育研修 
(３)．海外現地人材（除く日本人）の育成方針（生産技術者を念頭に置いて） 

―――――平成２３年度 調査票（Part2 震災部） 目次――――― 
５. 震災の影響・復旧と生産技術者  

（１）．被害状況 
（２）．人的支援の有無 
（３）．人的支援以外の支援 
（４）．震災等非常時における生産技術者の役割 

 

（２‐６）. 本報告書における図表番号の表示について 

本報告書における図表番号については図と表を区別せず全て各章を超えて連

続番号を付している。また、平成 23 年度実施したアンケート調査以外の図表に

ついては図表番号と表題の間に（参考）を挿入するとともにその出所を明記して

いる。図表の表題前に（参考）がないものは全て今年度実施したアンケート調査

に基づいて作図作表されたものである。なお、文献等から引用した場合には「参

照文献」として通し連番を付している。また、図表表題中の（問 ）はアンケー

ト調査票中の問番号（参考資料編参照）を指す。 



－23－ 

（３）． アンケート回答企業の属性 

（３‐１）. 回答企業の概要 

①． 回答企業の資本金規模 

回答企業の資本金規模をみると（図表 23） 多回答層は資本金が 100~1000
億円規模の企業で 4 割弱を占める。次いで同 10～100 億円規模の企業で２割強

である。同 10 億円未満規模の企業は約３割強を占める。資本金が 1000 億円以

上の企業は１割弱である。 

図表 23 回答企業の資本金規模 
10百万円未

満

0.8%

10百万円～

１億円未満

14.8%

１億円～３億

円未満

4.9%

３億円～10

億円未満

10.7%

10億円～100

億円未満

21.3%

100億円～

1000億円未

満

37.7%

1000億円～

１兆円未満

8.2%

１兆円～

1.6%

n=122  
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

②． 回答企業の従業員規模 

回答企業の従業員規模をみると（図表 24） 多回答層は従業員数が 1000 人

以上の企業で 5 割弱を占める。次いで同 300～1000 人規模の企業が 3 割弱であ

る。同 300 人未満の企業は全体の約 1/4 を占める。 

図表 24 回答企業の従業員規模 

300人未満

24.6%

300人～

1000人未満

27.0%

1000人以上

48.4%

n=122

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 
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③． 回答企業の売上高規模 

回答企業の売上高（非連結ベース）をみると（図表 25） 多層は 1000 億円

以上の企業で４割強、次は同 100～1000 億円の企業で３割強を占めている。同

100 億円未満の企業は 1/4 を占めている。 

図表 25 回答企業の売上高 

１00億円未

満

25.4%

１00億円～

1000億円未

満

32.0%

1000億円以

上

42.6%

n=122

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 

（３‐２）. 回答事業部門等の事業内容 

①． 機械系･金属系業種分類（複数回答） 

回答のあった事業部門等の事業内容をみると（図表 26）、生産用機械が 37 件

（29.8%）と も多く、次いで電気機械 27 件（21.8%）、輸送機械 21 件（16.9%）、

金属製品 19 件（15.3%）、汎用機械 18 件（14.5%）、その他製造業 18 件（14.5%）

などとなっている。 

図表 26 事業部門等の業種分類（複数回答） 
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37 
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18 
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汎用機械

生産用機械

業務用機械

電気機械

情報通信機械

輸送機械

鉄鋼

非鉄金属

金属製品

その他の製造業

n=124

（社）  
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 
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②． 回答事業所の業種分類別にみた主な製品 

所属業種名（複数回答）については日本標準産業分類に準拠した設問とした

が下の表はその業種分類を選択した回答事業所で実際に製造している製品名を

対比させたものである。この表の中には当該業種分類とは異質なものが含まれて

いる場合がある。本調査では業種は複数回答としている。このため同一の製品名

が下の表では複数の業種それぞれに列記されている。 

例えば銅とセメント、機械部品の製造を行っている企業体の場合、非鉄金属

という業種に対してセメントや機械部品がその製品として記述されている。この

ように明らかに非鉄金属製品ではないことが分かる場合には除外している。 

しかし、中には判定が難しいものもあるため完全には除外し切れてはいない。

また、ある程度の推測が可能であっても敢えて除外せず掲載したものもある。こ

れは併産製品をみることによって当該業種を担う企業がどのような生産分野に

展開しているのかを知ることにも意味があると考えたためである。 

明らかに当該業種を代表する製品であると考えられる製品には網掛けを、そ

うでない可能性が高い製品には白地のままとしている。こうした諸点に留意が必

要である。 
【汎用機械】 

マテリアルハンドリン

グ機器 
船舶（主機含む） ジェットエンジン 

メタルタッチボールバ

ルブ 

建設機械 鉄道車輌 ディーゼルエンジン ボールフィーダ 

タイヤ･ゴム機械 
航空機（航空エンジン

含む） 

ディーゼルエンジン

（産業用､船用） 
ドラムフィーダ 

樹脂機械 二輪車 
ガスタービン・ガスエ

ンジンなど 
ボールねじ全般 

圧縮機 乗用草刈り機 各種ポンプ ユニット製品など 

製鉄機械 農業用トラクター 送風機 水栓金具 

工作機械（マニシング

センタ、ＮＣ旋盤） 
水処理設備 発電機 焼却炉部品 

 ボイラ 油圧機器 ターボチャージャ 

 ＬＮＧタンク 減速機 ギヤモータ 

 

【生産用機械】 

工作機械（マシニングセ

ンタ、専用工作機械） 

マテリアルハンドリン

グ機器 
建設機械 石化プラント 

マニシングセンター 変減速機 たて型旋盤 ガスプラント 

製鉄機械 農業機械 回転塑性金属加工機 貯水槽 

研削盤 タイヤ･ゴム機械 建設・鉱山機械 貯蔵タンク 
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複合旋盤 質量検査装置 油圧ショベル他 チップコンベヤ 

中ぐりフライス盤 樹脂機械 船舶（主機含む） ボイラ 

大型工作機械 電子デバイスなど 鉄道車輌  

工作機械 ターボチャージャ 二輪車 ＬＮＧタンク 

プレス機械 
新聞用高速度オフセッ

ト輪転機 
高所作業車 歯車減速機 

射出形成機 圧縮機 ジェットエンジン トラックスケール 

プラスチック機械 異物検査装置 ディーゼルエンジン 台秤 

産業用ロボット ユニット製品など 油圧機器 プロセスポンプ 

鋳鉄管 家庭電器 
航空機（航空エンジン含

む） 
水処理 

鋳鋼品 重電システム 
ガスタービン・ガスエン

ジンなど 
ボールねじ全般 

クーラントユニット 

（工作機械周辺機器） 
産業メカトロニクス 蒸気タービン 軸受 

量子機器 情報通信システム エネルギー関連設備 工具 

 

【業務用機械】 

寿司ロボット ヒートポンプ式空調機 ＩＴ・ＮＷ製品 ボールねじ全般 

医療機器（癌診断装置

〔ＰＥＴ〕 
常用･非常用発電機 端末製品 ユニット製品など 

癌治療装置〔ＰＴＳ〕

etc｡ 

ガスヒートポンプ空調

機等 
送風機 

エアハンドリングユニ

ット 

半導体製作用各種機器 各種ポンプ 焼却炉部品 ファンコイルユニット

 冷凍機 水処理設備  

 

【電機機械】 

家庭電器 サーボモータ 食品･薬品用異物検査機 ボールねじ全般 

テレビ サーボアンプ 質量検査機 ユニット製品など 

冷蔵庫 モータ 環境試験装置 電子天びん 

洗濯機 インバータ 自動梱包機 ガスメータ 

ＩＴ・ＮＷ製品 通信用コネクタ 半自動梱包機 水道メータ 

端末製品 二輪用電装品 製函機 変減速機 

産業メカトロニクス 汎用電装品 封函機など 油圧ショベル 

情報通信システム 電子デバイスなど 溶接機 油圧機器 

発電機 電子部品 溶接ロボット 
医療機器（癌診断装置

〔ＰＥＴ〕 

リアクトル 半導体 プラスチック機械 
癌治療装置〔ＰＴＳ〕

etc｡ 

乾式変圧器 パワー半導体 自販機 
水処理・エネルギー関連

設備 
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重電システム 発電プラント 住宅用／業務用空調機
ガスタービン・ガスエン

ジンなど 

発電制御システム 
社会インフラ関連､家電

機器 

住宅用／業務用空気洗

浄機など 
蒸気タービン 

鉄鋼制御システム 量子機器 船舶（主機含む） ガスタービン 

鉄道運行制御システム ＵＰＳ 鉄道車輌 原子力機器 

パワーエレクトロニク

ス 
器具 

航空機（航空エンジン含

む） 

角度検出器（エンコー

ダ、レゾルバ） 

電車用制御装置・保安 

装置 
電池 二輪車 航空機搭載計器 

交通システム製品 アクチュエータ   

 

【情報通信機械】 

重電システム 
社会インフラ関連､家電

機器 

サーバ･ネットワーク製

品 
産業メカトロニクス 

情報通信システム 家庭電器 交換機 電子デバイスなど 

発電制御システム プリンタ 伝送装置 プリント基板 

鉄鋼制御システム ＩＴ・ＮＷ製品 情報端末製品 部品実装 

鉄道運行制御システム 端末製品 電気通信機器 
パワーエレクトロニク

ス 

  放送用機器  

 

【輸送機械】 

船舶 特装車 航空機部品 交通システム製品 

船舶（主機含む） フォークリフト 航空機機装品 自動車部品 

中型タンカー（パナマッ

クス、アフラマックス、

スエズ） 

コンテナクレーン ジェットエンジン 操舵装置 

航空機 二輪車 
ガスタービン・ガスエン

ジンなど 
ＬＭシステム 

航空機（航空エンジン含

む） 
鉄道車輌 ターボチャージャ 免震システム 

航空機の設計開発なら

びに製造および修理 
運搬荷役機械 航空機用装備品（降着装

置、プロペラ、油圧機器）

オートバイ用ドライブ

チェーン 

ボイラ 製鉄機械 
航空機コンポーネント

の製造等 
自動車用小物ばね 

ＬＮＧタンク ハニカム 航空機用離着陸装置 板ばね 

メカトロ関連製品 軽合金構造物 油圧機器 巻ばね 

分岐器    
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【鉄鋼】 

ステンレス チタン 鋳鉄管 鋳鋼品 

 

【非鉄金属】 

銅    

 

【金属製品】 

工具 軸受 チェーン 高温･高圧バルブ 

工具 軸受 自転車チェーン 等速ジョイント 

工具等 精密ばね組立品 伝動用ローラチェーン パーツフィーダ 

ミシン針 
自動車エンジンの弁ば

ね 
コンベヤー用チェーン チップコンベヤ 

メリヤス針 自動車懸架用ばね ボールねじ全般 給水栓 

フェルト針 鉄道車両用巻ばね   

 

【その他の製造業】 

自動販売機 容積式流量計 カテーテル 製函機 

自動梱包機 コリオリ流量計 輸液セット 封函機など 

半自動梱包機 超音波流量計 輸液剤 

工業用バルブ（ダイヤフ

ラムバルブ、ボールバル

ブ）等 

通貨処理機 
一般用 掛け・置き・目

覚まし時計 

国際宇宙ステーション

向各種実験装置および

画像処理通信システム

環境試験設備及び装置

（製品の信頼性の 

試験機） 

情報処理機 航空機訓練用シュミレ

ータ 

ロケット及び衛星の誘

導・制御装置他 ガスタービン 

出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 

③． 団体別回答状況（複数回答） 

回答状況について団体別にみてみると（図表 27）、 も多い回答件数が寄せ

られたのは日本工作機械工業会の 14 件、次いで日本航空宇宙工業会と日本産業

機械工業会の 13 件、このほかには日本機械工業連合会と日本計量機器工業連合

会が各 8 件、日本バルブ工業会が７件である。さらに、日本チェーン工業会、日

本ばね協会が各５件、情報通信ネットワーク産業協会、日本建設機械工業会、日

本造船工業会、日本電機工業会、日本陸用内燃機関協会、日本冷凍空調工業会が

それぞれ４件、また日本包装機械工業会、日本防衛装備工業会が各３件などなっ

ている。回答先が所属している団体はダブりを含めて 46 団体に及ぶ。 
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図表 27 回答企業の所属団体別回答件数（複数カウント） 
一般社団法人情報通信ネット

ワーク産業協会 4 1 1 4 1

(社)日本計量機器工業連合
会 8 1 2 4 1

一般社団法人日本建設機械
工業会 4 4 5 2 1

(社)日本航空宇宙工業会 13 2 7 1 1

日本工具工業会 1 5 1 1 1

(社)日本工作機械工業会 14 1 1 1 1

(社)日本工作機器工業会 1 1 1 8

(社)日本産業機械工業会 13 4 1 1

(社)日本産業車両協会 1 1 3 1

日本試験機工業会 1 1 3 1

日本内燃機協会

(社)京都工業会

(社)精密工学会

（社）日本冷凍空調設備
工業連合会

エンジニアリング振興会

(社)日本ロボット工業会

(社)日本冷凍空調工業会

(社)日本陸用内燃機関協会

金型工業会

日本検査機器工業会

日本軸受工業会

日本自動販売機工業会

(社)日本分析機器工業会

(社)日本ベアリング工業会

(社)日本縫製機械工業会

(社)日本包装機械工業会

(社)日本防衛装備工業会

立体駐車場工業会

（社）日本機械工業連合会

ガスメータ工業会

ガス協会

(社)日本繊維機械協会

(社)日本舶用工業会

(社)日本歯車工業会

(社)日本ばね工業会

(社)日本バルブ工業会

(社)日本フルードパワ－工業
会

(社)日本精密測定機器工業会

(社)日本農業機械工業会

一般社団法人日本時計協会

一般社団法人日本電機工業
会

(社)日本電気計測器工業会

(社)日本鉄道車輌工業会

日本チエーン工業会

一般社団法人　日本鍛圧機
械工業会

(社)日本造船工業会

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 

 

④． 量的生産形態（複数回答） 

回答のあった事業部門等の量的生産形態をみると（図表 28）、少量受注生産

形態を取るところが 49 件と 多で全体の 43%を占める。次いで中小量生産形態

が 42 件（36.8%）、単品受注生産形態 32 件（28.1%）と続き、大量生産形態と

いう回答は 29 件（25.4%）であった。 

図表 28 事業部門等の量的生産形態（複数回答） 

29 

42 

49 

32 

0 10 20 30 40 50 60 

大量生産

中小量生産

少量受注生産

単品受注生産

（社）

n=114

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 

 

日本ガス協会 

日本ガスメータ工業

(社)日本金型工業会 

一般社団法人 日本

ベアリング工業会 

(社)日本陸用・内燃

機関協会 
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⑤． 見込み／受注別生産形態（複数回答） 

回答のあった事業部門等の見込み型／受注型生産形態別をみると（図表 29）、
受注生産型の生産形態を取るところが 100 件と 多で全体の 87.7%を占める。見

込み生産型という回答は 42 件（36.8%）であった。 

図表 29 事業部門等の見込み／受注別生産形態（複数回答） 

42 

100 

0 20 40 60 80 100 120 

見込み生産

受注生産

（社）

n=114

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 
⑥． 回答企業像 

【回答企業の規模】 

以上から回答のあった事業部門等でもっとも多いパターンをまとめると以下

のようになる。量的な規模の側面でみると も多い回答先は、資本金で 100~1000
億円、次いで 10～100 億円、従業員数でみると 多が 1000 人以上、次いで 300
～1000 人、売上高でみると 多が 1000 億円以上、次いで 100～1000 億円とな

る。 

資本金と従業員の関係をみると、従業員 300 人未満では資本金が 10 百万円～

１億円の層が も多く５割強、次いで 3~10 億円が多く、この２つを併せると 8
割弱に達する。従業員 300~1000 人規模では資本金は 10~100 億円が 多で 7 割

弱を占める。従業員 1000 人以上になると資本金は 100~1000 億円が 7 割強を占

める。 

図表 30 従業員規模別資本金の分布 

　　　　　　　回答企業の従業員数
回答企業の資本金

300人未満
300人～

1000人未満
1000人以上 回答数

10百万円未満 3.3% 0.0% 0.0% 1 

10百万円～１億円未満 53.3% 6.1% 0.0% 18 

１億円～３億円未満 16.7% 3.0% 0.0% 6 

３億円～10億円未満 23.3% 18.2% 0.0% 13 

10億円～100億円未満 3.3% 66.7% 5.1% 26 

100億円～1000億円未満 0.0% 6.1% 74.6% 46 

1000億円～１兆円未満 0.0% 0.0% 16.9% 10 

１兆円～ 0.0% 0.0% 3.4% 2 

構成比計 100.0% 100.0% 100.0% 122 

回答数合計 30 33 59  
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 
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従業員と売上高の関係をみると 300 人未満と売上高 100 億円未満、300~1000

人と売上高 100~1000 億円、1000 人以上と売上高 1000 億円以上がほぼ対応関係

にあり、それぞれ９割前後を占めている。 

図表 31 従業員規模別売上高の分布 

　　　　　　　回答企業の従業員数
回答企業の売上高

300人未満
300人～

1000人未満
1000人以上 回答数

１00億円未満 93.3% 9.1% 0.0% 31 

１00億円～1000億円未満 6.7% 90.9% 11.9% 39 

1000億円以上 0.0% 0.0% 88.1% 52 

回答合計（％） 100.0% 100.0% 100.0%

回答合計件数 30 33 59 122  
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 
資本金と売上高の関係をみると売上高が 100 億未満と資本金 10 百万円~1 億

円と３億~10 億円、売上高 100 億~1000 億円と資本金 10 億~100 億円、売上高

1000 億円以上と資本金 100 億~1000 億円がほぼ対応関係にある。 

図表 32 資本金規模別売上高の分布 

　　　　　　　回答企業の売上高
同資本金

１00億円未満
１00億円～

1000億円未満
1000億円以上 回答数

10百万円未満 3.2% 0.0% 0.0% 1 

10百万円～１億円未満 48.4% 7.7% 0.0% 18 

１億円～３億円未満 16.1% 2.6% 0.0% 6 

３億円～10億円未満 22.6% 15.4% 0.0% 13 

10億円～100億円未満 9.7% 53.8% 3.8% 26 

100億円～1000億円未満 0.0% 20.5% 73.1% 46 

1000億円～１兆円未満 0.0% 0.0% 19.2% 10 

１兆円～ 0.0% 0.0% 3.8% 2 

資本金別構成比合計 100.0% 100.0% 100.0%

資本金別回答件数合計 31 39 52 122  

出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 
つまり、従業員規模は概ね売上高や資本金の大小と比例し、売上高と資本金

の大小も同様の関係にある。以上から本調査においては回答企業の規模について

は概ね従業員規模によって表せると考えることにする。 

なお、以下の調査結果では、クロス集計結果の図表については も差異が大

きくなるケースのみに限定して掲載することにした。この場合には規模を表す指

標は必ずしも従業員規模とは限らない。売上高或いは資本金のほうがより差異が

大きくなる場合にはそちらの図表を使用している。 
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【回答企業の事業内容】 
事業内容別に も多いパターンをまとめると、業種別では生産用機械、電気

機械、輸送機械などの事業所であり、生産形態別では少量受注生産型や中小量受

注生産型など受注型の事業所が多く見られる。 

業種別に従業員規模を対比してみると、従業員規模が少なくなるほど回答件

数が多くなる業種には金属製品やその他の製造業が、反対に従業員規模が多くな

るほど回答件数が多くなる業種には郵送機械や生産用機械がある。また従業員規

模が大小両端に分かれている業種には汎用機械、業務用機械、情報通信機械、非

鉄金属などがある。 
図表 33 従業員規模別の業種別分布（規模毎の業種計=100%） 

　　　　　　　回答企業の従業員数
回答企業の業種

300人未満
300人～

1000人未満
1000人以上 回答数

汎用機械 17.2% 6.1% 19.3% 18 
生産用機械 27.6% 30.3% 33.3% 37 
業務用機械 10.3% 3.0% 7.0% 8 
電気機械 24.1% 18.2% 21.1% 25 
情報通信機械 6.9% 0.0% 8.8% 7 
輸送機械 3.4% 15.2% 22.8% 19 
鉄鋼 0.0% 3.0% 3.5% 3 
非鉄金属 3.4% 0.0% 1.8% 2 
金属製品 20.7% 15.2% 14.0% 19 
その他の製造業 24.1% 12.1% 12.3% 18 
従業員規模別合計 100.0% 100.0% 100.0%

従業員規模別回答件数合計 29 33 57 119  

出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

従業員規模別に量的生産形態3をみると（図表 34）、従業員規模が 1000 人以

上の規模では、中小量生産型と少量受注生産型との回答が多めである。逆に 300
人未満の規模では少量受注生産型が飛び抜けて多く、次いで単品受注生産型が続

く。両者の中間規模である 300~1000 人規模ではどの量産形態をみても横並びで

あることが特徴である。 

図表 34 従業員規模別の量的生産形態別分布（複数回答） 

10.0%

29.6%

34.0%

26.7%

29.6%

45.3%

56.7%

29.6%

43.4%

40.0%

25.9%

22.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

300人未満

300人～1000人未満

1000人以上

従業員規模別の量的生産形態別分布
単品受注生産

少量受注生産

中小量生産

大量生産

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

                                                  
3量的生産形態：大量生産型、中小量生産型、少量受注生産型、単品受注生産型の四つを区別している。 
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【回答企業の量産形態】 

本調査では量産形態として大量生産型、中小量生産型（中小量型と略）、少量

受注生産型（少量生産型と略）、単品受注生産型（単品生産型と略）を区別して

いる。 

量的生産形態別に従業員規模をみると（図表 35）、大量生産型という回答に

は従業員規模が 1000 人以上の回答件数が 6 割強を占めるなど規模の大きな企業

からの回答が目立つ。 

中小量型ではやはり 1000 人以上の回答件数が大量生産型と並んで多いが、単

品受注型の回答比率は大量生産型より多い。この点で中小量型は大量生産型とは

一線を画している。 

単品生産型の回答をみると300人未満と1000人以上の規模が共に４割弱を占

める。少量生産型は中小量型と単品生産型の丁度中間の様相を呈している。 

以上から、敢えて簡略化すると従業員規模の小さな企業は単品生産型や少量

生産型の比率がやや多く、大量生産型と中小量型は従業員規模の大きな企業の占

める割合が多い。 

図表 35 量的生産形態別の従業員規模分布 

10.3%

20.0%

35.4%

38.7%

27.6%

20.0%

16.7%

22.6%

62.1%

60.0%

47.9%

38.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大量生産

中小量生産

少量受注生産

単品受注生産

300人未満 300人～1000人未満 1000人以上

n= 29

n= 40

n= 31

n= 48

出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 
量的生産形態別の業種分布をみると（図表 36）次のような傾向がみられる。

まず大量生産型であるが、 も多いのは金属製品で大量生産型全体の４割弱を占

める。次いで電気機械が３割で続く。この２つで大量生産型全体の７割弱を占め

る。 
中小量型では も多いのは生産用機械で４割強、汎用機械と電気機械が２割

で３業種併せて８割台に達する。少量生産型では業種は分散しており、 も多い
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生産用機械でも 3 割弱、次いで電気機械、その他製造、輸送機械がそれぞれ 2 割

台を占め、4 つ併せると漸く 9 割に達する。 

単品生産型では生産用機械が 3 割強で 多、続いて電気機械、輸送機械、そ

の他製造が各 2 割で 4 つ併せると 9 割を超える。 

ほとんどの業種はどの量産形態もみられるが、金属製品では大量生産型が特

に多く、生産用機械と汎用機械では中小量生産型が比較的多い。 

図表 36 量的生産形態別の業種分布（複数回答） 

10.3%

13.8%

10.3%

31.0%

10.3%

13.8%

6.9%

3.4%

大量生産

37.9%

10.3%

21.4%

中小量生産

42.9%

9.5%

21.4%

11.9%

14.3%

0.0%

0.0%

11.9%

11.9%

12.5%

29.2%

6.3%

少量受注生産

27.1%

6.3%

少量受注生産

20.8%

0.0%

2.1%

16.7%

22.9%

単品受注生産

15.6%

単品受注生産

34.4%

6.3%

単品受注生産

21.9%

9.4%

21.9%

0.0%

0.0%

15.6%

単品受注生産

21.9%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

汎用機械

生産用機械

業務用機械

電気機械

情報通信機械

輸送機械

鉄鋼

非鉄金属

金属製品

その他の製造業

単品受注生産 少量受注生産 中小量生産 大量生産

 

【回答企業の受注形態】 

本調査では受注形態として「見込み生産型」と「受注生産型」の２つを区別

している。 

従業員規模別に受注形態をみてみると（図表 37）、受注生産型では傾向とし

てやや 300 人未満企業の比率が高く、1000 人以上の規模が低めである。見込み

生産型では逆に 1000 人以上の規模が高めでやや 300 人未満企業の比率が低めと

なっている。しかしながら業種別にみると両者の差異はそれほどではなく、わず

かに輸送機械では受注生産型がやや高めのほか、金属製品では逆に見込み生産型
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が少し高めであるが概してそれほど大きな差異はみられない。 

図表 37 従業員規模別にみた受注形態（複数回答） 

23.3%

29.6%

20.9%

23.5%

55.8%

46.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

見込み生産

受注生産

300人未満 300人～1000人未満 1000人以上

n= 43

n= 98

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 
量産形態別に受注形態をみてみると（図表 38）、大量生産型と中小量型では

見込み生産型と受注生産型とがほぼ拮抗している。単品生産型と少量生産型では

受注生産型の比率が見込み生産型の比率を大幅に上回っている。 

図表 38 量産形態別にみた受注形態（複数回答） 

75.9%

71.4%

32.7%

28.1%

69.0%

81.0%

98.0%

100.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大量生産

中小量生産

少量受注生産

単品受注生産

見込み生産 受注生産

n= 29 

n= 42

n=49

n= 32

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 
次に受注形態別に量産形態をみてみると、見込み生産型では中小量型が７割

近くあり、次いで大量生産型が５割を占める（図表 39）。一方、受注生産型では

少量生産型が５割弱と 多であり、ついで中小量型と単品生産型が３割台で続く

が見込み生産型ほど大きな差異はみられない。 
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図表 39 受注形態別にみた量産形態（複数回答） 

51.2%

20.2%

69.8%

34.3%

37.2%

48.5%

20.9%

32.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

見込み生産

受注生産

大量生産 中小量生産 少量受注生産 単品受注生産

n= 43

n= 99

 

出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 

（４）． 本調査における「生産技術」について 

本調査票において使用する“生産技術”という用語については、すべて当専

門部会がこれまでの調査研究において公表してきた以下の“生産技術に関する定

義”に従う。また、生産技術者は以下に定義した業務に従事する技術者を指す。 

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
あるが、当部会では様々な意見を集約し、以下のように定義している。 

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。 

注：航空機整備業の場合、「生産」を「整備」と読み替える。 

出所 日本機械工業連合会---機械工業高度化人材研究調査専門部会 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（Ⅲ）」「グローバル化時代にお

ける生産技術者の確保・育成」報告書 から転載 

同様に“生産技術者”についても、以下のような仕事業務、役割・使命を行

う技術者を指す。 

①． 生産技術者の主な仕事の例 

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。 
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②． 具体的な業務は大きく３つにわけられる。 

１．長期的視点に立って生産技術開発を推進する業務； 

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．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．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； 

生産設備の保全、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。 

③． 役割・使命 

生産技術者の役割・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。つまり「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。 

注：航空機整備業の場合、「生産」を「整備」と読み替える。 

出所 日本機械工業連合会---機械工業高度化人材研究調査専門部会 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（Ⅲ）」「グローバル化時代にお
ける生産技術者の確保・育成」報告書 から転載 

④． 以上の“生産技術者とは”を模式図化したものが次の図表 40 である。 

 図表 40 （参考）生産技術者とは：その役割・使命、業務、知識・能力 

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

安全、IE/QC手法 等

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 大になるように生産展開すること

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

変化を捉える感性、

変化後のシナリオ・世界を描ける力、

対外発信力とコミュニケーション力、

人を動かすリーダーシップ力

幅広いサポート人脈

語学力

 
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。 

出所 日本機械工業連合会---機械工業高度化人材研究調査専門部会 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（Ⅲ）」「グローバル化時代における生産

技術者の確保・育成」報告書 に、今回さらに理解を深めるために「備えることが望まれ

る知識」に“安全、IE/QC 手法 等”と「求められる能力」に２つの囲みを付加した。 
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（５）． 本調査における「業種分類」について 

本調査の業種分類は日本標準産業分類（平成 19 年 11 月改定）に準拠4してい

る。次の図表（図表 41）は、製造業（大分類）の中の本事業関連業種を中分類

ベースで抜き出し、その解説部分を表にしたものである。 

図表 41 （参考）日本標準産業分類 製造業関連業種の呼称と説明・例示 
鉄鋼業   鉱石，鉄くずなどから鉄及び鋼を製造する事業所，鉄及び鋼の鋳

造品，鍛造品，圧延鋼材，表面処理鋼材などを製造する事業所 
金属製品 

 

主として次のような鉄及び非鉄金属製品を製造する事業所～ブリ
キ缶及びその他のめっき板等製品，刃物，手道具類，一般金物類，
電熱器を除く加熱装置，建設用・建築用金属製品，金属線製品及
び他に分類されない各種の金属製品 

汎用機械 汎用的に各種機械に組み込まれ，あるいは取り付けをすることで
用いられる機械器具を製造する事業所 

生産用機械  物の生産に供される機械器具を製造する事業所 
業務用機械 業務用及びサービスの生産に供される機械器具を製造する事業所

～主な製品として事務用機械器具，サービス・娯楽用機械器具，
計量器，測定器，分析機器及び試験機，測量機械器具，理化学機
械，医療機械器具及び医療用品，光学機械器具及びレンズ，武器
など 

電 子 部 品 ・ デ
バイス・電子回
路製造業 

主として電気機械器具，情報通信機械器具などに用いられる電子
部品，デバイス及び電子回路を製造する事業所 

電気機械器具
製造業 

電気エネルギーの発生，貯蔵，送電，変電及び利用を行う機械器
具を製造する事業所 

情報通信機械
器具製造業 

通信機械器具及び関連機器，映像・音響機械器具，電子計算機及
び附属装置を製造する事業所 

輸送用機械器
具製造業 

輸送用機械器具を製造する事業所～主な製品は，自動車，船舶，
航空機，鉄道車両及びその他の輸送機械器具（自転車，牛馬車な
ど） 

その他の製造
業  

主として他のいずれの中分類にも分類されない製品を製造する事
業所～主な製品は，貴金属製品，ボタン，時計，楽器，がん具，
運動用具，ペン，鉛筆，絵画用品，漆器，レコード，眼鏡など 

 出所 総務省統計局 HP の日本標準産業分類から引用

http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/pdf/19san3e.pdf 
 

                                                  
4 出所 総務省統計局 HP の日本標準産業分類 

http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/pdf/19san3e.pdf 
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第２章． グローバル化の現状と展望 

グローバル化の進展は、21 世紀を迎える前後から激しさを増してきた。特にわが国

の場合は人口が減少に転じ、国内マーケットが縮小に向かうと言われていることや趨

勢的に円高に見舞われていることなどが、製造業の目を海外に向けさせる要因となっ

てきた。しかし、グローバル化の実態は業種によっても企業によっても違いが大きい

といわれている。国内市場を主とする企業であっても今や海外に目を向けざるを得な

い時代を迎えている。そこで本章では、機械工業におけるグローバル化の現状と展望

を把握することを狙いとし、各社のグローバル化に関する現状と展望を見ていくこと

にする。 

１． グローバル化の進展状況 

我が国は、少子高齢化の進行により、既に 2005 年から人口減少社会に転じている。

2050 年には現在比約 30 百万人の人口が減少するといわれている。国内市場は頭打ちと

なり、国内市場中心の事業のままでは発展は難しい。我が国の産業はいま岐路に立たさ

れている。 
為替市場をみるとここ数年、円高ドル安トレンドが続き、2011 年には 75 円台という

歴史的円高ドル安を記録した。円高ドル安はドルベースで見た場合の人件費や資材費な

どの国内生産コストを、意図せざる高みに押し上げる。つまり、国内立地の魅力が殺が

れ、工場の海外移転を促す圧力になる。 
一方、海外に目を転じると BRICｓのみならず ASEAN やその他地域にも成長市場が

急速に芽生え、拡大しつつある。 
我が国が今後とも持続的な発展を遂げるためには、こうした成長市場のいち早い取込

が不可欠である。機械工業は我が国産業の中でも外貨を稼げる数少ない産業であるが、

今まで以上にグローバル展開に本腰を入れていかねばならない。グローバル展開とはこ

れから永続的に取り組んでいくテーマであり、現地に根を張る覚悟が求められるテーマ

でもある。しかも、製造業のみならず、建設業から卸小売業などの流通・物流、その他

サービス業などのどちらかというと内需中心型産業全般に亘って同様の取組をしていく

ことになろう。そうでなければ我が国の経済をプラス成長に回帰させることは難しい。

特に機械工業は、他の産業の先頭に立って国内に向きがちの目を海外に向け、成長市場

の取込に全力を注ぐことが求められている。グローバル展開は待ったなしであり、海外

を視野に入れた戦略が不可欠である。 
以下ではグローバル化の進展状況から見ていくことにする。 

（１‐１）. 想定為替レートの推移 

輸出企業の想定為替レートの推移をみると（図表 42）、明らかに為替レートは円高ド
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ル安のトレンドとなっており、企業へ大きな影響を与える外部要因である。成熟市場か

ら新興市場へのシフトという「グローバル化」は一層加速する事は間違いないであろう。 
 

図表 42 （参考）輸出企業の想定為替レートの推移 

 
出所 平成 22 年度ものづくり白書の骨子 第１章内外経済が変化する中での我が国製造業の動

向から転載 
 
 

（１‐２）. 円高と製造業の海外移転 

円高が海外移転に与える影響をみると（図表 43）、調達のグローバル化をはじめとし

て、製造機能や研究開発機能をコストのより安い地域にシフトすることにより、利益率

を確保しようとする企業行動が過半数から半数近くになっている。今日、多くの機械工

業ではこうした新しい生産システム全体をグローバルにどうマネジメントしていくのか

という新しい体制作りが急務の課題となりつつある。 

図表 43 （参考）円高が海外移転に与える影響 

 
出所 平成 22 年度ものづくり白書の骨子 第２章 我が国ものづくり産業が直面する課題と展望から

転載 
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（１‐３）. グローバル化の指標 

本調査ではその企業のグローバル化の指標として海外売上高比率と海外生産比率の２

つを取りあげてみた。その定義については本来付加価値ベースで計算すべきものである

が、現在の生産活動は国境をまたいで複雑化しており、厳密な計算は難しいのが実態で

ある。実際にこうした比率を公表している機関の発表をみても図表 45 にみるとおりで

ある。そこで本アンケート調査の依頼上は図表 45 にならい、以下の式（図表 44）を掲

示して回答をお願いしたが、回答各社において独自に公表している場合にはその指標を

記入してもらうことにして調査を実施した。 

図表 44 参考資料：海外生産比率と海外売上高比率の概念的定義 
海外売上高比率＝貴社の海外売上高／（国内売上高＋海外売上高）×100 

この場合、輸出は海外売上高に含まれる。 
海外生産比率＝貴社の海外生産高／（国内生産高＋海外生産高）×100 

この場合、輸出は国内生産高に含まれる。 

なお、これらの比率の取扱についてはあくまで概念的なものであり、その性格上言葉

通りの厳密な捉え方はできない。特に海外生産比率については異論5もみられることから

一応の傾向を見るための参考数値として利用することに留めたい。 

図表 45 参考資料：海外生産比率と海外売上高比率の定義に関する参考資料 
1.一般的定義：海外売上高は、企業が自国以外で製品を販売したり、サービスを提供した

りして得た売上高のことをいい、これには国内からの輸出の他に、海外で生産し販

売した分も含む。また、企業の売上高のうち、自国以外で売り上げた分が占める比

率を「海外売上高比率」という。（出所：iFinance 金融用語集「海外売上高」より

引用） 
2.経済産業省 海外事業活動基本調査における定義 

海外生産比率：現地法人売上高の国内売上高に対する比率 
・海外生産比率＝現地法人売上高／国内法人売上高×100 

調査対象：2010 年（平成 22 年）3 月末現在で、海外に現地法人を有する我が国企業（金融業,
保険業及び不動産業を除く。以下、「本社企業」といいます。）を対象としました。 
この調査における「現地法人」は、以下の条件を満たす海外子会社と海外孫会社の総称です。

海外子会社とは、日本側出資比率が 10％以上の外国法人を指し、海外孫会社とは、日本側出

資比率が 50％超の海外子会社が 50％超の出資を行っている外国法人を指しています。 
         〈出所 METI 海外事業活動基本調査より引用〉 

3.国際協力銀行 海外事業展開調査における定義 
※1 海外生産 比率＝（ 海外生産高 ） / （ 国内生産高 + 海外生産高 ） 
※2 海外売上高比率＝（ 海外売上高 ） / （ 国内売上高 + 海外売上高 ） 

調査対象：製造業で原則として海外現地法人を 3 社以上（うち、生産拠点 1 社以上を含む）

有する企業。 
〈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）－〈㈱日本政策金融公庫国際協力銀行 国際経営企画部 国際調査室〉

 

                                                  
5 部会ではこの点に関して「生産高についてはその算出方法が各社バラバラ」であるとの指摘があった。 
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4.産業全体の比率 
 国際協力銀行：2009 年度海外売上高比率＝34.2%、海外生産比率＝31.0% 

調査対象は製造業企業 

 「海外事業活動基本調査（経済産業省）」2009 年度海外生産比率＝17.2% 

調査対象はわが国企業で金融・保険・不動産を除く全産業 
 

「日本企業の人材マネジメントの国際化度合いを測る指標（国際化指標 2010）（平成

23 年 5 月経済産業省発表）にはいくつかグローバル化の指標にとって参考になるポイン

トがみられる。まず、企業の国際化モデルとして四つのタイプを採用している。これは

グローバル化の程度を段階別に示したものでいわば純国内企業（タイプ０）、輸出・輸入

と海外拠点のある企業（タイプＡ）、日本からの指令統括の下に海外展開中の企業（タイ

プＢ）、日本に拘らない世界展開企業（タイプＣ）というような分け方を示している。具

体的には以下の４つのパターンが国際化モデルとして表示されている。 

図表 46 参考資料：経済産業省の国際化指標２０１０のモデル 

タイプ０：海外ビジネスを展開していない企業を想定 

タイプＡ：輸出・輸入を行っており、海外拠点の配置を進めている。海外事業所の運営
強化や海外ビジネスでの競争力強化のために人材マネジメントを変更すると
いう強い動機を生むまでには至っていない。 

タイプＢ：海外の事業所で広範なビジネス展開が企画実施されつつある。ただし、多く
の海外事業所は、日本の統括会社と一対一の関係で調整がなされているマル
チドメスティックな形態の組織運営を行っている。 

タイプＣ：企業文化は国民性から離れ、エクセレントカンパニーを目指す。グローバル
な視点からの 適な製品開発、製造、販売活動、人材獲得、資源配分が行わ
れる。各地域に分散して配置された拠点間での技術や人材の交流が実施され、
クロス・ソーシングを行うことが組織運営の重要な課題となる。 

出所：国際化指標２０１０のモデル；「日本企業の人材マネジメントの国際化度合いを測る指標（国際

化指標 2010）平成 23 年 5 月経済産業省 より引用 
 

以下では、このような明確で理解しやすいが先験的で理念的に構築されたモデルには

頼らず、主に海外売上高比率などの数値指標によって現状のグローバル化の進展度合い

をありのままに見ていくことにする。 
これはグローバル化の現状と各企業が海外派遣人材の実態～そうした人材をどのよう

に調達し、育成し、派遣しているのか、そこでどのような問題が今起きているのかにつ

いて調査することが今年度の課題の一つであり、まず実態を抑えることが目標であるこ

とによる。 
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（１‐４）. 海外売上高比率 

海外売上高比率（％）（図表 47）をみると、海外売上高が 50%を超える企業は 35.7％
に留まっており、海外売上高が 30％以上 50％未満の会社は 25.5%、両者を合計すると 6
割を超える。一方、海外売上高が 30％未満の企業は 38.8％と４割弱を占める。 

図表 47 海外売上高比率（％）（問 1） 

38.8% 25.5% 35.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

30％未満 30～50％ 50％以上
n=98

 
注．（問１）はアンケート調査票中の問番号を指す。（参考資料編の調査票を参照）以下同様。 

出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

さらに資本金別にみる海外売上高比率（図表 48）では、売上高 100 億円未満の会社

の 62.5％は海外売上高が 30％未満であるのに対し、同 1000 億円以上の会社の 8 割は、

海外売上高が 30％以上を超える会社といえる。大企業程グローバル化が進んでいるとい

える。 

図表 48 売上高別にみる海外売上高比率（％）（問１） 

62.5%

46.4%

20.0%

8.3%

25.0%

35.6%

29.2%

28.6%

44.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１00億円未満

１00億円～1000億円未満

1000億円以上

30％未満 30～50％ 50％以上

n= 45

n= 24

n= 28

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

量的生産形態別に海外売上高比率をみると（図表 49）、大量生産型、中小量生産型の

企業は 7 割が海外の売上比率が 30％以上の枠に入ると答えている。少量受注生産型では

同比率が 30%未満という回答が５割弱に上り、 も海外売上高比率が低い生産形態であ

ることが分かる。 
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図表 49 量的生産形態に別みる海外売上高比率（％） （問 1） 

30.4%

30.3%

47.4%

37.5%

30.4%

21.2%

26.3%

29.2%

39.1%

48.5%

26.3%

33.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大量生産

中小量生産

少量受注生産

単品受注生産

30％未満 30～50％ 50％以上

n= 23

n= 33

n= 38

n= 24

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 
国際協力銀行のアンケート調査によると（図表 50）、業種別海外売上高比率について

は機械業種のなかの３業種の数値が利用できる。このうち一般機械では海外売上高比率

は概ね４割弱、海外生産高比率は２割強、電機・電子では海外売上高比率は概ね５割弱、

海外生産高比率は４割強とかなり高い比率になっている。この調査対象は「海外現地法

人を 3 社以上（うち、生産拠点 1 社以上を含む）有する企業」であることから規模の大

きな製造業を調査対象としていることを反映した比率ではないかと思われる。 

図表 50 （参考）業種別海外売上高比率と海外生産比率の比較 

2007 2008 2009 2010見込み

海外売上高比率(%) 38.9 38.7 37.0 38.8
海外生産比率(%) 18.7 19.7 22.5 22.8

差(%Pt) 20.2 19.0 14.5 16.0
海外売上高比率(%) 46.9 45.8 46.2 47.6
海外生産比率(%) 43.6 43.4 44.3 44.7

差(%Pt) 3.3 2.4 1.9 2.9
海外売上高比率(%) 35.6 38.6 36.3 37.9
海外生産比率(%) 35.0 36.1 32.6 34.0

差(%Pt) 0.6 2.5 3.7 3.9

一般機械

電機・電子

自動車

年度

 
注 1.一般機械は、電機・電子や自動車に比べると、海外売上高比率は電機・電子には

及ばないものの、自動車よりやや上回っている。 また、海外生産比率は他２業

種よりかなり下回っている。この結果、両比率の差をみると、一般機械が も差

異が大きい。一般機械が他２業種に比べ総体的に海外生産より輸出が多いことを

示している。 
注 2.製造業で原則として海外現地法人を 3 社以上（うち、生産拠点 1 社以上を含む）

有する企業 
出所:㈱日本政策金融公庫国際協力銀行 国際経営企画部 国際調査室 2010 年 12 月 

「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

ンケート調査結果（第 22 回）」より JATIS 作成 
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（１‐５）. 海外生産比率 

海外生産比率については回答全体の 79.4％は海外生産比率が 30％未満と答えており、

海外生産比率が 50％を超えている会社は約 1 割に留まっている（図表 51）。 

図表 51 海外生産比率（％） （問 2） 

79.4% 11.1% 9.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

30％未満 30～50％ 50％以上n=63

 

出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

売上高別にみると（図表 52）、売上高 100 億円未満の小規模層ではその９割が海外生

産比率は 30%未満である。売上高が 100 億円以上の中・大規模層になると海外生産比率

が 30%未満の層は７割強にとどまる。 
中規模（売上高 100～1000 億円未満）では海外生産比率が 30%～50％未満が 19%、

大規模（売上高 1000 億円以上）の海外生産比率は 50％以上が 16%である。売上高規模

が大きいほど海外生産比率も高い傾向がみられる。 

図表 52 売上高別にみる海外生産比率（％）（問 2） 

90.9%

71.4%

73.7%

4.5%

19.0%

10.5%

4.5%

9.5%

15.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１00億円未満

１00億円～1000億円未満

1000億円以上

30％未満 30～50％ 50％以上

n= 22

n= 21

n= 19

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

次に量的生産形態別にみると（図表 53）、量産規模が大きくなるほど海外生産比率も

高くなる傾向がみられる。 
も海外生産比率が高いのは大量生産型であり、その 4 割弱は海外生産比率が 30～

50%％、2 割強は同 50%以上となっている。つまり併せて 6 割は同比率 30%以上を占め

ることになり、他の量産形態を断然引き離している。 
また、単品受注生産型では海外生産比率は全て 30%未満であった。 
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図表 53 量的生産形態別にみる海外生産比率（％） （問 2） 

38.5%

85.0%

87.0%

100.0%

38.5%

5.0%

8.7%

23.1%

10.0%

4.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大量生産

中小量生産

少量受注生産

単品受注生産

30％未満 30～50％ 50％以上

n= 13

n= 20

n= 23

n= 17

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 

図表 54 （参考）海外生産比率の業種別比較～全産業（除く、金融・保険・不動産） 

0
5

10
15
20
25
30

2009年度業種別海外生産比率

 
注．経済産業省の調査は、海外に現地法人を有する我が国企業（金融業,保険業及び不動産業を

除く）を調査対象としている。 
出所 経済産業省 第４０回海外事業活動基本調査（2010 年 7 月調査）概要 業種別海外生産

比率の推移（国内全法人ベース（製造業））より JATIS 作成 
 



－47－ 

（１‐６）. 海外売上高比率に関する目標数値 

各社経営計画などにおける“海外売上高比率に関する目標数値”の有無について

調査した（図表 55）。“目標数値がある”と回答した会社は 44.1％と４割強に過ぎな

い。６割弱は目標数値を掲げてはいない。 

図表 55 “海外売上高比率に関する目標数値”の有無（問 3-1） 

44.1% 55.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

目標数値がある 目標数値はないn=111

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 
量的生産形態別にみる海外売上高比率に関する目標数値の有無では、大量生産形態の

企業のうちの 61.5％は“目標値がある”と答えている（図表 56）。次いで少量受注生産

型 57.5%でこの２つが“目標値がある”という回答が多い生産形態である。反対に中小

量生産型と単品生産型は“目標値がない”という回答が、それぞれ 6 割、7 割と過半数

を超える。 

図表 56 量的生産形態別にみる“海外売上高比率に関する目標数値”の有無（問 3-1） 

61.5%

40.0%

57.5%

29.6%

38.5%

60.0%

42.5%

70.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大量生産

中小量生産

少量受注生産

単品受注生産

目標数値がある 目標数値はない

n= 26

n= 40

n= 40

n= 27

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 
さらに、海外売上高比率の大小別に海外売上高比率に関する目標数値の有無をみると

（図表 57）、海外売上高比率が既に 50％以上という企業には“目標値はない”との回答

が７割弱に及ぶ。その一方で海外売上高比率が 30%～50％未満の企業の６割強は“目標
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値がある”と答えている。 
また、海外売上高比率が 30%未満の企業は目標数値が“ある”と“ない”という回答

がほぼ半々で拮抗している。 

 図表 57 海外売上高比率別にみる“海外売上高比率に関する目標数値”の有無（問 3-1） 

51.4%

64.0%

31.3%

48.6%

36.0%

68.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

30％未満

30～50％

50％以上

目標数値がある 目標数値はない

n= 37

n= 32

n= 25

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 

同様に量産形態別にみてみると（図表 58）、少量受注生産型の企業の半数が目標値を

掲げていることがわかる。目標数値を掲げていないという回答では中小量生産型が も

多い。大量生産型を取っているところでは“目標数値がない”という回答が全生産形態

の中では も少ない。 
 

図表 58 “海外売上高比率に関する目標数値”の有無別の量的生産形態（問 3-1） 

34.8%

18.9%

34.8%

45.3%

50.0%

32.1%

17.4%

35.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

目標数値がある

目標数値はない

大量生産 中小量生産 少量受注生産 単品受注生産

n= 46

n= 53

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 
“海外売上高比率に関する目標数値”の有無別に機械系･金属系業種別における差異を

見てみると（図表 59）、“目標数値がある”という回答は生産用機械業が他業種に抜きん

でて も多く、次いで電気機械業などとなっている。 

“目標数値がない”という回答は、 も多いのは生産用機械業であるが、“目標がある”

という回答ほど突出はしていない。次いで輸送機械業、汎用機械業、電気機械業が続い
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ている。 

図表 59 “海外売上高比率に関する目標数値”の有無別の機械系･金属系業種（問 3-1）  
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17.7%

38.3%
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23.4%
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21.0%
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1.6%

14.9%

16.1%

17.0%

12.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

目標数値がある

目標数値はない

汎用機械 生産用機械 業務用機械 電気機械 情報通信機械

輸送機械 鉄鋼 非鉄金属 金属製品 その他の製造業

n= 47

n= 62

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 

次に、業種別に海外売上高目標の有無をみたところ（図表 60）、その業種の中で“目

標がある”が“ない”を上回っているのは業務用機械業、生産用機械業の２つのみであ

る。ほぼ拮抗しているのが、電気機械業、情報通信機械業、非鉄金属業、その他の製造

業である。“ない”が多くなるのは輸送用機械業、汎用機械業、金属製品業、鉄鋼業であ

る。 
 

図表 60 業種別目標数値の高低 

0 5 10 15 20 

汎用機械

生産用機械

業務用機械

電気機械

情報通信機械

輸送機械

鉄鋼

非鉄金属

金属製品

その他の製造業

業種別目標数値の高低

目標数値はない

目標数値がある

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

“海外売上高比率に関する目標数値”の有無別の海外売上高比率をみると（図表 61）、
“目標値がある”のは海外売上高比率が 50%未満の層により多くみられる。海外売上高
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比率が 50％以上の層は、“目標数値がない”という層の 4 割強を占めている。 

図表 61 “海外売上高比率に関する目標数値”の有無別の海外売上高比率（問 3-1） 

42.2%

36.7%

35.6%

18.4%

22.2%

44.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

目標数値がある

目標数値はない

30％未満 30～50％ 50％以上

n= 45

n= 49

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 

 “海外売上高比率に関する目標数値”の有無別にみる海外生産比率をみると、海外生産

比率が 30％未満の企業は、“目標数値がある”が 7 割弱、“目標数値はない”は９割弱と

ほとんどを占めている。“目標数値がある”企業のうちの３割強が海外生産比率が 30%
以上の企業である。 
 

図表 62 “海外売上高比率に関する目標数値”の有無別にみる海外生産比率 （問

3-1） 

68.2%

86.8%

22.7%

5.3%

9.1%

7.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

目標数値がある

目標数値はない

30％未満 30～50％ 50％以上

n= 22

n= 38

 

出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 

（１‐７）.  “海外売上高比率に関する目標”の達成時期 

目標数値がある場合（問 3-1 で“イ”を選択した場合のみ）には計画上の目標達成時

期とその時期までに達成すべき海外売上高比率についても調査した。なお、目標時期が

複数ある場合は 2015 年に も近い年数の記入を依頼した。 
目標数値の時期について（図表 63）は、2013 年と回答した企業が も多く（36.6％）、
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次いで多いのが 2016 年以降（15.9％）であった。また概して 2013 年以内という目標時

期の回答が過半数（56.8％）を超えている。 
 

図表 63 “海外売上高比率に関する目標”数値の時期（年）（問 3-2） 

18.2% 38.6% 9.1% 18.2% 15.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

～2012年 2013年 2014年 2015年 2016年～n= 44

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 
海外売上高比率別に“海外売上高比率に関する目標”時期（年）（問 3-2）をみると（図

表 64）、海外売上高比率が 30～50％の企業の 64.3％が 2013 年以内と短めの目標を掲げ

ている。 
 

図表 64 海外売上高比率別にみる“海外売上高比率に関する目標”時期（年）（問 3-2） 

16.7%

28.6%

10.0%

38.9%

35.7%

40.0%

5.6%

14.3%

10.0%

27.8%

20.0%

11.1%

21.4%

20.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

30％未満

30～50％

50％以上

～2012年 2013年 2014年 2015年 2016年～

n= 18

n= 10

n= 14

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 
売上高を大規模（1000 億円以上）、中規模（100～1000 億円）、小規模（100 億円未満）

とわけてそれぞれ海外売上高比率に関する目標数値をみると（図表 65）、売上高規模が

大きいほど海外売上高比率に関する目標数値も高いという傾向がみられる。 
売上高が 1000 億円以上では海外売上高比率 50％以上を目標にしているという回答が

全体の 6 割弱に達する。 
一方、同 100 億円未満では、同目標数値 30%未満という回答が全体の４割強で も多

い。売上高の中規模企業では海外売上高比率の目標を 30~50%に置くという回答が６割

と 多である。 
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図表 65 売上高別にみる“海外売上高比率に関する目標”数値（％） （問 3-2） 
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20.0%

25.0%

28.6%

60.0%

17.9%

28.6%

20.0%

57.1%
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１00億円未満

１00億円～1000億円未満

1000億円以上

30％未満 30～50％ 50％以上

n= 7
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出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 

☛海外売上高比率の目標数値について、現時点での同比率が 30~50%未満と中程度の

層において目標数値を設定している企業が多い。また、その達成時期は 2012、2013 年

までと短期目標となっている。一方、現在既に海外売上高比率が 50%以上である企業で

は目標数値を定めていない場合が多く、定めている場合にも達成時期目標は他と比べや

や長期となっている。このことは、現在海外売上高比率が 30~50%未満の企業が 1 つ上

のレベルまで比率を上げようと努力していることの表れと考えることもできる。つまり

この層はグローバル化に向けて積極的に取り組もうとしている層である。このような企

業層の量的生産形態は大量生産型が多い。 
 
 

２． 内外の生産拠点の動向 

（１）． 内外生産拠点の全体動向 

各社の２～３年後における生産拠点と開発拠点の増減状況について調査した。調査対象は

現在、“既にある”、或いは、“計画がある”という拠点についての地域ごとの増減状況である。増

減についての選択肢は生産・開発ともに“新設する”、“増加する”、“現状維持”、“減少する”、

“撤退する”の５つである。 

調査結果によると日本での生産拠点の数は「現状維持」が約8割なのに対し、海外をみると、

南アジアへの生産拠点数は「増加・新設する」が8割、次いで東南アジアが6割、中国が5割とな

っている。中南米も4割に留まり、欧州、北米は、「現状維持」が7-8割、さらに旧ソ連地域も8割

以上が現状維持と回答しており、生産拠点の場が東南アジアや南アジアへと移行しているのが

よみとれる。（図表 66） 
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図表 66 内外生産拠点の動向 生産拠点の数 （社数）（問 4） 
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47.6%

27.6%
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日本

東南アジア

欧州

旧ソ連地域

中国

南アジア

北米

中南米

韓・台･モンゴル

中東

大洋州

アフリカ

新設する 増加する 現状維持 減少する 撤退する  
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

なお、本調査における地域区分は以下のとおりである。 

図表 67 ～国・地域区分の詳細について～ 

東南アジア ベトナム、カンボジア、タイ、ラオス、ミャンマー、マレーシア、
シンガポール、インドネシア、フィリピン 

欧州 西欧、北欧、南欧、東欧、リトアニア、ラトビア、エストニア 

旧ソ連地域 ロシア、ベラルーシ、ウクライナ、モルドバ、カザフスタン、キル
ギス、タジキスタン、ウズベキスタン、トルクメニスタン、グルジ
ア、アゼルバイジャン、アルメニア 

南アジア インド、パキスタン、バングラデシュ、ネパール、ブータン 

北米 米国、カナダ 

中南米 メキシコ、中央アメリカ、南アメリカ 

中東 トルコ、イラン、アフガニスタン、イスラエル、アラビア半島諸国

大洋州 豪州、ニュージーランド、パプアニューギニア、太平洋諸島諸国 

アフリカ マダガスカル、アフリカ諸国 

出所：外務省の国・地域区分をベースに JATIS にて設定 
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（２）． 内外生産拠点の地域別動向 

（２‐１）. 売上高規模別にみる内外生産拠点の動向【日本】 

日本における内外生産拠点の動向を売上高別にみると（図表 68）、売上高の規模が大き

いほど日本の生産拠点を撤退するという回答が多くみられる。その比率は売上高1000億円以

上の回答者の15.6％を占めている。 

 

図表 68 売上高別にみる内外生産拠点の動向 【日本】（問 4） 
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n= 45
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n= 31

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

（２‐２）. 売上高規模別にみる内外生産拠点の動向【東南アジア】 

東南アジアをみると（図表 69）、売上高が 1000 億円未満企業では、約半数が東南ア

ジアでの生産拠点数は現状維持と回答しているが、売上高 1000 億円以上の企業では約 7
割近くが新設、または増加すると答えている。 

 

図表 69 売上高別にみる内外生産拠点の動向 【東南アジア】（問 4） 
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出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 
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（２‐３）. 売上高規模別にみる内外生産拠点の動向【中国】 

中国における内外生産拠点の動向を売上高別にみると（図表 70）、新設或いは増加と

いう回答は売上高規模が大きいほど増加する。売上高 100 億円未満の企業では 75％が現

状維持であると答えている。 

図表 70 売上高別にみる内外生産拠点の動向 【中国】（問 4） 
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出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 

（２‐４）. 量的生産形態別にみる内外生産拠点の動向【日本】 

日本における生産拠点の動向について量産形態別にみると（図表 71）、大量生産型の

企業ではそのうちの 25%は日本の生産拠点が減少すると答えている。日本での生産拠点

が減少するという回答は概ね量産規模が大きくなるほど多くなる。 

図表 71 量的生産形態別にみる内外生産拠点の動向 【日本】（問 4） 
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出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 
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（２‐５）. 量的生産形態別にみる内外生産拠点の動向【東南アジア】 

東南アジアにおける生産拠点の動向について量産形態別にみると（図表 72）、量産形

態の如何に係らず、約 6 割が新設或いは増加すると回答している。このうち単品生産型

と中小量生産型の２つでは新設するという回答がみられる。 
 

図表 72 量的生産形態別にみる内外生産拠点の動向 【東南アジア】（問 4） 
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出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

（２‐６）. 量的生産形態別にみる内外生産拠点の動向【中国】 

中国における生産拠点の動向について量産形態別にみると（図表 73）、大量生産型の

企業の約 7 割が増加すると答えており、他の業態も 6～7 割が新増設すると回答してい

る。大量生産型以外はどの業態も新設するとの回答がみられ、特に単品生産型では２割

に達する。 

図表 73 量的生産形態別にみる内外生産拠点の動向 【中国】（問 4） 
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出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 
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（２‐７）. 内外開発拠点の動向 

内外開発拠点の動向をみると（図表 74）、新設・増加するという回答があった地域は、

東南アジア、南アジア、中国、次いで欧州の順であった。新設で も多かったのは、中

南米、南アジア、旧ソ連地域の順であった。但し、本調査はタイのバンコクの水害前の

アンケートであり、今回の水害の影響は反映されていない。また、韓国・台湾・モンゴ

ル、中東、大洋州、アフリカについては、本調査では現状維持となっている。 

図表 74 内外開発拠点の動向 開発拠点の数 （問 4） 

34.6%
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旧ソ連地域
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北米

中南米

韓・台･モンゴル

中東

大洋州

アフリカ

新設する 増加する 現状維持 減少する 撤退する  
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

（２‐８）. 量産形態別にみる内外開発拠点の動向【日本】 

日本における開発拠点の動向について量的生産形態別にみると（図表 75）、大量生産

形態の企業は約 5%が減少すると回答している。他方で大量・中小量生産形態は 5％が拠

点数の増加を回答している。残りの大多数は現状維持を選択している。 

図表 75 量的生産形態別にみる内外開発拠点の動向 【日本】（問 4） 

2.7%

5.3%

5.6%

2.7%

4.5%

89.5%

94.4%

94.6%

95.5%
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出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 
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（２‐９）. 量産形態別にみる内外開発拠点の動向【東南アジア】 

東南アジアにおける開発拠点の動向について量的生産形態別にみると（図表 76）、大

量生産型企業の 1 割強は拠点を新設するとしており、中小量型とともに 4 割以上の企業

が拠点数を増加すると回答している（但し、本調査はタイの水害前のアンケートであり、

今回の水害の影響は反映されていない。）。 

図表 76 量的生産形態別にみる内外開発拠点の動向 【東南アジア】（問 4） 

11.1% 33.3%

40.0%

10.0%

55.6%

60.0%

90.0%

100.0%
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n= 10
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出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 

（２‐１０）. 量産形態別にみる内外開発拠点の動向【中国】 

中国における開発拠点の動向について量的生産形態別にみると（図表 77）、は、大量

生産型企業の半数近くは拠点数を増加すると回答している。また、中小量型及び少量受

注型の企業ではそれぞれ 1 割弱が新設すると回答している。 

図表 77 量的生産形態別にみる内外開発拠点の動向 【中国】（問 4） 
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出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 
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（参考）地域別経常利益推移 

我が国海外現地法人企業（製造業）の地域別経常利益推移をみると（図表 78）、海外

展開による利益は、北米・欧州の割合が縮小する一方、アジアなど新興国市場で獲得す

る傾向が強まっている。こうした結果は今回の我々の調査結果とも符号する。 

図表 78 （参考）我が国海外現地法人企業（製造業）の地域別経常利益推移 

 
出所 平成 22 年度ものづくり白書の骨子 第１章内外経済が変化する中での我が国製造業の動向から転載 

（２‐１１）. 設備投資比率の内外比較 

また、2011年度における海外／国内設備投資比率（国内設備投資に対する海外設備投

資の比率）をみると（図表 79）、製造業全体で51.4％、自動車では127.9％と高い水準に

あり、前年度と比べても増加傾向にある。 

図表 79 （参考）海外／国内設備投資比率 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出所 平成 22 年度ものづくり白書の骨子 第１章内外経済が変化する中での我が国製造業の動向から転載 
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（２‐１２）. 震災による海外移転の可能性 

震災後に実施した経済産業省の調査によれば、「今回の震災で、サプライチェーンの海

外移転が加速する可能性はあるか」という問に対し、69％が「サプライチェーン全体又

は一部の海外移転が加速する可能性がある」と回答しており、「サプライチェーンの海外

移転の懸念は小さい」と答えた企業は、18％にすぎなかった（図表 80）。 

仮に震災により我が国の国際的な立地競争力がさらに悪化することになれば、国内か

ら海外への移転という傾向がさらに助長され、我が国への立地や投資に対して短期的の

みならず、中期的にも悪影響を及ぼすおそれがある。 

図表 80 （参考）震災によるサプライチェーンの海外移転の可能性 

   
出所 平成 22年度ものづくり白書の骨子 第２章我が国ものづくり産業が直面する課題と展望から転載 

（２‐１３）. 国内拠点の生産規模の変化 

海外への工場新設・増設に伴う国内拠点の生産規模の変化をみると（図表 81）、海外

展開の進展に合わせ、国内生産拠点の規模や役割も変容している。海外への工場新設・

増設に伴い、国内拠点の生産規模は縮小する傾向が強い。今回の我々の調査結果をみて

も大筋として同様の傾向がみられる。 

図表 81 （参考）海外への工場新設・増設に伴う国内拠点の生産規模の変化 

 
出所 平成 22 年度ものづくり白書の骨子 第２章 我が国ものづくり産業が直面する課題と展

望から転載 
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（２‐１４）. 内外の生産・開発拠点の動向と今後の課題（まとめ） 

今回調査において明らかになった各社の海外生産拠点や開発拠点の展開状況をみると、

アジア諸国を中心に海外では新設・増加するという回答がかなりあり、逆に国内では減

少するとの回答が出ている。図表 81 をみても国内は縮小という回答が４割弱もある。 

長期的にみると、現在の海外生産が増大しさらに開発機能まで海外にという流れにな

ると、国内生産や国内開発が先細り（空洞化）になっていくことは、ほぼ確実ではない

かと思われる。こうした環境下で果たして現在の技術力をこのまま維持していくことが

できるのか、その担い手をどこから確保していくのかという新たな問題が浮上してこよ

う。これは個別企業としての 適化と国としてみた場合の 適化とがアンマッチとなる

可能性を秘めた課題であり、今後に残されたさらに検討を要する課題である。 

 

３． 国内生産拠点の位置づけ（役割・機能・取組） 

（１）． 国内におけるマザー工場の有無 

各社の国内にあるマザー工場、或いは、マザー工場に相当する国内生産拠点について、

その有無を調査した。 

マザー工場の有無については図表 82 をみると、8 割以上があると回答している。 

図表 82 マザー工場の有無（問 5-1） 

17.5%82.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ある ないn=126  
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

また、量産形態別にみると（図表 83）、少量受注生産形態は 2 割、単品注中生産形態

は、25.8%が“マザー工場がある”と回答している。 

図表 83 量的生産形態別にみるマザー工場の有無（問 5-1） 
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20.4%
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

大量生産

中小量生産

少量受注生産

単品受注生産

ある ない

n= 29

n= 42

n= 49

n= 31

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 
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ところでグローバル展開が一段と進むと、国内に必ずしもマザー工場を必要としなく

なる場合も考えられる。そこで「マザー工場がない」という回答例と海外売上高比率、

海外生産高比率の関係をみてみることにした（図表 84）。 

マザー工場がないという回答で海外売上高比率が 70%台という回答例は４社みられる

が、その海外生産高比率はたかだか 20%台である。また、その他の自由回答をみてもマ

ザー工場を必要としなくなったという段階を推定させるようなコメントは見あたらない。

本調査を見る限り、現時点ではマザー工場の段階を超えてグローバル化しているという

事例については確認できていない。 

 

図表 84 マザー工場の有無別にみた海外売上高比率（左図）と海外生産高比率（右図） 

出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 

さらにマザー工場がある場合には現状におけるその役割・機能について、また、マザ

ー工場等がない場合には国内生産拠点の役割・機能について、開発系と管理系、人材系

の３つの視点から調査したのが以下の（2）である。 

 

（２）． 国内マザー工場の役割・機能 

マザー工場の役割･機能をみると（図表 85）、 も多いのが「設計･開発部門と製造部

門の一体化による競争力強化の拠点」であり、「高付加価値化､高機能化､高度化の追求拠

点」、「生産技術の改善拠点」の順となっている。開発系が も期待される役割・機能の

一つとなっている。 

マザー工場の役割・機能のうち、管理系や人材系の機能については第１というよりは
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第２、第３の機能として認識されている。 

図表 85 マザー工場の役割･機能（問 5-2） 

0 10 20 30 40 50 60 

その他

生産技術者の技術を磨き、伝承するための拠点

海外人材の教育･訓練､指導者養成の拠点

海外の現地に適合した技術･技能の開発をし、海外移転先へ発信する拠点

生産技術･技能の形式知化、ﾏﾆｭｱﾙ化、標準化の拠点

技術､ﾉｳﾊｳ知的財産の流出防止拠点

製品の開発･設計に特化する拠点

設計･開発部門と製造部門の一体化による競争力強化の拠点

高付加価値化､高機能化､高度化の追求拠点

生産技術の革新的技術開発、抜本的革新､ﾌﾟﾛｾｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝの実現拠点

工程削減、設計変更などによる生産技術の改善拠点

生産技術の開発､実証(（開発した生産技術を 初に適用する先端生産拠点）
◎

○

△
技術､ﾉｳﾊｳ知的財産の流出防止拠点

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 

「その他」にあげられた回答をみると以下の表の通り、◎として４つ、○が１つ挙げ

られている。このうち「見える化による生産性向上」は生産技術との関連が強く、強い

ていえば管理系に近い考え方ではないかと思われる。 

マザー工場の役割・機能の“その他”に挙げられたコメントは以下のとおりである。 

マザー工場の役割・機能の““その他”に挙げられたコメント 
も重視している取組：◎ 
◎見える化による生産性向上 
◎工場が一つのため選択肢のほぼ全て 
◎ユニット､コンポーネント生産の拠点 
◎事業の視点で中核的役割を担う拠点 
◎製品の製造機能のみ（一部開発機能あり） 

次に重視している取組：○ 
○海外生産拠点では対応不可能な高付加価値製品の製造

 
図表 86 をみると、大量生産型の企業は、「高付加価値化､高機能化､高度化の追求拠点」、

「生産技術の開発､実証」がそれぞれ約 2 割で半数を占めているが、他の生産形態は、「設

計･開発部門と製造部門の一体化による競争力強化の拠点」が約半数近くを占めている。 
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図表 86 量的生産形態別の マザー工場の役割･機能 ◎（問 5-2） 
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出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 

（３）． 国内マザー工場が重視する取組 

（３‐１）. 国内のマザー工場が現在重視している取組 

ここではマザー工場、或いは、マザー工場に相当する国内生産拠点が現在重視してい

る取組について調査した。 

図表 87 マザー工場が重視している取組（問 5-3）マザー工場が重視している取組を

みると（図表 87）、「自社製品特性に合わせた革新的生産システムの追求」が も多く、

次いで「革新的生産技術の追求」であった。 

図表 87 マザー工場が重視している取組（問 5-3） 
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出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 
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マザー工場が重視している取組についてのその他の回答をみると、◎として４つ、○

が４つ挙げられている。具体的コメントは以下の表のとおりである。 

マザー工場が重視している取組の“その他”に挙げられたコメント 
も重視している取組：◎ 

◎海外工場に対するＱＣＤ支援､生産目標拡大 

◎生産工程改善と開発･設計支援 

◎受注生産での在庫削減､コストダウン､品質維持 

◎自社製品特性に合わせた革新的生産システムの追求〔自社製品に
合わせたＴＰＳを設計～製造～品証まで展開〕 

次に重視している取組：○ 

○海外製産品の製造方法確認、現地従業員の育成指導 

○海外顧客への対応 

○製品に使用されている部品の内製化によるＳＣ短縮､コスト低減 

○海外では対応不可能な高難度製品の生産 

 

（３‐２）. 量的生産形態別にみた国内マザー工場が重視している取組 

量的生産形態別にマザー工場が重視している取組をみると（図表 88）、大量生産型で

は、「革新的生産技術の追求」が多い。中小量型、少量受注型、単品受注生型では、「自

社製品特性に合わせた革新的生産システムの追求」が多い。 

図表 88 量的生産形態別のマザー工場が重視している取組（問 5-3） 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

大量生産
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少量受注生産

単品受注生産

革新的生産技術の追求 自社製品特性に合わせた革新的生産システムの追求

ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝの一環を構成するｻﾌﾟﾗｲﾔｰの生産システムの革新 ”匠の技”の生産ｼｽﾃﾑへの取組による競争力強化

日本の生産ｼｽﾃﾑを丸ごと海外移転するﾘｽｸ回避の仕組みづくり追求 その他

n= 24

n= 38

n= 46

n=27

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 
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（３‐３）. 生産形態別にみた国内マザー工場が重視している取組 

生産形態別のマザー工場が重視している取組をみると（図表 89）、見込み生産型では、

「革新的生産技術の追求」という回答が多く、受注生産型では、「自社製品特性に合わせ

た革新的生産システムの追求」という回答が多い。 
 

図表 89 生産形態別のマザー工場が重視している取組（問 5-3） 
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ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝの一環を構成するｻﾌﾟﾗｲﾔｰの生産システムの革新

”匠の技”の生産ｼｽﾃﾑへの取組による競争力強化

日本の生産ｼｽﾃﾑを丸ごと海外移転するﾘｽｸ回避の仕組みづくり追求

その他

n= 39

n= 91

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

国内拠点において重視する役割（図表 90）を時系列で追うと、過去（5～10 年前）に

は「生産（汎用品）」を も重視していたが、年々その度合いは低下傾向にある。反対に

「生産（先端品）」を重視する割合は徐々に高まり、今後（5～10 年後）に関しては「生

産（先端品）」のシェアが「生産（汎用品）」のシェアを上回る見込みとなっている。 

加えて、「開発」、「設計」、「研究」を重視する傾向も強まっており、グローバルな規模

での国際分業が進展する中、企業が日本国内の拠点でより高度な機能を保持しようとす

る姿勢が明確になっている。また、コア技術の海外移管が進むにつれて技術流出も多く

発生している。 

我が国製造業について、新興国市場における競合国企業との機能別優劣を比較した図

表によれば（図表 91）、「設計」、「調達」、「生産」といったものづくりの技術力に関する

機能については競争力を有しているものの、「企画・マーケティング」、「販売」といった、

いわゆるスマイルカーブにおける付加価値の高い両端が競争劣位にあることが窺える。 
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図表 90 （参考）国内拠点において重視する役割 

 
出所 平成 22 年度ものづくり白書の骨子 第２章 我が国ものづくり産業が直面する課題と展

望から転載 

図表 91 （参考）我が国が新興国市場で劣っている機能 

 
出所 平成 22 年度ものづくり白書の骨子 第２章 我が国ものづくり産業が直面する課題と展

望から転載 
 

４． 生産技術者の海外派遣 

（１）． 生産技術者の海外派遣期間の頻度 

本調査では事業部門等の生産技術者が海外に派遣される場合の派遣期間の頻度につい

て調査した。 

（１‐１）. 生産技術者の海外派遣頻度 

生産技術者の海外派遣頻度をみると（図表 92）、「～一週間（一週間以内、以下同様）」

の回答が多く、「～半月」、「～1 ヶ月」、「～3 ヶ月」と続く。３ヶ月以内という短期間の

回答が多い。また頻度別にみても（図表 93）、 も頻度が多い回答（◎）は「～1 週間」

が も多く、「～半月」、「～1 ヶ月」となり、その次の頻度（○）では「半月」が 多、

また、その次の次に当たる頻度（△）では、「～1 ヶ月」が 多である。現状の海外派遣

期間は超短期が も多いといえる。 
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図表 92 生産技術者の海外派遣期間の頻度（問 6-1） 
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注．点数＝◎×3 点＋○×2 点＋△×１点 

出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 

図表 93 生産技術者の海外派遣期間の頻度別の多い順内訳（問 6-1） 
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出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 

 

生産技術者の海外派遣期間の頻度において“その他”の回答をみると、◎11 件、○5
件で内訳は以下の通り。派遣が無い先や生産技術の派遣はないなどのほか、「派遣」でな

く「出向」であれば３年超という回答もみられた6。 

                                                  
6 部会では「ケースバイケースが多い」「１週間派遣を何度か実施することも」「人がいないからちょっ

と行ってすぐ戻ることがある」といった指摘があった。 

３ヶ月以内

１
年
以
上 

３ヶ月～１年 

３
ヶ
月
以
内 

１年以上 

３
ヶ
月
～
１
年 
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具体的コメントは以下の表のとおりである。 

海外派遣者が抱える問題において“その他”に挙げられたコメント 
も重視している問題：◎ 
◎海外派遣は無し 
◎なし   ～５件 
◎ほとんどない 
◎生産技術サポートなし 
◎生産技術派遣なし 
◎必要の都度 
◎弊事業部は現在､海外生産拠点を保有していないため､定期的な海

外派遣はなし 
次に重視している問題：○ 
○出向であれば 3 年超もある。担当工事単位の出張であれば、状況に

応じ都度異なる 
○ほとんどない 
○現状想定していない 
○設備導入期間・短期間 
○生産技術者の海外派遣はほとんどなし 

 
①． 量的生産形態別にみる生産技術者の海外派遣期間の頻度 

さらに量的生産形態別にみると（図表 94）、大量生産型では「～半月」が約 3 割と多

く、次いで「～3 ヶ月」と「3 年超」は各 16.7％であった。中小量生産型、少量受注生

産型ではともに「～1 週間」が 4 割前後となっており、中小量生産型で「3 年超」との

回答は 14.7％にあたる 5 社、少量受注生産型では、10.3％にあたる 4 社であった。 

図表 94 量的生産形態別の生産技術者の海外派遣期間の頻度（問 6-1） 

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 
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（２）． 海外派遣期間頻度別に見た海外派遣者が抱える問題 

各事業部等から海外へ派遣者を出している場合、その派遣者はどのような問題を抱え

ているかについて調査した。選択肢としては以下のイ～リ（図表 95）を用意し、当ては

まる順に◎○△印をそれぞれ１つずつ選択するよう依頼した。 

  図表 95 海外派遣者が抱える問題（選択肢） 
イ.特に問題はみられない ロ.現地文化・習慣等への親和性 
ハ.赴任者家族の現地生活面 ニ.現地での批判等逆風への対応 
ホ．赴任者家族子弟の現地教育面 ヘ．現地従業員の人事・労務問題 
ト.単身赴任者の国内子弟教育面 チ.プライベート面の問題 
リ．その他：（      ） 

出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

調査結果は以下のとおりである。 

（２‐１）. 海外派遣者が抱える問題 

海外派遣者が抱える問題については、図表 97 のとおり「現地文化・習慣等への親和

性」が も多い。次いで「現地従業員の人事･労務問題」、「特に問題はみられない」など

である。 

図表 96 海外派遣者が抱える問題－頻度別（問 6-2） 
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（点数）

 
注．点数＝◎×3 点＋○×2 点＋△×１点 

出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

海外派遣者が抱える問題を頻度別内訳（◎○△別）にみると（図表 97）、問題として

も大きい◎は「現地文化・習慣等への親和性」が も多い。その次は「特に問題はみ

られない」である。「現地従業員の人事･労務問題」は３番目に挙げられている。 
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図表 97 海外派遣者が抱える問題－頻度別の内訳（問 6-2） 
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出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

海外派遣者が抱える問題に関する“その他”の回答をみると、◎13 件、○３件、△

１件であった。内訳は以下の通り。その他の問題として語学を挙げた回答が多く、「会話」

「他国言語によるコミュニケーション」「語学力不足」などが４件みられた。また海外派

遣に伴う「過重労働」というコメントもみられた。 

具体的コメントは以下の表のとおりである。 

海外派遣者が抱える問題において“その他” に挙げられたコメント 
も重視している問題：◎ 
◎海外派遣が無いため､問題を抱え

ていない｡ 
◎過重労働 

◎会話 ◎予定なし、該当なし 
◎派遣していない ◎派遣者がいない 
◎他国言語によるコミュニケーシ

ョン 
◎案件毎の短期出張のため特に問

題はなし 
◎語学力不足 ◎派遣なし 
◎語学力 ◎海外への長期派遣者はおらず、特

に問題なし 
次に重視している問題：○ 
○製造部門は海外進出していない 該当なし×２件 

3 番目に重視している問題：△ 
△特に問題なし 
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（２‐２）. 量的生産形態別にみた海外派遣者が抱える問題 

海外派遣者が抱える問題について量的生産形態別にみると（図表 98）、中小量生産型

では「特に問題はみられない」が 34.3％と他の量産形態に比べひときわ高い回答率であ

る。大量生産型でみると、「特に問題はみられない」、「現地文化・習慣等への親和性」、

「現地従業員の人事･労務問題」がほぼ同数みられ、どの問題にも直面している企業が多

いことが窺える。少量生産型と単品生産型では「現地文化・習慣等への親和性」が 多

の問題となっていることが分かる。 

また「現地従業員の人事・労務問題」はどの量産形態でみても約２割程度ある。量産

形態に関係なく問題点として認識されている。 

図表 98 量的生産形態別の海外派遣者が抱える問題（◎）問 6-2） 
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n= 35
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出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 

（２‐３）. 生産形態別にみた海外派遣者が抱える問題 

海外派遣者が抱える問題について生産形態別にみてみると（図表 99）、「特に問題はみ

られない」という回答は、見込み生産形態では 33.3％あるのに対し、受注生産形態では

20.8%とかなり違いがみられる。受注生産形態では「現地文化・習慣等への親和性」と

いう回答が 28.6％あるのに対し、見込み生産形態では 19.4%とここでも両者の違いが大

きく、生産形態に応じてその抱える問題に差異があることが窺える。 

見込み生産形態には大量生産型や中小量生産型が比較的多いこと、一方、受注生産形

態には少量生産型と単品生産型が多くみられることと符合している。 
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図表 99 生産形態別による海外派遣者が抱える問題（◎）（問 6-2） 
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その他
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出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 

（２‐４）. 海外派遣者に“特に問題はみられない”場合と“ある”場合の派遣期間 

海外派遣者に“特に問題はみられない”という回答は 96 ポイント（図表 96）あった。

これは「現地文化・習慣等への親和性」に次ぐ多さである。そこでこの“特に問題はみ

られない”場合と、それ以外の“何らかの問題がある”場合の海外派遣期間を比較して

みたところ（図表 100）、両者ともその大半が 3 ヶ月以内であるなど、概ね類似したパ

ターンを示していることが明らかになった。 

現状では派遣期間の長短に関わらず、派遣上の問題を認識する企業と認識しない企業

の両タイプがみられる。 

図表 100 “特に問題はみられない”場合（左図）と“ある”場合（右図）の派遣期間 

 注．点数＝◎×3 点＋○×2 点＋△×１点 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 
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図表 101 “特に問題はみられない”場合（左図）と“ある”場合（右図）の派遣期間 

出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 
 

５． 海外現地生産技術系人材の確保 

（１）． 海外現地技術系人材の募集方法 

海外現地技術系人材を採用する際、現地ではどのように募集しているか調査した。 

①． 海外現地生産技術系人材の募集方法 

海外現地生産技術系人材の確保にあたり、採用する場合の募集方法について聞いてみ

たところ（図表 102）、 も多い募集方法は「海外求人求職仲介企業に依頼」するであ

った。また、「募集はしていない」という回答も２番目に多く、次いで「既存現地採用者

の紹介」の順となっている。 

図表 102 海外現地技術系人材を採用する場合の募集方法（問 7） 
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出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 
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海外現地生産技術系人材の募集方法についてはいろいろ考えられるが、今のところ海

外求人求職仲介企業に依頼するのが も多いパターンであり（図表 103）、そのほかの

募集手段については補完的に利用されているのが実態といえよう。 

 

 

図表 103 海外現地技術系人材を採用する場合の募集方法近似順位の内訳（問 7） 
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出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 
海外現地技術系人材を採用する場合の募集方法において“その他”に挙げられている

例をみると、独自に工夫して手法を開発している事例がみられる。その中には現地の大

学に要請するパターンが 7 件、広告が 3 件、インターネット 2 件などのコメントが寄せ

られた。具体的コメントは以下の表のとおりである。 

海外現地技術系人材を採用する場合 “その他” の募集方法 
特に近似している：◎ 
◎現地状況による ◎自社独自で求人 
◎現地で直接募集、インターネットの

新聞広告 
◎広告による募集 

◎インターネットでの募集 ◎現地公的機関に依頼 
◎現地自治体／大学主催の招聘会でス ◎現地企業が募集、現地法人が実
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カウト 施

◎現地大学への求人依頼 ◎予定なし、該当なし、実績なし 
次に近似している：○ 
○現地大学への求人､現地新聞広告に

よる公募 
○広告 

○海外大学への要請 ○直接募集 
○現地大学等に要請 ○現地大学に要請 
○現地大学等に要請 ○現地大学に要請 
○製造部門は海外進出していない ○該当なし、派遣なし 

３番目に近似している：△ 
△現地ハローワーク活用 △海外大学を通じての紹介 
△募集広告等  

 

（１‐２）. 量的生産形態別にみた海外現地生産技術系人材の募集方法 

海外現地技術系人材を採用する場合の募集方法について量的生産形態別にみたものが

図表 104 である。 

図表 102 と図表 103 においてトップであった「海外求人求職仲介企業に依頼」してい

るのをみると、 も多いのは中小量生産型であり、その過半数がこの募集方法を採用して

いる。しかし、大量生産型では４割弱、少量生産型と単品生産型では３割台に留まる。 

「募集はしていない」という回答をみると、単品生産型が４割強、少量生産型が４割

弱とこの２形態に特に多くみられるのが特徴的である。 

図表 104 量的生産形態別の海外現地技術系人材を採用する場合の募集方法（◎）（問 7） 
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国内求人求職仲介企業を通じて依頼 現地進出済の政府系機関に依頼

既存現地採用者の紹介 現地進出済の日系企業に依頼

国内大学を通じての紹介 その他

n= 21

n= 32

n= 37

n= 19

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 
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（１‐３）. 売上高規模別にみた海外現地生産技術系人材の募集方法 

海外現地生産技術系人材の募集方法について売上高の規模別にみると（図表 105）、
「海外求人求職仲介企業に依頼」しているのは主に売上高 1000 億円以上の大規模企業

に多いことが窺える。反対に「募集はしていない」という回答は、売上高が小さいほど

多くなる。この２つはほぼ逆相関している。これは売上高規模が大きいほど海外進出し

ている企業が多いことと符合する。 

なお、参照文献 2 はそうした仲介業務を行っている企業の具体例を報じた記事であ

る。 
 

図表 105 売上高別の海外現地技術系人材を採用する場合の募集方法（◎）（問 7） 
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出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 
参照文献 2 エグゼクティブサーチ事業 

---経営者ヘッドハンティングの動向は「これまでは日本に進出した外国

企業からの引き合いが中心だったが、日本企業からの引き合いが増えて

いる。海外に進出した日本企業が、現地のトップを探す際に当社を頼る

事例が増えたことがある。---」 
出所：日刊工業新聞 2011.11.4「グローバル人材不足」エゴンゼンダーインターナショナル

日本代表佃秀昭氏“経験積ませリーダー育成 から JATIS 抜粋引用 
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第３章． 生産技術の現状・課題・グローバル化 

当専門部会におけるこれまでの議論を振り返ると、特に生産技術者を抱える部門で

は、その役割の重要性の大きさにもかかわらず、解決すべき様々な問題を抱えている

ことが明らかになった。そこで本年度は、より広範囲の企業に調査協力を仰ぎ、日本

の機械系工業各社における生産技術の現状・課題・グローバル化とその位置づけにつ

いて、これまでに得られた知見をベースにさらに深く探ることとした。 

１． 生産技術者の過不足感 

（１）． 生産技術者の過不足感 

まず、回答を寄せた事業部門等における生産技術者の過不足感について調査した。こ

の調査は、その事業部門等において必要とする人数が現実に充足しているか否かについ

ての主観的な設問であることから、過不足感と表現している。生産技術者の過不足感に

ついては人員の量的な側面と人員の質的な側面のそれぞれについて回答を依頼した。 

（１‐１）. 生産技術者の量的な過不足感 

生産技術者の過不足感として、人員の量的な側面からみると（図表 106）、「充足して

いる」、「どちらかといえば充足している」の２つを合わせた回答は、全体の２割弱（21
社）に過ぎない。残りの８割強（105 社）は生産技術者が不足していると答えている。

生産技術者の量的不足感はかなり強いといえる。 

図表 106 人員の量的な側面（問 8-1） 
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出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 
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（１‐２）. 生産形態別にみた生産技術者の量的過不足感 

人員の量的な側面について生産形態別にみてみると（図表 107）、受注生産型も見込

み生産型も過不足感の全体感としてはほぼ同様の傾向を示している。 

強いていえば受注生産型における「不足している」という“迷いのない回答”が４割

台半ばに達しているのに対し、見込み生産型では３割台に留まっており、逆に「どちら

かというと不足している」という回答がやや多くなっている。 

特に受注生産型において生産技術者の不足感は相対的にやや強く認識されている。 

 

図表 107 生産形態別の人員の量的な側面（問 8-1） 
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出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 

（１‐３）. 海外売上高比率別にみた生産技術者の量的過不足感 

人員の量的な側面について海外売上高比率別にみると（図表 107）、どの比率を見て

もその８割強の事業所等において明らかに不足していることがわかる。 

中でも特に「「不足している」という“迷いのない回答”が も多いのが海外売上高比

率 30%～50%の層である。この層はその６割弱が「不足している」と回答している。こ

れからの海外売上高目標を高く掲げていたのもこの層であり、そうした海外展開を考慮

に入れると、その分余計に量的不足感が強く出ているものと考えられる。 
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図表 108 海外売上高比率別の人員の量的な側面（問 8-1） 
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出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 

（１‐４）. 生産技術者の質的な過不足感 

生産技術者の質的な過不足感をみると（図表 109）、約 9 割以上が「不足している」

或いは「どちらかといえば不足している」と答えている。この比率は生産技術者の量的

な不足感を上回っている。充足しているという回答は１割弱しかみられない。 

生産技術者の質的不足感はかなり深刻である可能性が高い。 

図表 109 人員の質的な側面（問 8-2） 
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出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 
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（１‐５）. 生産形態別にみた生産技術者の質的過不足感 

生産技術者の質的不足感について、量的不足感同様に生産形態別にみると（図表 110）、
受注生産型も見込み生産型も大きな差異はみられない。生産技術者の質的不足感は生産

形態別に関係なく広がっている問題であるといえよう。 

図表 110 生産形態別の人員の質的な側面（問 8-2） 
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出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

（１‐６）. 海外売上高比率別にみた生産技術者の質的過不足感 

生産技術者の質的不足感について、量的不足感同様に海外売上高比率別にみてみると

（図表 110）、質的に充足しているという回答はほとんど見られない。量的な面と比べる

と質的な面では不足感がより一層強いことが特徴的である。この傾向は特に海外売上高

比率が 30～50%の層において、質的に充足しているという回答がゼロであったことに端

的に表れている。生産技術者の質的量的不足感はかなり強いといえる。 

図表 111 海外売上高比率別の人員の質的な側面（問 8-2） 
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出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 
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（２）． 生産技術者の過不足感の背景 

（２‐１）. 生産技術者の過不足感をもたらす背景要因の検討 

生産技術者に関する過不足感の背景を探るために、量的側面と質的側面のそれぞれに

ついて要因と考えられているものを調査した。量的側面の背景要因として、人事政策に

よるもの、社員の配属希望によるものなどの選択肢を用意した。また質的側面に関して

は、指導する立場、指導される立場、そして育成の機会の減少などの視点を踏まえて選

択肢を設けた。 

（２‐２）. 生産技術者の量的な過不足感をもたらす背景要因 

①． 生産技術者の量的過不足感をもたらす背景要因 

生産技術者に関する量的過不足感についての背景要因に関する調査結果をみてみると

（図表 112）、「過去の採用抑制のため」が も強い要因として挙げられている。２番手

要因としては「要望に対し配属人数が下回る」、「団塊の世代など高齢技術者の離職」、「社

内の位置づけで生産技術者が劣後」の３つがほぼ同様の位置づけとなっている。その次

の要因として「海外への展開が急速で人を取られる」が続く。 

現状ではグローバル化による影響よりも不況の影響や社内における位置づけの問題、

人員構成の変化による影響のほうがより強い要因であると認識されている。 

図表 112 人員の量的過不足感の背景要因（問 9-1） 
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出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 

次に量的過不足感の背景要因として も強く認識されている項目（◎）にのみ着目す

ると（図表 113）、第１が「過去の採用抑制のため」であり、第２は「社内の位置づけで

生産技術者が劣後」である。その後に「要望に対し配属人数が下回る」、「海外への展開
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が急速で人を取られる」などの回答が続く。 
２番目に強く認識されている要因（○）の回答に着目すると、「過去の採用抑制のため」

が も多く、次いで「団塊の世代など高齢技術者の離職」と続いている。 

図表 113 人員の量的過不足感の背景要因の内訳（問 9-1） 
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◎ ○ △

（社数）

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

生産技術者の量的過不足感をもたらす背景要因についての「その他」自由回答をみる

と、「技術課題が多い」というコメントがある。これは質的な面との関係が想起される。

「社員数に余裕がない」はまさに量的不足感そのものである。そのほかでは「ビジネス

規模の縮小のため」、「過去に自主退職者が多く出た」などが挙げられている。具体的コ

メントは以下のとおりである。 

生産技術者の量的過不足感をもたらす 
“その他”の背景要因に挙げられたコメント 

も大きいと思われる背景要因：◎ 
◎技術課題が多い ◎留学生を採用しているから 
◎事業規模との兼ね合い ◎ビジネス規模の縮小のため 

次に大きいと思われる背景要因：○ 
○社内配置転換による。 ○なし 
○社員数に余裕がない   

３番目に大きいと思われる背景要因：△ 
△過去に自主退職者が多く出た 
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②． 量産形態別にみた生産技術者の量的な過不足感をもたらす背景要因 

生産技術者の量的な過不足感をもたらす背景要因について量的生産形態別にみると

（図表 114）、「要望に対し配属人数が下回る」34.1％が一番大きな要因となっているの

は少量生産型である。また「海外への展開が急速で人を取られる」については大量生産

型 28.0%と中小量生産型 25.0%の２つに特に顕著に現れている。この２形態がもっとも

海外進出が進んでいる業態であることと符合する結果となっている。 

図表 114 量的生産形態別の人員の量的な側面（◎）（問 9-1） 
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出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 

③． 生産形態別にみた生産技術者の量的な過不足感をもたらす背景要因 

生産技術者の量的な過不足感をもたらす背景要因について生産形態別にみると（図表 
115）、「過去の採用抑制のため」についてはやや見込み生産型に多くみられ、「海外への

展開が急速で人を取られる」については受注生産型に多くみられる。後者は大量生産型

などの量産形態が比較的多いがこのタイプが海外進出も多いことと符合している。 

「過去のリストラのため」については受注生産型に断然多い回答となっている。また、

「要望に対し配属人数が下回る」については両形態共にほぼ２割程度を占めており、生

産形態とは無関係に各社共通の問題となっている可能性が示唆される。 
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図表 115 生産形態別の人員の量的な側面（◎）（問 9-1） 
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出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 
④． 海外売上高比率別にみた生産技術者の量的な過不足感をもたらす背景要因 

生産技術者の量的な過不足感をもたらす背景要因について、海外売上高比率別にみて

みると（図表 116）、「海外への展開が急速で人を取られる」については海外売上高比率

が高いほど高くなる。逆に「要望に対し配属人数が下回る」については海外売上高比率

が低いほど高くなる。 

「過去の採用抑制のため」については海外売上高比率が中間の 30～50%層が も高い比

率となっている。また「社内の位置づけで生産技術者が劣後」については海外売上高比

率が も低い層において特に顕著な結果となっている。 

図表 116 海外売上高比率別にみる人員の量的な側面（◎）（問 9-1） 
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出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 
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⑤． 売上高規模別にみた生産技術者の量的な過不足感をもたらす背景要因 

生産技術者の量的な過不足感をもたらす背景要因について、売上高規模別にみると（図

表 117）、「団塊の世代などの高齢技術者の離職による」という回答は規模が小さいほど

高い。「海外への展開が急速で人を取られる」については規模が大きい層（売上高 1000
億円以上）で顕著である。 

また「過去の採用抑制のため」についても規模が大きい層で高い比率になっている。

「要望に対し配属人数が下回る」は規模が中間の層（売上高 100 億円～1000 億円）で

高い比率がみられる。 

売上高規模によって生産技術者の量的不足感の背景要因として認識されている内容は

かなり異なることが窺える。 

図表 117 売上高別にみる人員の量的な側面（◎）（問 9-1） 
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n= 23
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出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 

（２‐３）. 生産技術者の質的な過不足感をもたらす背景要因 

①． 生産技術の質的な過不足感をもたらす背景要因 

人員の質的過不足感をもたらす背景要因についてみると（図表 118）、「指導できるレ

ベルの人材が確保できない」という認識が 多である。２番手グループには「技術継承

不足で指導力が低下」、「一人前になるまでに時間がかかる」、「ローテーション不足・経

験不足」があげられている。 
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図表 118 人員の質的な側面（問 9-2） 
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出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

人員の質的過不足感をもたらす背景要因について、さらに詳しい内訳をみると（図表 
119）、（◎）の回答は、「指導できるレベルの人材が確保できない」が圧倒的に多く、次

いで「技術継承不足で指導力が低下」であった。（○）の回答をみると、「ローテーショ

ン不足・経験不足」、「一人前になるまでに時間がかかる」、「技術継承不足で指導力が低

下」が約同数で続き、その後に「指導できるレベルの人材が確保できない」が挙げられ

ている。 

図表 119 人員の質的過不足感の背景要因 内訳（問 9-2） 
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出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 
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その他の要因として挙げられているコメントをみると、中堅技術者の不足や作業輻輳

による指導不足が挙げられている。 

このほか「生産技術分野の拡大、深化」というコメントがみられる。この指摘は本専

門部会において「生産技術とは」について論考してきた中で生産技術の抱える対象が時

代と共に広がってきたことを指摘してきたが、この指摘内容と重なる指摘だといえる。

また○印ではあるが「指導しなければいけない人材の認識不足」という指摘は重みのあ

る指摘ではないかと思われる。具体的コメントは以下の表のとおりである。 

生産技術の質的な過不足感をもたらす 
“その他”の背景要因に挙げられたコメント 

も大きいと思われる背景要因：◎ 
◎生産技術分野の拡大、深化 
◎中堅技術者の不足 ◎作業輻輳による指導不足 

次に大きいと思われる背景要因：○ 
○指導しなければいけない人材の認識不足 

 
②． 量的生産形態別にみた生産技術の質的な過不足感をもたらす背景要因 

生産技術の質的な過不足感をもたらす背景要因について、量的生産形態別にみると（図

表 120）、単品受注生産形態において「技術継承不足で指導力が低下」の問題が も顕

著である。「指導できるレベルの人材が確保できない」についてはどの量産形態にも共通

しており、全体の３～４割を占めている。さらに、「一人前になるのに時間がかかる」は

単品生産型が も少なく、逆に量産度合いが高い生産形態のほうが高い比率となってい

る。 

図表 120 量的生産形態別の人員の質的過不足感の背景要因（問 9-2） 
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出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 
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③． 生産形態別にみた生産技術の質的な過不足感をもたらす背景要因 

生産技術の質的な過不足感をもたらす背景要因について、生産形態別にみると（図表 
121）、「指導できるレベルの人材が確保できない」は見込み生産型で４割強、受注生産

型で４割弱と両者共通の問題であることが窺える。また「技術継承不足で指導力が低下」

は受注生産型においてひときわ高い比率となっている。反対に「一人前になるまでに時

間がかかる」は見込み生産型にやや多くみられる。「国内生産拠点の減少・消滅」は見込

み生産型により多くみられる要因になっている。 

図表 121 生産形態別の人員の質的な側面（問 9-2） 
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④． 海外売上高比率別にみた生産技術の質的な過不足感をもたらす背景要因 

生産技術の質的な過不足感をもたらす背景要因について、海外売上高比率別にみると

（図表 121）、「指導できるレベルの人材が確保できない」は、海外売上高比率が中規模

の層（30%~50%）で も顕著な要因として認識されている。また「技術継承不足で指導

力が低下」については、海外売上高比率が 50%以上と 30%未満でそれぞれ高い比率とな

っている。「一人前になるまでに時間がかかる」という要因は、海外売上高比率が 30%
未満の層に特に多くみられる。 

出所：本専門調査部会 平成 23 年度

アンケート調査より JATIS 作成
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図表 122 海外売上高比率別にみる人員の質的な側面（問 9-2） 
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出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 

（２‐４）. 生産技術者の過不足感をもたらす背景要因（まとめ） 

機械工業各社の生産技術に関連する部署には、２つの大きな問題があることが改めて

確認することができた。一つは中堅・若手の生産技術者の不足問題などの量的な問題、

もう一つは生産技術者の技術レベルの低下という質的な問題である。 

前者の量的な問題は要望対比配属人数が未達であることや人員配置の不十分さという

点に顕著である。主に過去のリストラ・採用抑制などが主因とされる。このほかには国

内生産拠点の減少や海外展開による影響を挙げるところもある。特に人員配置の問題の

背景には、生産技術部門に対する評価や位置づけに問題があるとの認識がみられる。ま

た、応募者や技術者自体の人気も高いとは言えないと指摘されている。 

一方、生産技術者の質的な問題については、技術継承を指導する側の技術力の低下と

指導力の低下という２点に現れている。この背景には一人前になるのに時間がかかるな

ど経験不足や時間不足と経験を積むための機会不足、さらには指導者たるべき人の認識

不足、指導が評価対象外であることによる指導忌避などがあると指摘されている。 
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２． 生産技術部門の現状 

（１）． 生産技術部門の自社内でのイメージ 

（１‐１）. 生産技術部門の自社内におけるイメージ 

生産技術関係の部署の社内等におけるイメージについて調査した。 

①． 生産技術部門の社内イメージ 

生産技術部門の社内におけるイメージをみると（図表 123）、「プラス的なイメージ」

37%に対し「プラスとはいいにくい」が 38%とやや上回ってはいるものの僅差である。

「どちらでもない」も 25%ある。おおざっぱにみてプラス派と非プラス派、中間派が三

分されている。 

図表 123 社内におけるイメージ（問 10） 

38.4% 24.8%36.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

プラス的なイメージ プラスとはいいにくい どちらでもない

n=125

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

②． 海外売上高比率別にみた社内イメージ 

生産技術部門の社内におけるイメージを海外売上高比率別にみると（図表 124）、「プ

ラスとはいいにくい」というイメージは、同比率 50％以上の企業では 31%と も低いが

同比率 50%未満ではいずれも４割近い比率になっている。プラス的なイメージはどの比

率においてもほぼ 30%台半ばから後半の比率である。「どちらでもない」という中立的

なイメージは海外売上高比率が高くなるほど高いイメージであることが分かる。 

図表 124 海外売上高比率別にみる社内におけるイメージ（問 10） 

39.5%

34.8%

37.1%

39.5%

39.1%

31.4%

21.1%

26.1%

31.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

30％未満

30～50％

50％以上

プラス的なイメージ プラスとはいいにくい どちらでもない

n= 38

n= 35

n= 23

 

出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 
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（１‐２）. プラス的なイメージを形成している要因 

プラス的なイメージの要因をみると、「重要な強化部門の１つだから」が７割を占める。

次いで「どちらかというと強化部門に属するから」が続く。この２つを合わせると 9 割

以上になる。部門としての社内位置づけが部門のイメージ形成に強く関係しているよう

に見える。 

図表 125 プラス的なイメージの要因（問 10-1） 

96 

47 

22 

16 

11 

10 

2 

0 50 100 150 

重要な強化部門の１つ

どちらかというと強化部門に属する

生産技術に高いプライドを有している

自らを成長させる場所と見られている

一人よりみんなでものづくりするのが好まれる

ものづくりの現場に近い方がよい応募者がいる

その他

（点数）

 
注．点数＝◎×3 点＋○×2 点＋△×１点 

出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

プラス的なイメージの要因をさらに詳しくみると（図表 126）、第１の回答（◎）は、

「重要な強化部門の１つ」が７割を占め、他の要因を圧倒して第１位となっている。２

番目の回答（○）は「どちらかというと強化部門に属する」、「生産技術に高いプライド

を有している」、「自らを成長させる場所と見られている」がほぼ同数で約 2 割ずつの回

答であった。その部門が社内において強化部門とされているかどうかが、イメージ形成

上重要であることが窺える。 

図表 126 プラス的なイメージの要因の内訳（問 10-1） 
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一人よりみんなでものづくりするのが好まれる

ものづくりの現場に近い方がよい応募者がい

る

その他

◎ ○

（社数）

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 
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次に、生産技術部門の自社内におけるイメージに関する「その他」の回答をみると、

「専門知識を有する技術者集団だと見られている」とのコメントが寄せられている。 

 

 

 

 

（１‐３）. プラスとは言いにくいイメージを形成している要因 

①． プラスとはいいにくい要因 

逆に「プラスとは言いにくい」イメージを形成している要因をみると（図表 127）、「人

員配置が十分とは言えない」が も多く、次いで「設計等に比べ２番手意識が見られる」

が多い。このほか「強化部門とはいえない」、「応募者は研究・開発・設計志向が強い」、

「生産技術の正当な評価認識が希薄」という理由が並んでいる。 

図表 127 プラスとはいいにくい要因（問 10-2） 

74 

45 

33 

33 

32 

10 

3 

0 50 100 

人員配置が十分とは言えない

設計等に比べ２番手意識が見られる

強化部門とはいえない

応募者は研究･開発･設計志向が強い

生産技術の正当な評価認識が希薄

生産技術をやりたがる応募者はほとんどいない

その他

（点数）

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 
プラスとは言いにくいイメージを形成している要因をさらに回答の強弱別にみてみる

と（図表 128）、（◎）の回答は「人員配置が十分とは言えない」が 4 割と多く、（○）

の回答は「設計等に比べ２番手意識が見られる」が 3 割と多かった。 

量的なイメージが第１にあり、第２には他の部門と比べた２番手意識という相対感の

ような質的なイメージが、プラスとはいいにくいというイメージ形成に預かっているよ

うにみえる。 
 

生産技術部門の自社内におけるイメージに関する 
“その他”に挙げられたコメント 

次に当てはまると思われる要因：○ 
○専門知識を有する技術者集団だと見られている。 

注．点数＝◎×3 点＋○×2 点
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図表 128 プラスとはいいにくい要因の内訳（問 10-2） 
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人員配置が十分とは言えない

設計等に比べ２番手意識が見られる

強化部門とはいえない

応募者は研究･開発･設計志向が強い

生産技術の正当な評価認識が希薄

生産技術をやりたがる応募者はほとんどいな

い

その他

◎ ○

（社数）

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 

「その他」のコメントとしては以下が寄せられている。 

生産技術の社内イメージがプラスとはいいにくい“その他”の要因 
もいいにくい要因：◎ 

◎開発､営業技術､生産技術の区別なく技術部がそれらを統括して
いる。生産技術の専門の部署が会社創立当時よりない｡製品開
発の設計者が兼務することが多い｡ 

 
 

②． 量的生産形態別にみたプラスとは言いにくい要因 

プラスとは言いにくいイメージを形成している要因を量的生産形態別にみると（図表 
129）、「人員配置が十分とは言えない」は少量受注生産型において６割弱と も高い。

ついで中小量生産型が５割弱を占めるなど概して量産型において高めである。一方、単

品受注生産型では全体の２割台と量産型に比べると低い比率になっている。 

次に「設計等に比べ２番手意識が見られる」と「生産技術の正当な評価認識が希薄」

の２つはともに単品受注生産型で も高い比率となっている。また、「応募者は研究・開

発・設計志向が強い」については大量生産型と中小量生産型において高い比率である。 

単品生産型は人員配置については他の量産型に比べ、それほど問題意識は高くないも

のの、“２番手意識の存在”や“正当な評価がされていない”というやや被害者意識の強

い回答が特に目立つ結果となっているなど他の量産型と比べ、特色あるタイプであるよ

うに思われる。 
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図表 129 量的生産形態別のプラスとはいいにくい要因（問 10-2） 
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15.8%

25.0%

5.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大量生産

中小量生産

少量受注生産

単品受注生産

強化部門とはいえない 生産技術をやりたがる応募者はほとんどいない

人員配置が十分とは言えない 設計等に比べ２番手意識が見られる

応募者は研究･開発･設計志向が強い 生産技術の正当な評価認識が希薄

その他

n= 11

n= 15

n= 19

n= 12

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 

（１‐４）. どちらでもないというイメージを形成している要因 

生産技術のイメージとして「どちらでもない」というイメージを選択した回答をみる

と、その要因として「職というよりは企業を選んでいる」と「プラスでもマイナスでも

ない」の２つが多く、特に後者が も多くみられる。 

図表 130 どちらでもない要因（問 10-3） 
 

 

 

 

 

 
注．点数＝◎×3 点＋○×2 点 

出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

「どちらでもない」というイメージを回答の強弱別にさらに詳しくみると（図表 130）、
強いイメージである（◎）の回答をみると「プラスでもマイナスでもない」の回答が 6
割と多いが、その次に相当する（○）の回答は「職というよりは企業を選んでいる」、「プ

ラスでもマイナスでもない」がほぼ同数である。 

63 

36 

19 

0 20 40 60 80 

プラスでもマイナスでもない

職というよりは企業を選んでいる

その他

（点数）
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図表 131 どちらでもない要因の内訳（問 10-3） 
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プラスでもマイナスでもない

職というよりは企業を選んでい

る

その他

◎ ○

（社数）

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 
「どちらでもない」というイメージにおける「その他」の要因としては以下のコメント

が寄せられている。ここでは特に“生産技術に求められる多様性とそれについての全社

的な理解が浸透していない”という指摘が目を引く。 

生産技術に関する社内イメージがどちらでもない“その他”の要因 
もどちらでもない要因：◎ 
◎“生産技術”にメーカーとして期待を寄せはするが､実際の生産技

術に求められる広範囲の多様性にまで全社的な理解が浸透してい
ない｡ 

◎分業化していて､充実感／達成感が分散してしまうのでは？ 
◎位置付けが明確でない 

次にどちらでもない要因：○ 
○異動が多く､継続して専門性を磨く機会がない｡指導者がない｡ 
○特に比較していない 

○生産技術に関し抵抗感は見られないが積極性もあまり見られない｡ 
○設問の「社内等からのイメージ」が何についてなのか意図が判りか

ねます｡ 
○製造現場と一体だと考え､あまり生産技術という意識はない 
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（２）． 経営戦略にしめる生産技術部門の位置づけ 

経営戦略における生産技術部門の位置づけについて調査した。生産技術力を含めた、

社内各部門における主な機能を選択肢として幅広に用意し、この中から強化しようとし

ている特定機能があれば、 も近い順に◎○△印をそれぞれ１つずつ選択するよう依頼

した。 

（２‐１）. 経営戦略上その機能の強化を謳っている部門 

各社の経営戦略上の機能強化部門をみると（図表 132）、特に「研究開発力」に注力

するという回答が多く、次に「販売･営業戦略」や「品質保証」が続く。「生産技術力」

はその後で４番目に位置づけられている。 

図表 132 経営戦略上強化を謳っている部門（問 11） 
136 
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研究開発力
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生産技術力

商品企画力

製造現場

部品部材等調達力

アフターサービス

安全･安心

生産設備の高度化

特にない

知的財産権

その他

（点数）  
注．点数＝◎×3 点＋○×2 点＋△×１点 

出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

さらに回答の強弱別内訳をみると（図表 133）、 も強化している回答である（◎）

は「研究開発力」が断トツである。次いで「販売･営業戦略」「商品企画力」の順であっ

たのに対し、次に強化する回答である（○）をみると、「生産技術力」が第１になってお

り第２位の「研究開発力」や第３位の「品質保証」を上回った。 

生産技術力は経営戦略上では研究開発力のように１番手の位置づけにはないものの２

番手の中ではトップの位置づけにあることが窺える。 
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図表 133 経営戦略上強化を謳っている部門の内訳（問 11） 
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出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

「その他」として挙げられたコメントは以下の通りである。 

経営戦略上強化を謳っている部門の“その他”に挙げられたコメント 

も強化している部門：◎ 

◎コストダウン ◎生産性向上 

◎生産システム開発、ＩＴ技術高度化 

次に強化している部門：○ 

○販売・生産（拠点）戦略 

３番目に強化している部門：△ 

△生産拠点の再編 

（２‐２）. 生産形態別にみた経営戦略上強化を謳っている部門 

経営戦略上強化を謳っている部門について生産形態別にみると（図表 134）、見込み

生産型では、 も回答が多いのは「研究開発力」（23.1%）、次いで「販売・営業戦略」（15.4%）。

「生産技術力」は「商品企画力」と並び 12.8%と 3 番目となっている。 
受注生産型については、「研究開発力」（30.8%）が 多で、「販売・営業戦略」（16.5%）、

「商品企画力」（13.2%）、「品質保証」（11.0%）と続き、「生産技術力」は 7.7%と 5 番目

の位置付けとなっている。 
経営戦略上強化する部門として「生産技術力」を挙げた回答をみると、見込み生産型

（12.8%）が受注生産型（7.7%）を上回っている。 
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図表 134 生産形態別の経営戦略上強化を謳っている部門（問 11） 
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出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

（２‐３）. 次世代産業において も重視する部門 

参考までにものづくり白書から次世代産業において も重視する部門をみると（図

表 135）、やはり研究開発がトップを占めていることが分かる。製造・生産はその次に

位置づけられており、今回の当専門部会の調査と概ね符合する結果となっている。 

我が国が次世代産業における主導権を握り、日本経済が持続的な発展を遂げるため

には、機械産業をはじめとした各企業において、市場ニーズを掘り起こしながら、他社

との違いを明確にできる戦略の下、より高度な技術開発や顧客に対するより訴求力の強

い提案などに果敢に挑戦していくことが必要である。 

次世代産業においては、図表 135のとおり、研究開発と製造・生産が重視されてい

る。いずれも従来とはレベルの異なる高度な知識・技術が必要とされよう。次世代産業

は新産業だけで担うのではなく、現存する産業がさらなる発展をすることができればそ

の産業も次世代産業としてクローズアップされることになる。 

研究開発部門とともに多くの企業が次世代産業において重視する部門として製造・

生産を挙げている。製造・生産を重視するとはとりもなおさず革新的な生産プロセスを

開発し、QCDにおいて圧倒的な競争力を実現することにほかならない。この主役は生産

技術者である。我々は引き続き、生産技術者の確保・育成に注力し、生産技術力の強化

に努めていくことが必要である。 
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図表 135 （参考）次世代産業において も重視する部門 

 
出所 平成22年度ものづくり白書の骨子 第２章 我が国ものづくり産業が直面する課

題と展望から転載 
 

（３）． 技術系応募学生にとっての生産技術の位置づけ 

ここでは回答各社への技術系応募学生が惹かれる職種について調査した。図表 136 は

その選択肢である。この中から上位２つに◎と○印を付けるよう依頼した。 

 図表 136 技術系応募学生が惹かれる職種（選択肢） 
研究開発 設計 生産技術 生産管理 製造 その他（   ） 

出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

技術系応募学生が惹かれる職種をみると（図表 137）、明らかに「設計」と「研究開

発」が も多い。この２職種の人気がとりわけ高いと企業サイドには認識されているこ

とがわかる。この２つに対して生産技術はかなり低いが、それでも第３位を確保してい

る。 

図表 137 技術系応募学生が惹かれる職種（問 12） 

224 

215 

51 

31 

5 

9 
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設計

研究開発

生産技術

製造

生産管理

その他

（点数）
 

注．点数＝◎×3 点＋○×2 点 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

技術系応募学生が惹かれる職種について、その内訳を回答の強弱別にみると（図表 
138）、強い回答である（◎）の回答は「研究開発」が も多く、その次に強い回答であ

る（○）の回答は「設計」が多い。できれば研究開発をやりたいが難しければせめて設

計をやりたいというような心情が浮かび上がる。生産技術はかなり劣後した位置づけに

みえる。 
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図表 138 技術系応募学生が惹かれる職種の内訳（問 12） 
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出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

技術系応募学生が惹かれる職種の“その他”に挙げられたコメントは以下のとおりで

ある。 

技術系応募学生が惹かれる職種の“その他”に挙げられたコメント 

も惹かれる職種：◎ 

◎試験､アフターサービス 

次に惹かれる職種：○ 

○技術系学生の職種は基本的に設計である｡ 

○試運転 ○不明 

 

（４）． 生産技術関係部署が抱える問題点 

（４‐１）. 生産技術関係の部署が抱える問題点 

各社の事業部門等の生産技術関係の部署が抱える主な問題点、或いは、危機感や障害

などについて調査した。選択肢としては主に年齢構成に関わる問題、生産技術がグロー

バル化する際に障害となる問題、応募学生・若手技術者に特徴的な問題などを用意し、

も近いと思われる順に◎○△印をそれぞれ１つずつ選択するよう依頼した。 

①． 生産技術関係部署が抱える問題点 

生産技術関係の部署が抱える問題点をみると（図表 139）、「技術継承が不十分で技術

レベルが低下」が も多く、次いで「中堅層（35～50 歳層）が少ない」、「若い層（20
～35 歳層）が少ない」、「グローバル対応力が不足」と続く。 
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図表 139 生産技術関係の部署が抱える問題点（問 13） 
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技術継承が不十分で技術ﾚﾍﾞﾙが低下

中堅層（35～50歳層）が少ない

若い層（20～35歳層）が少ない

グローバル対応力が不足

若手技術者の技術吸収力が低下

採用後の再教育の必要性が高い

外部調達への移行で技術を磨く機会が減少

生産拠点の海外移転で技術を磨く場が不足

応募学生の基礎学力が低下

海外に指導できる技術力が枯渇

応募学生の社会人基礎力が低下

海外子会社の優れた生産技術が埋もれている

海外開発の生産技術を国内に持ち帰るｼｽﾃﾑがない

その他（点数）

 
注．点数＝◎×3 点＋○×2 点＋△×１点 

出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

☛7グローバル対応力を問題にする以前の問題として、技術レベルが 大の問題になっ

ている。次いで、中堅・若手の層が少ないことが挙げられている。 

次に生産技術関係の部署が抱える問題点を回答の強弱別にみると（図表 140）、（◎）

の回答では、「中堅層（35～50 歳層）が少ない」がトップで、「技術継承が不十分で技術

レベルが低下」は第２位である。（○）の回答では、「技術継承が不十分で技術レベルが

低下」が第１位となっている。 

☛技術レベルを問題にする以前に量的確保が 優先であるといったせっぱ詰まった事

情が見えてくる。 
 

                                                  
7 本報告書中の☛マークの箇所は当専門部会において議論されたことなどの記述となっております。 
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図表 140 生産技術関係の部署が抱える問題点の内訳（問 13） 
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中堅層（35～50歳層）が少ない

若い層（20～35歳層）が少ない

グローバル対応力が不足
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採用後の再教育の必要性が高い

外部調達への移行で技術を磨く機会が減少

生産拠点の海外移転で技術を磨く場が不足

応募学生の基礎学力が低下

海外に指導できる技術力が枯渇

応募学生の社会人基礎力が低下

海外子会社の優れた生産技術が埋もれている

海外開発の生産技術を国内に持ち帰るｼｽﾃﾑがない

その他

◎ ○ △

（社数）

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 
「その他」の回答に寄せられたコメントは以下の通りである。 

生産技術関係の部署が抱える問題点の“その他”に挙げられたコメント 
も大きな問題点：◎ 
◎海外の技術者の技術吸収力に比べ､ 近の日本の技術者は鈍い。 

◎学生に元気がない、気力がないのか能力がないのか｡ 

◎人員不足 
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②． 量産形態別にみた生産技術関係部署が抱える問題点 

生産技術関係部署が抱える問題点について、量的生産形態別にみると（図表 141）、
も多い回答である「中堅層（35～50 歳層）が少ない」は大量生産型において も深刻

であることが分かる。次いで中小量生産型などである。 

また「技術継承が不十分で技術レベルが低下」が問題となっているのは、単品生産型

において も深刻である。「若い層（20～35 歳層）が少ない」のは少量生産型と中小量

生産型に比較的多くみられ、「グローバル対応力が不足」するのは少量生産型にやや多く

みられる。 

図表 141 量的生産形態別に見た生産技術関係の部署が抱える問題点（問 13） 
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グローバル対応力が不足 技術継承が不十分で技術ﾚﾍﾞﾙが低下

生産拠点の海外移転で技術を磨く場が不足 外部調達への移行で技術を磨く機会が減少

海外に指導できる技術力が枯渇 海外子会社の優れた生産技術が埋もれている

海外開発の生産技術を国内に持ち帰るｼｽﾃﾑがない 若手技術者の技術吸収力が低下

採用後の再教育の必要性が高い 応募学生の基礎学力が低下

応募学生の社会人基礎力が低下 その他

n= 25

n= 39

n= 44

n= 29

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

（４‐２）. 生産技術者の確保・育成のための現状と課題 

生産技術に関する以上の「１．生産技術者の過不足感」と「２．生産技術者の現状」

の各調査項目で得られた調査結果をもとにその全体像をまとめてみる。これまで既に見

てきたように調査項目１．では“生産技術者の過不足感”と“その背景”について、ま

た、２．の生産技術部門の現状ではまず“生産技術部門の自社内でのイメージ”、次に、

“経営戦略に占める生産技術部門の位置づけ”、“技術系応募学生にとっての生産技術の

位置づけ”、“生産技術関係部署が抱える問題点”のそれぞれが明らかになっている。 

ここでは項目毎に回答者の支持が強く出ている選択肢や洞察に富んだ自由回答を抽出

し、選択肢相互の関係性を勘案しながら、生産技術者を取り巻く環境や意識などについ
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て検討し、生産技術者の確保・育成にとって真に重要な課題がどのように関連しあって

いるのか一覧できるようにマッピングしてみた。それが図表 142 である。 

図表 142 生産技術者を取り巻く環境と意識、問題点 

生産技術部署の問題点

生産技術における近年の変化に対する

正しい理解と評価を訴求する必要

グローバル対応力が不足

引き続き、生産技術力の強化が重要！→生産技術者の確保・育成の必要性

中堅層（35～50歳）・

若い層（20～35歳）

の不足
技術レベルの低下

指導しなければいけない人材の

認識不足

作業の輻輳による指導不足

指導できる人材が指導したがらない

要望に対し配属人数が下回る

人員配置が十分とはいえない

技術の指導者がいない

団塊の世代など高齢技術者の離

技術継承不十分 技術レベルが低下

指導できるレベルの人材が確保できない

技術継承不十分で指導力が低下

生産技術部門への希望者少ない

設計等に比べ２番手意識

応募者は研究・開発・設計志向が強い

生産技術者をやりたがる応募者はほとんどいない

生産技術は全社的な強化部門とはいえない

社内に於ける位置づけが明確ではない

社内の位置づけで生産技術者が劣後している

異動が多いので継続して専門性

を磨く機会の減少

ローテーション不足

一人前になるのに時間がかかる

経験不足

海外展開で人が取られる

国内生産拠点の減少

過去のリストラ

過去の採用抑制

”生産技術分野の現状

生産技術分野の拡大・深化が生産技術の

質的不足感を強めている”

”生産技術に求められる広範囲の多様性が全社的な理解

にまで浸透していない”

”全社的に生産技術の正確な評価・認識が希薄”

生産技術者

の不足

不足

要因

指導者

不足

配属不

足

位置づけ

不十分

不人気

職種
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指導力
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指導不足

の

背景

時間
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生産技術

拡大・深化への

理解・評価不足

１．重要な強化部門

２．どちらかというと強化部門

３．生産技術に高いプライド

４．自らを成長させる場所 など

プラスのイメージ

の背景要因

マイナス

イメージ

分業化に

よる達成

感、充実

感の分散

生産技術部署の問題点

 
出所：平成 23 年度アンケート調査結果（第３章．生産技術 １．生産技術者の過不足感、２．生

産技術部門の現状）を踏まえて JATIS 作成 
 

生産技術部門では生産技術者が量的にも質的にも不足している。量的な面では中堅層

や若い層で特に不足している。質的な面では技術レベルの低下が著しい。 

量的に不足している背景には過去のリストラや採用抑制があり、一部には国内生産拠

点の減少や海外展開で人が取られるといった要因を挙げる企業もみられる。具体的には

「要望に対し配属が少ない」、或いは、「人員配置が十分ではない」といった点が挙げら

れている。 



－107－ 

一方、技術レベルの低下は、指導者不足と技術力・指導力の低下に現れている。この

背景には「技術指導者がいない」ことや「団塊の世代の離職」のほか、「技術継承の不十

分さ」や「指導できるレベルの人材がいない」ことなどが挙げられている。その一方、

「指導しなければいけない人の認識不足」、「作業輻輳による指導不足」の他、「指導しな

ければいけない人が指導したがらない」という回答も現状の一面を表している。 

量的な不足をもたらす背景要因についての回答をみると、「生産技術部門の社内での位

置づけが不十分」或いは「社内位置づけが明確でない」といった回答の他、「社内の位置

づけで生産技術者が劣後している」という指摘もみられた。また生産技術職が不人気職

種であるとして「設計等に比べ２番手意識がある」、「応募者は研究・開発・設計志向が

強い」、「生産技術者をやりたがる応募者はほとんどいない」、「生産技術部門への希望者

が少ない」という深刻な回答もみられた。 

こうしたゆゆしき事態をもたらしている背景要因として、「全社的に生産技術の正当な

評価・認識が希薄」であり、「生産技術に求められる広範囲の多様性が全社的な理解にま

で浸透していない」或いは生産技術分野の現状について「生産技術分野の拡大・深化が

生産技術の質的不足感を強めている」といった洞察に富んだ鋭い分析や回答がみられた。

こうした背景要因が重層的に生産技術に関するマイナスのイメージを醸成しているので

はないかと考えられる。 

生産技術は“プラスのイメージ”があるという回答をみると、そこには「重要な強化

部門である」、「生産技術に高いプライドがある」、「自らを成長させる場所である」など

のコメントがみられる。 

生産技術者が量的に不足していることはそれ自体が問題であるが、指導できるレベル

の人材確保難、指導力低下といった質的な問題は将来が懸念されるさらにゆゆしき事態

であり、早急な対策が求められる。 

そのためには生産技術における近年の変化を踏まえ、従来以上に経営トップに対して

生産技術が如何に重要な役割機能を果たしているか、如何にその活躍する舞台が広範に

及び深化してきているか、また、生産技術者の量的・質的不足感という問題が如何に深

刻かについてアピールしていくことが必要である。 

生産技術部門の課題はまず社内において「重要な強化部門」としての認知を獲得し、

その位置づけを高めていくことである。また、次世代技術継承という観点からは、一般

社会における認知度を高め、職業としての魅力を学生やその保護者などにも周知してい

くことが肝要であり、大きな課題となっている。 
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（５）． 生産技術力アップのための対策 

（５‐１）. 生産技術力アップのための対策 

事業部門等の生産技術に関する現状を踏まえた上で、それぞれの事業所等において生

産技術力アップのためにどのような対策を打っているのかについて調査した。生産技術

力アップのための対策として「採用時の方針」、「現場での取り組み」、「教育制度の工夫」

などに関する選択肢を設けた。 

①． 生産技術力アップの対策 

生産技術力の強化という観点から生産技術力アップの対策に関する調査結果をみると

（図表 143）、「全社的なものづくりの強化運動展開」が も多く、次いで「部門横断型

の全社的な組織活動を展開」、「教育研修の強化」と続く。（図表 143） 

図表 143 生産技術力アップのための対策（問 14） 
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基礎学力の再教育強化

ローテーションの制度化

採用者の一部を海外一流大学卒のﾄｯﾌﾟﾚﾍﾞﾙ層にｼﾌﾄ

採用者の一部を海外一流大学卒のﾄｯﾌﾟﾚﾍﾞﾙ層にｼﾌﾄを検討

その他

（点数）

 
注．点数＝◎×3 点＋○×2 点＋△×１点 

出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 

その内訳を回答の強弱別にみると、（◎）の回答は「全社的なものづくりの強化運動展

開」が断トツの１位を占めている。また(○)の回答は「部門横断型の全社的な組織活動

を展開」が、その次が「教育研修の強化」、「全社的なものづくりの強化運動展開」と続

く。 
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図表 144 生産技術力アップのための対策の内訳（問 14） 
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採用者の一部を海外一流大学卒のﾄｯﾌﾟﾚﾍﾞﾙ層にｼﾌﾄを検討

その他

◎ ○ △

（社数）

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 
本問に関する「その他」の回答内容は以下のとおり。基本的には OJT という回答が多

くみられる。ただ OJT の際に課題を明確にして OJT に取り組む例や研究課題を持たせ

て指導、発表会を通じた強化策などのほか、対外交流活性化を図る例、同業他社や異業

種見学を挙げるなどの例が注目される。 

生産技術力アップのための対策の“その他”に挙げられたコメント 
も強化している対策：◎ 
◎ＯＪＴ 
◎各人に研究課題を持たせ､指導､発表会を通して強化とスピードア
ップを図っている｡ 

◎生産技術開発課題や生産革新課題を通したＯＪＴ、対外交流活性
化 

◎生産システムのＴＰＳ導入・担当各自の研究テーマ推進によるも
のづくり力強化により、組織･個人の継続的レベル向上 

次に強化している対策：○ 
○チームによる改善活動の強化、ＯＪＴ 
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○同業他社・異業種見学､新技術･展示会等 
３番目に強化している対策：△ 
△生産プロセス（作業設計､設備調達､治工具管理、物流等）の教育 
△新卒採用 

 
 

②． 量的生産形態別にみた生産技術力アップの対策 

生産技術力アップの対策について量的生産形態別にみると（図表 145）、「全社的なも

のづくりの強化運動展開」は少量生産型を除き、どの量産形態をみても５割から６割を

占めている。少量生産型には「特段の対策を取っていない」という回答が 16%ほどあり、

他と比べて特徴的である。なお単品生産型も同じく 10%が「特段の対策を取っていない」。 

図表 145 量的生産形態生産技術力アップのための対策（問 14） 
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特段の対策は取っていない 全社的なものづくりの強化運動展開

部門横断型の全社的な組織活動を展開 生産技術力の見える化の工夫

基礎学力の再教育強化 教育研修の強化

ローテーションの制度化 国内人材の海外体験の強化

採用者の一部を海外一流大学卒のﾄｯﾌﾟﾚﾍﾞﾙ層にｼﾌﾄ 採用者の一部を海外一流大学卒のﾄｯﾌﾟﾚﾍﾞﾙ層にｼﾌﾄを検討

その他

n= 27

n= 39

n= 44

n= 29

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

☛ 「全社的なモノづくり強化運動の展開」は も多くの支持を得た。その強化運動の中

で生産技術者が占める役割の大きさについては改めていうまでもない。しかし、こうし

た展開が有効に機能し、成功に導かれるためにはその前提条件が必要となろう。その一

つとして考えられるのが生産技術者の十分な確保と育成である。しかも生産技術者の単

なる育成にとどまらず、キャリア形成を意識した育成が重要である。現実にはこれまで

見てきたとおり、生産技術者は量的にも質的にも不足しており、技術レベルも低下して

いる。生産技術の社内位置づけの低さなど問題が山積している。特に海外赴任者の場合、

事前研修なしで派遣されるケースが６割弱もある（図表 206）。 
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生産技術力アップの対策は単に社内運動を起こすという取組だけではなく、そうした

運動の中心となる生産技術者のキャリア形成まで踏み込んだ、長期的視点に立った人材

育成を、地道に積み上げていくことによって始めて可能になるのではないか。生産技術

者の不足問題もその延長線上に位置づけられる。生産技術力のアップと生産技術者の人

材育成とは車の両輪の関係にある。 

 

３． 生産技術力についての認識 

（１）． 生産技術の国際競争力 

（１‐１）. 生産技術の国際競争力 

事業部門等の国際競争力の源泉に関する経営方針、すなわちどこで付加価値を稼ぐか

という考え方について調査した。国際競争力の源泉は市場か、製造現場か、もしくは商

品の機能かなどという視点で選択肢をいくつか設け、 も近い順に◎○それぞれ１つず

つ選択するよう依頼した。その結果が図表 146 である。 

図表 146 国際競争力の源泉（問 15） 
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注．点数＝◎×3 点＋○×2 点 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 

この調査結果をみると（図表 146）、第１に「商品の高付加価値化」、第２に「製品設

計技術力」、第３に「製造の現場力」などとする回答が多くみられた。 

その内訳を回答の強弱別にみると（図表 147）、（◎）の回答は第１が「商品の高付加

価値化」で第２が「製品設計技術力」である。一方、（○）の回答をみると、第１が「製

造の現場力」で第２が「生産技術力」と回答されている。「製造の現場力」は国際競争力
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の源泉として第１ではないが第２ではある。「生産技術力」は「製造の現場力」のさらに

その次に位置している。 

図表 147 国際競争力の源泉の内訳（問 15） 
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出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

「その他」の回答に寄せられたコメントは以下の通り。「協力工場での指導「や「現地

採用者の技能アップ「といった自社以外に目を向けるコメントがみられた。 

国際競争力の源泉の“その他”に挙げられたコメント 
も国際競争力のある源泉：◎ 
◎協力工場でのコストダウンを指導する 
◎現地採用者の技能アップ 
◎製造技術､技術伝承、現地社員モチベーション 
◎コスト競争力 
◎事業･製品セグメントにより特性は異なる 

次に国際競争力のある源泉：○ 
○部品・サービスによるサポート力 
○製品の現地化 
○高度な生産管理力 
○製品品質 

次の「参照文献」は２つともそれぞれ国際競争力の源泉が現場力にある、或いは、生

産技術力の強さにあることを伺わせる報道である。 
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参照文献 3 航空機内装部品で欧米大手からシェアを奪ってきた背景 

出所：日経産業新聞 2011.10.20 記事「世界一の秘密 ジャムコ旅客機の化粧室」から JATIS 抜粋引用 
 

参照文献 4 日野自動車～生産技術磨く拠点として国内工場着工 

出所：日経新聞 2011.10.18 記事「日野自 半世紀ぶり国内工場着工 」から JATIS 抜粋引用 

次の「参照文献」は 2011 年にロンドンで開かれた技能五輪に関する報道からの抜粋

である。日本の選手も健闘しているが、韓国やブラジルなど国家戦略で技能五輪に挑ん

でいる国がある。さらにこの年の特徴として中国が初参加したことである。中国は参加

種目全てで入賞を果たしている。欧州勢では時計産業で有名なスイスが技能五輪に力を

入れていることが注目される。 

☛技能が日本の牙城であった時代は過ぎ去り、これからは技能においても外国に負け

ない腕をどう継承していくかがより重要な時代を迎えようとしている。 

参照文献 5 技能五輪、国家が英才教育している国々との競争激化 
国・地域 技能五輪ロンドン大会受賞内容 

日本 

・金メダル 11 個 
（2007 年静岡大会以来２大会ぶりに金メダル数２桁台） 
・訓練できる期間は高校や専門学校卒業後、企業に就職してから 2~3
年しかない 
・厚生労働省所管の技能者育成事業も「事業仕分け」で予算を削られ

厳しい状態。 

韓国 

・金メダル 13 個、２連覇達成 
・韓国の強さの秘密：国家戦略の一環として技能五輪に取り組んで

いること。中小企業に有望な若手技能者がいれば大手企業がスカウ

トし、設備が整った訓練所で“英才教育”を施す。韓国の国内大会

も国際大会の競技内容に準拠し、徹底した対策を講じている。 
・韓国政府もメダリストに報奨金などを付与し、企業に選手育成費

用を助成するなど充実した支援を実施。 
・高校時代から 低でも５年以上訓練できる体制 

ブラジル 国家プロジェクトとして技能五輪に挑戦 

中国 今回が初参加。６職種に６人の選手を派遣。「溶接」で銀メダル、５

種目全てで敢闘賞を獲得。参加選手数に対するメダルや敢闘賞の獲

航空機内装品大手のジャムコは、旅客機の化粧室で５割程度の世界シェアを握る。

---ボーイングの 787 では独占供給契約を結んでおり、今後も販売の上積みを狙え

る。その強さは熟練技能者を育て、品質や納期などで顧客の厳しい要求に対応し

続けた現場力にある。--- 大の強みは顧客毎に仕様が大きく異なる化粧室を短時

間で、不具合少なく製造できることだ。---それが可能なのも、現場での技術伝承

など熟練技能者育成に力を入れてきたからだ。---- 

----日野自動車は 17 日、茨城県古河市で起工式を開き、トラック業界では半世紀

ぶりとなる本格的な国内新工場に着工した。---競争力の源泉となる基幹部品の生

産は国内に残し、生産技術を磨く。---日野工場の従業員 2300 人も徐々に古河工場

に移る。国内向けなどの完成車生産も一部残す。--- 
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得数割合を算出した表彰では、韓国に次ぐ第２位。 
スイス 国・地域別の金メダル獲得数で３位。 

注．日本の金メダルは製造業・輸送・物流・ICT 関連のみに限定すると 13 個（種目別で

は 10 個）であるが、洋菓子部門で金１個あるので個人ベースで 14、種目別で 11 とな

る。韓国も同様に上記限定部門では個人別に 10、種目別に９であるが、他部門も入れ

ると個人別で 14、種目別で 13 となる。 
出所：日刊工業新聞 2011.1018 記事「検証 技能五輪ロンドン大会」、並びに同新聞

2011.10.19 記事「検証技能五輪ロンドン大会 次世代担う若手育成」を基に JATIS
作成 

 

（２）． 生産技術力の競合他社比較 

（２‐１）. 生産技術力の競合他社比較 

事業部門固有の生産技術力については各社とも競合他社比較をしているものと考えら

れる。そこで“A.現在”と“B.５年後”を想定したときに、自社と国内・海外双方の競

合他社と比較したときの自社の位置づけが他社より上位なのか、同等か、下位にあるの

かについて調査した。当てはまる状況について、国内・海外のそれぞれから１つ選択す

るよう依頼した。 

①． 国内競合他社との比較（現在） 

生産技術力の競合他社比較についての調査結果をみると（図表 148）、「同等」の回答

が 62.6％で、「上位」と回答した企業は僅か 20.3%であった。また「下位」と回答した

企業も 13.0%あった。 

図表 148 生産技術力の競合他社比較－A.現在（国内）（問 16-1） 

20.3% 62.6% 13.0% 4.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

上位 同等 下位 その他n=123  
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

「その他」の回答には以下のコメントが寄せられた。 
生産技術力の競合他社比較 

－A.現在（国内）の“その他”に挙げられたコメント 
国内競合なし 

QorCorD で変わるため優劣混在 
比較困難のため回答保留 
品質は上位､コストは下位 
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②． 海外競合他社との比較（現在） 

生産技術力の競合する海外他社比較についての調査結果をみると（図表 149）、「同等」

との回答が半数で、「上位」は 32.0%、「下位」と回答した企業は 23.8%であった。 

自社は他社より上位にあるという回答は国内競合との場合 25 社のみであったが、海外

競合との場合 29 社が自社のほうが上位にあるという回答している。 

図表 149 生産技術力の競合他社比較－A.現在（海外）（問 16-1） 

32.0% 41.8% 23.8% 2.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

上位 同等 下位 その他n=122

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 
その他の回答をみると、以下の表のとおりである。比較困難というコメントは国内の

場合にも海外の場合にも共通に見られる。また品質では上位であるが、コストは下位

という回答もみられた。 

生産技術力の競合他社比較 
－A.現在（海外）の“その他”に挙げられたコメント 

比較困難のため回答保留 
品質は上位､コストは下位 

 

（２‐２）. 生産技術力の競合他社比較（５年後） 

①． 国内競合他社との比較（５年後） 

生産技術力における 5 年後（国内）での競争力についての回答をみると（図表 150）、
「同等」の回答が 48.8％と現在対比減少、「上位」と回答した企業は 40.7%と現在対比

では増加し、「下位」と回答した企業も現在対比で減少している。各社は５年後には自社

が上位にあると考えている。 
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図表 150 生産技術力の競合他社比較－B.５年後（国内）（問 16-2） 

40.7% 48.8% 7.3% 3.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

上位 同等 下位 その他n=123

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

「その他」に関するコメントは以下のとおりで、現在のときの「その他」コメントと

同様のコメントである。 
生産技術力の競合他社比較 
－B.５年後（国内）の“その他”に挙げられたコメント 

国内競合なし 
QorCorD で変わるため優劣混在 

比較困難のため回答保留 
品質は上位､コストは下位 

 
②． 海外競合他社との比較（５年後） 

同じく海外の競合他社との比較をみると（図表 151）、「同等」は 51.6％、「上位」は

37.7％、「下位」は 9.0%となった。こちらも国内と同様、５年後には上位にいるという

回答が現状対比増加している。また下位という回答も減少している。 

図表 151 生産技術力の競合他社比較－B.５年後（海外）（問 16-2） 

37.7% 51.6% 9.0% 1.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

上位 同等 下位 その他n=122

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

生産技術力の競合他社比較－B.５年後（海外）の“その他”に挙げられたコメントは

以下のとおりである。 
 生産技術力の競合他社比較 

－B.５年後（海外）の“その他”に挙げられたコメント 
比較困難のため回答保留 
品質は上位､コストは下位 
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（２‐３）. 生産技術力の競合他社比較のまとめ 

生産技術力に関する自社判断をみると（図表 152）、国内同士では６割強が同等、２

割が上位、１割強は下位との回答であるが５年後は同等が５割に減少し、上位が４割と

増加する一方下位は１割弱と減少している。海外企業に対しては現状では３割が上位に

あると見ているが２割強は下位にあると認識している。５年後の海外企業との比較では

上位にあるが４割弱と増えるとともに下位という回答も１割弱に減っている。 

図表 152 生産技術力の内外競合他社比較－現状～５年後のまとめ 
比較対象 比較時点 他社より上位 他社と同等 他社より下位

現状比較 20% 63% 13%

大小 ＞

＞ ＞

5年後比較 41% 49% 7%

5年間増減 +21%pt -14%pt -6%pt

対国内

 
比較対象 比較時点 他社より上位 他社と同等 他社より下位

現状比較 32% 42% 24%

大小 ＞ ＞

＞

5年後比較 38% 52% 9%

5年間増減 +6%pt +10%pt -15%pt

対海外

 
注．本表は図表 148～151 から「その他」の回答は除いて掲載、単位は％、 

各社の生産技術力に関する見方を総合すると、対国内も対海外も引き続き上位を目指

している企業が３割から４割近くある。また、５年後は対国内でも対海外でも下位に留

まるという回答は１割弱である。 

☛これは目指すべき目標としての回答か、目指すべき決意としての回答か、そうあっ

て欲しいという期待の表明か、そのいずれであるかは明確ではないものの上昇志向を感

じ取れる結果となっている。 

 

（３）． 生産技術の国際競争力の背景要因 

（３‐１）. 生産技術の国際競争力の背景要因 

ここでは、(2)で回答のあった“A.現在”と“B.５年後”における各社国際競争力の状

況判断に関する背景要因についてさらに調査した。事業部門固有の生産技術力について

は各社とも競合他社比較をしていると考えられる。そこで国内・海外同業に関する QCD
並びに国内・海外同業の生産技術力に関する推察などの選択肢から も近い順に◎○△

印を “Ａ現在”と“Ｂ５年後”についてそれぞれ１つずつ選択するよう依頼した。 
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①．国際競争力の状況の背景要因（現在） 

国際競争力の状況の背景要因についての調査結果をみると（図表 153）、 

図表 153 生産技術の国際競争力の背景要因－A.現在（問 17） 
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海外子会社の生産技術力から推察

海外子会社の生産技術力のｷｬｯﾁｱｯﾌﾟ力

日本人は生産技術者に向いている

海外同業の納期から推察

海外同業の生産ｺｽﾄ面のｷｬｯﾁｱｯﾌﾟ力

生産技術希望の内外学生のﾚﾍﾞﾙ感の比較

海外同業の納期面のｷｬｯﾁｱｯﾌﾟ力

その他

（点数）  
注．点数＝◎×3 点＋○×2 点＋△×１点 

出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

背景要因として注目しているのは「国内同業の製品の品質」が も多く、次いで「海

外同業の製品の品質」、「国内同業の生産ｺｽﾄから推察」、「海外同業の生産コストから推察」

と続く。 

次に回答の強弱別に内訳をみると（図表 154）、回答に際して 初に思いついたこと

になる（◎）の回答では「国内同業の製品の品質」が 4 割と他を圧してトップを占めて

いる。２番目に思いついたことになる（○）の回答では、まず「海外同業の製品の品質」、

次いで「国内同業の生産コストから推察」が 2 割強とほぼ同数で並んでいる。 

☛現状では回答各社の多くは同業との製品の品質を比較することで生産技術の善し悪

しを判断することが多い。しかし、その比較対象はまず国内企業であって海外企業はそ

の次に比較する位置づけにあるといえる。品質の次には生産コストを比較対象としてい

る。この場合にもまず国内企業と比較し、その次に海外企業との比較が行われている。

また、海外からの追い上げに相当するキャッチアップ力についての認識は必ずしも高い

とは言えない。 
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図表 154 生産技術の国際競争力の背景要因－A.現在の内訳（問 17） 
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出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 
「その他」として寄せられたコメントは以下のとおりである。 

生産技術の国際競争力の背景要因 
－A.現在の“その他”に挙げられたコメント 

も重視する背景要因：◎ 
◎製品により判断が分かれる 
◎為替の動向から推察して 
◎比較困難のため回答を差し控えさせて頂きたく 
◎国際入札の実績などから推察 

３番目に重視する背景要因：△ 
△製品の品揃え（バリエーション） 
△設備メーカー等から得られる他社の技術動向情報 
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②．生産形態別にみた国際競争力の状況の背景要因（現在） 

国際競争力の背景要因について生産形態別にみると（図表 155）、「海外同業の製品の

品質」に着目する回答は見込み生産型にやや多くみられ、「海外同業の生産ｺｽﾄから推察」

を挙げる回答は受注生産型に多くみられた。他は概ね似た傾向を示している。 

図表 155 生産形態別による生産技術の国際競争力の背景要因－A.現在（問 17） 
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見込み生産

受注生産

国内同業の製品の品質 国内同業の生産ｺｽﾄから推察

国内同業の納期から推察 国内子会社の生産技術力から推察

海外同業の製品の品質 海外同業の製品の品質のｷｬｯﾁｱｯﾌﾟ力

海外同業の生産ｺｽﾄから推察 海外同業の生産ｺｽﾄ面のｷｬｯﾁｱｯﾌﾟ力

海外同業の納期から推察 海外同業の納期面のｷｬｯﾁｱｯﾌﾟ力

海外子会社の生産技術力から推察 海外子会社の生産技術力のｷｬｯﾁｱｯﾌﾟ力

日本人は生産技術者に向いている 現場や生産技術へのこだわりの強さ

生産技術希望の内外学生のﾚﾍﾞﾙ感の比較 その他

n= 37

n= 90

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 

見込み生産 受注生産

ｲ. 国内同業の製品の品質 43.2% 41.1%
ﾛ. 国内同業の生産ｺｽﾄから推察 16.2% 15.6%
. 国内同業の納期から推察 0.0% 3.3%
. 国内子会社の生産技術力から推察 5.4% 2.2%

ﾎ. 海外同業の製品の品質 18.9% 15.6%
. 海外同業の製品の品質のｷｬｯﾁｱｯﾌﾟ力 0.0% 0.0%

ﾄ. 海外同業の生産ｺｽﾄから推察 0.0% 13.3%
. 海外同業の生産ｺｽﾄ面のｷｬｯﾁｱｯﾌﾟ力 2.7% 0.0%

ﾘ. 海外同業の納期から推察 0.0% 0.0%
ﾇ. 海外同業の納期面のｷｬｯﾁｱｯﾌﾟ力 0.0% 0.0%
. 海外子会社の生産技術力から推察 0.0% 0.0%

ｦ. 海外子会社の生産技術力のｷｬｯﾁｱｯﾌﾟ力 2.7% 1.1%
ﾜ. 日本人は生産技術者に向いている 2.7% 1.1%
ｶ. 現場や生産技術へのこだわりの強さ 5.4% 3.3%
ﾖ. 生産技術希望の内外学生のﾚﾍﾞﾙ感の比較 0.0% 0.0%
ﾀ. その他 2.7% 3.3%

比率

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 
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（３‐２）. 生産技術の国際競争力の背景要因（５年後） 

①． 国際競争力の状況の背景要因（５年後） 

国際競争力の状況に関する 5 年後の背景要因をみると（図表 156）、「国内同業の製品

の品質」が 多である。その次が「国内同業の生産コストから推察」、「海外同業の製品

の品質」、「海外同業の生産コストから推察」と現状の場合とほぼ同様の構図となった。 

その回答の内訳を強弱別にみると（図表 157）、第１番目に思いついたことになる（◎）

とその次に思いついたことになる（○）の回答が傾向としてほぼ同様の結果となってい

る。いずれも「国内同業の製品の品質」が も多く、次いで「国内同業の生産コストから推

察」、「海外同業の製品の品質」が同数で並んでいる。 

なお、日本の製造業の現場力の強さとしてよく指摘される「現場や生産技術へのこだ

わりの強さ」については３番目に思いついたことになる回答△としてはトップであった。 

☛「現場や生産技術へのこだわりの強さ」は日本の製造業の現場力の強さとして重要

ではあるが、国際競争力の背景要因としてみると３番目に挙げられる要因に過ぎないこ

とが分かる。 

図表 156 生産技術の国際競争力の背景要因－B.５年後（問 17） 
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注．点数＝◎×3 点＋○×2 点＋△×１点 

出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 
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図表 157 生産技術の国際競争力の背景要因－B.５年後の内訳（問 17） 
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出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

「その他」のコメントの中で も重視する背景要因をみると、「若手生産技術者を増員･

充実させているから」というコメントが寄せられた。また、「海外生産技術陣の自立」を

挙げるコメントもみられる。この２つはともにＱＣＤそのものよりは生産技術者の力量

に着目しているという点で特徴のあるコメントである。具体的なコメントは以下のとお

りである。 

生産技術の国際競争力の背景要因 
－B.５年後の“その他”に挙げられたコメント 

も重視する背景要因：◎ 
◎若手生産技術者を増員･充実させているから 

◎比較困難のため回答を差し控えさせて頂きたく 

◎国際入札の実績などから推察 

◎海外生産技術陣の自立 

３番目に重視する背景要因：△ 
△設備メーカー等から得られる他社の技術動向情報 

△生産現場での経験 
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②． 生産形態別にみた生産技術の国際競争力の背景要因（５年後） 

生産技術の国際競争力の背景要因－B.５年後（問 17）について生産形態別にみると（図

表 158）、見込み生産型と受注生産型とで微妙な違いが観察される。 

図表 158 生産形態別による国際競争力の状況の背景要因－B.５年後（問 17） 
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日本人は生産技術者に向いている 現場や生産技術へのこだわりの強さ

生産技術希望の内外学生のﾚﾍﾞﾙ感の比較 その他

n= 38

n= 91

 

見込み生産 受注生産
ｲ. 国内同業の製品の品質 23.7% 30.8%
ﾛ. 国内同業の生産ｺｽﾄから推察 21.1% 9.9%

ﾊ. 国内同業の納期から推察 0.0% 2.2%

ﾆ. 国内子会社の生産技術力から推察 7.9% 4.4%
ﾎ. 海外同業の製品の品質 13.2% 14.3%

ﾍ. 海外同業の製品の品質のｷｬｯﾁｱｯﾌﾟ力 2.6% 5.5%
ﾄ. 海外同業の生産ｺｽﾄから推察 0.0% 12.1%

ﾁ. 海外同業の生産ｺｽﾄ面のｷｬｯﾁｱｯﾌﾟ力 13.2% 7.7%
ﾘ. 海外同業の納期から推察 0.0% 0.0%
ﾇ. 海外同業の納期面のｷｬｯﾁｱｯﾌﾟ力 0.0% 0.0%

ﾙ. 海外子会社の生産技術力から推察 0.0% 1.1%
ｦ. 海外子会社の生産技術力のｷｬｯﾁｱｯﾌﾟ力 2.6% 3.3%
ﾜ. 日本人は生産技術者に向いている 2.6% 1.1%
ｶ. 現場や生産技術へのこだわりの強さ 5.3% 3.3%
ﾖ. 生産技術希望の内外学生のﾚﾍﾞﾙ感の比較 0.0% 0.0%
ﾀ. その他 7.9% 4.4%

比率

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

「国内同業の製品の品質」への着目度合いは受注生産型のほうが高い。「国内同業の生

産コストから推察」については逆に見込み生産型のほうが高い。「海外同業の生産コスト

面のキャッチアップ力」については見込み生産型での着目度合いが高いが「海外同業の

生産コストから推察」は受注生産型において高い結果となっている。 
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（４）． 生産技術の海外移転の可能性について 

（４‐１）. 生産技術の海外移転の可能性（現在の生産技術の海外移転方針） 

事業部門等がグローバル展開する際に、現在の生産技術力を“国内に留める”のか、

“海外に移転する”のかという問題は、各社各様の大きな経営課題である。同様に開発

機能や高度化の取組についても、国内・海外でどのような配置方針で望むのかについて

も機械工業にとって悩ましい問題である。そこで、生産技術のレベル別にその海外移転

の可能性、さらに生産技術の開発・高度化についての方針などの各事業部門等の考え方

を調査することにした。 

①． 現在の生産技術の取扱い 

「現在の生産技術の取扱い」とは現在の生産技術を国内に囲い込む方針なのか、それ

とも海外に移転する方針なのかという視点を指す。また海外移転の場合にはどのような

条件が付くのかといった調査を行った。 

現在の生産技術の取扱いに関する各社の考え方をみると（図表 159）、「すべて国内で

開発･囲い込む」という国内派は全体の 43％と半数に満たない。残り 55%は何らかの形

で海外への移転を容認している。海外への移転する技術をみると「 先端の技術力は国

内に、他は海外へ」と「戦略的重要技術だけ国内、他は全て海外移転」という回答が同

率でそれぞれ 24.4％、「 先端も含め海外に移転する」は 6%弱に留まった。 

図表 159 現在の生産技術の海外移転の可能性（問 18-1） 

43.1% 5.7% 24.4% 24.4% 2.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

すべて国内で開発･囲い込む 先端も含め海外に移転する

先端の技術力は国内に、他は海外へ 戦略的重要技術だけ国内、他は全て海外移転

その他

n=123

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

現在の生産技術の海外移転の可能性についての「その他」に挙げられたコメントは以

下のとおりである。 

現在の生産技術の海外移転の可能性について 
の“その他”に挙げられたコメント 

該当なし 
グローバル展開しない 
グローバル展開計画なし 
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②． 量的生産形態別にみた現在の生産技術の海外移転の可能性 

現在の生産技術の取扱いについて量的生産形態別にみると（図表 160）、「すべて国内

で開発･囲い込む」という方針を採るのは単品生産型において も多く、次いで少量生産

型と続く。量産度合いが高まるほど海外への移転方針を採る傾向が高くなることが窺え

る。大量生産型では「戦略的重要技術だけを国内に囲い込み、他は全て海外移転を進め

る」という方針が「 先端の生産技術は原則として国内に囲い込み、他は海外に移転す

る」方針を上回る。しかし、中小量生産型では逆の傾向がみられる。 

図表 160 量的生産形態別にみた現在の生産技術の海外移転の可能性（問 18-1） 

27.6%

28.6%

46.8%

61.3%

3.4%

4.8%

2.1%

31.0%

35.7%

25.5%

19.4%

37.9%

28.6%

21.3%

19.4%

2.4%

4.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大量生産

中小量生産

少量受注生産

単品受注生産

すべて国内で開発･囲い込む 先端も含め海外に移転する

先端の技術力は国内に、他は海外へ 戦略的重要技術だけ国内、他は全て海外移転

その他

n= 29

n= 42

n= 47

n= 31

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

③． 生産形態別にみた現在の生産技術の取扱い 

生産形態別にみると、見込み生産形態では、「すべて国内で開発･囲い込む」と「戦略

的重要技術だけ国内、他は全て海外移転」が同数で 3 割強を占める。一方受注生産形態

では、「すべて国内で開発･囲い込む」が第１で 5 割弱を占め、次いで「 先端の技術力

は国内に、他は海外へ」、「戦略的重要技術だけ国内、他は全て海外移転」の順となって

いる（図表 161）。 

図表 161 生産形態別にみた現在の生産技術の海外移転の可能性（問 18-1） 

34.1%

46.9%

2.3%

5.1%

27.3%

23.5%

34.1%

21.4%

2.3%

3.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

見込み生産

受注生産

すべて国内で開発･囲い込む 先端も含め海外に移転する

先端の技術力は国内に、他は海外へ 戦略的重要技術だけ国内、他は全て海外移転

その他

n= 44

n= 98

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 
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④． 海外売上高比率別にみた現在の生産技術の海外移転の可能性 

現在の生産技術の海外移転の可能性について、海外売上高比率別にみると（図表 162）、
「すべて国内で開発･囲い込む」という方針は海外売上高比率 30%未満の企業に も多

くみられ、同 30%以上の企業とはかなり異なるパターンとなっている。 

図表 162 海外売上高比率別にみた現在の生産技術の海外移転の可能性（問 18-1） 

55.3%

26.1%

23.5%

2.6%

8.7%

5.9%

15.8%

30.4%

32.4%

18.4%

34.8%

38.2%

7.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

30％未満

30～50％

50％以上

すべて国内で開発･囲い込む 先端も含め海外に移転する

先端の技術力は国内に、他は海外へ 戦略的重要技術だけ国内、他は全て海外移転

その他

n= 38

n= 34

n= 23

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

☛同 30％～50％企業及び、同 50％以上の企業はグローバル化のかなり進んでいる企

業であるだけにもはや「すべて国内で開発･囲い込む」という意識はかなり低くなってい

るようにみえる。「 先端の技術力」や「戦略的重要技術」のほかは「海外へ」移転して

グローバル化を推進するという意識が高いといえる。 
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（４‐２）. 生産技術の開発・高度化における海外移転の可能性 

①． 生産技術の開発・高度化における海外移転の可能性 

生産技術の開発・高度化における海外移転の可能性とは生産技術の開発・高度化の取

組を内外でどう進める方針かという視点のことである。 

回答結果をみると（図表 163）、生産技術の開発・高度化の海外移転の可能性につい

て、「原則としてすべて国内で進める」が 44.3％と半数に届かない結果となっている。「戦

略的重要技術のみ国内で、他は海外でも」という方針は 38.5％と４割弱を占めている。 

生産技術については現在ある技術を移転するばかりでなく、その開発・高度化の取組

についても移転する方針を採る企業が４割前後あることが分かる。 

☛生産技術を開発・高度化する場合における海外移転の考え方をみると、「戦略的重要技

術だけを国内に囲い込み、他は全て海外移転を進める」が圧倒的に多い。この点は現状

の生産技術の取扱では「 先端の生産技術は原則として国内に囲い込み、他は海外に移

転する」と二分していたことと大きく異なる。開発・高度化の場合には 先端か否かに

関係なく主として戦略的重要性技術のみを国内に残すという考え方が支配的であるよう

にみえる。 

図表 163 .生産技術の開発･高度化の海外移転の可能性（問 18-2） 

44.3% 38.5% 8.2% 6.6% 2.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

原則としてすべて国内で進める 戦略的重要技術のみ国内で、他は海外でも

先端はすべて国内で、他は海外でも どの技術も区別せず海外でも

その他

n=122

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

「その他」についてのコメントは以下のとおりである。 

生産技術の開発・高度化の取組の“その他”に挙げられたコメント 
該当なし 

グローバル展開しない 
グローバル展開計画なし 
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②． 量産形態別にみた生産技術の開発・高度化の海外移転の可能性 

生産技術の開発･高度化の取組の海外移転の可能性について、量産形態別にみると（図

表 164）、「原則としてすべて国内で進める」方針を採るのは単品生産型において も多

く見られる。その次は少量生産型である。量産度が高いほど国内という回答は低くなる。 

大量生産型や中小量生産型では、過半数が「戦略的重要技術のみ国内で、他は海外で

も」と答えており、少量生産型や単品生産型になるほどその比率は低下する。 

☛図表 164 生産技術を海外に移転するか否かについての方針は現在のところ、量産形

態との関係が特に高く、量産度合いが高いほど海外移転に前向きであることが窺える。

これは量産度合いが高いほどグローバル化が進展していることと符合する結果でもある。 

図表 164 量的生産形態別にみた生産技術の開発･高度化の海外移転の可能性（問 18-2） 

28.6%

35.7%

46.8%

54.8%

60.7%

52.4%

36.2%

29.0%

7.1%

7.1%

4.3%

9.7%

3.6%

2.4%

8.5%

6.5%

2.4%

4.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大量生産

中小量生産

少量受注生産

単品受注生産

原則としてすべて国内で進める 戦略的重要技術のみ国内で、他は海外でも

先端はすべて国内で、他は海外でも どの技術も区別せず海外でも

その他

n= 28

n= 42

n= 47

n= 31

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 
③． 生産形態別にみた生産技術の開発・高度化の海外移転の可能性 

同じく生産形態別にみると（図表 165）、「原則としてすべて国内で進める」方針は受

注生産型にやや多く見られる。受注生産型は単品生産型や少量受注生産型に多く見られ

る生産形態であることからこの結果もこれまでの分析と符合する。 

国内推進方針と反対の結果が「戦略的重要技術のみ国内で、他は海外でも」という方

針に現れている。海外移転方針を採る企業は見込み生産型により多く見られる。 
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図表 165 生産形態別にみた生産技術の開発･高度化の海外移転の可能性（問 18-2） 

37.2%

46.9%

51.2%

37.8%

4.7%

6.1%

4.7%

6.1%

2.3%

3.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

見込み生産

受注生産

原則としてすべて国内で進める 戦略的重要技術のみ国内で、他は海外でも

先端はすべて国内で、他は海外でも どの技術も区別せず海外でも

その他

n= 43

n= 98

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 
④． 量産形態別にみた生産技術の開発・高度化の海外移転の可能性 

生産技術の開発・高度化の海外移転の可能性について、海外売上高比率別にみると（図

表 166）、「すべて国内で開発･囲い込む」という方針が多くみられるのは海外売上高比

率が 30％未満の企業である。同比率が高くなるほど、国内推進派は減少して「戦略的重

要技術は国内で、他は海外でも」という海外移転方針の回答が多くなる。 

図表 166 海外売上高比率別にみる生産技術の開発･高度化の取組（問 18-2.） 

44.7%

36.4%

26.5%

34.2%

54.5%

55.9%

7.9%

4.5%

8.8%

5.3%

4.5%

8.8%

7.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

30％未満

30～50％

50％以上

原則としてすべて国内で進める 戦略的重要技術のみ国内で、他は海外でも

先端はすべて国内で、他は海外でも どの技術も区別せず海外でも

その他

n= 38

n= 34

n= 22

 

出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

経済産業省の資料により“コア技術の海外生産拠点への移管状況”をみると（図表 
167）、リーマンショック以降に海外へ新設・増設した工場において、その約 5 割の企業

が自社の“コア技術を既に海外へ移管済み”と回答している。また、その理由をみると
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（図表 168）、「コスト競争力を高めるため」や「進出先国でのシェア拡大のため」が挙

げられている。 

図表 167 （参考）コア技術の海外生産拠点への移管状況 

 
出所 平成 22 年度ものづくり白書 第２章 我が国ものづくり産業が直面する課題と展望から

転載 

図表 168 （参考）コア技術の海外移管を実施・検討する理由 

 
出所 平成 22 年度ものづくり白書 第２章 我が国ものづくり産業が直面する課題と展望から

転載 
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（４‐３）. 生産技術の海外移転の可能性（まとめ） 

①． 現在の生産技術の海外移転 

現在の生産技術については国内堅持派が 43%である。残りの多くは「 先端或いは

戦略的重要技術以外は海外に移転する」方針である。 

生産技術の海外移転に対する考え方をみると、量産規模が大きく、ある程度見込み

生産をしている業種では海外移転については弾力的な考え方が見えるが、そうでない

業種では国内を主とする回答が多くみられる。同様にグローバル化が進んでいるとこ

ろほど「 先端技術」や「戦略的重要技術」以外の生産技術を海外に移転していくと

いう考え方であることが窺える。 

②． 生産技術の開発・高度化と海外移転 

今後の開発・高度化についても国内堅持派は 44%で残りの多くは「重要技術以外は

全て海外に移転する」傾向がみられる。 先端か否かに関係なく主として戦略的重要

技術のみを国内に残すという考え方が支配的であるようにみえる。 

ただ、現在の生産技術についても今後の開発・高度化にしてもどの技術も含めて海

外にという完全移転肯定派も 6%前後存在する。  

生産技術を海外に移転するか否かについての方針は現在のところ、量産形態との関

係が特に高く、量産度合いが高いほど海外移転に前向きであることが窺える。これは

量産度合いが高いほどグローバル化が進展していることと符合する結果でもある。 

③． 海外展開の進展と国内技術力維持の可能性 

今回調べた各社の海外生産拠点や開発拠点の展開状況をみると、アジア諸国を中心

に新設・増加という回答がかなりあり、逆に国内では減少するとの回答もみられる。 

☛長期的にみると、生産拠点だけでなく開発機能まで海外にという流れが強まり、

海外に技術も移転（技術流出）されていく。さらに国内生産自体が先細り（空洞化）

していくと、現在の技術力を維持し続けることができるのか、その担い手をどこから

確保していくのかという新たな問題が浮上してこよう。これは残された課題である。 





 

 

 

第４章 生産技術系人材の 

グローバル化 
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第４章． 生産技術系人材のグローバル化 

人口減少による国内市場の縮小、円高の定着などを背景とした海外市場の重要

性の高まりなどから、グローバル化の波は国内市場依存型企業にも及びつつあり、

生産拠点の海外移転とそれに伴う人材のグローバル化が大きな課題になっている。

特に生産拠点を海外に移転する際には、生産技術者が大きな役割を果たすと考えら

れる。そこで本調査においてもグローバル化に対応可能な生産技術者像やその育成

方法に関する各事業部門等の考え方などについて調査した。 

１． 生産技術者のグローバル人材像 

（１）． グローバル人材像 

ここでは各社の事業部門等が標榜するグローバル人材像について調査した。人材像の

中でも特に“グローバル展開ができる生産技術者”に絞って検討している。人材像を構

成する要素として運営・管理能力面、技術・技能・ノウハウ面、対人関係面、精神力面

の４分野を設定した。分野毎に用意した選択肢のなかで も当てはまると思われる順に、

◎○印をそれぞれ１つずつ選択するよう依頼した。 

（１‐１）. 運営・管理能力面 

①． 運営・管理能力面 

グローバル展開可能な生産技術者としての運営・管理能力面の選択肢には、海外生産

拠点の立ち上げ時か立ち上げ後かという視点を入れて設問を用意した。この中から当て

はまる順に◎○印をそれぞれ１つずつ選択してもらうことにした。 

図表 169 運営･管理能力面（問 19-1） 
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立ち上げ時に現地の人を指導･協力

立ち上げ後に現地の人を指導・協力

総責任者として新規立ち上げ業務を任せる

総責任者として立ち上げ後の運営業務を任せる

海外非常時に適切な対応を取れる

その他

（点数）  
注．点数＝◎×3 点＋○×2 点 

出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 
 

調査結果をみると（図表 169）、まず運営・管理能力面では、「立ち上げ時に現地の人

を指導・協力する（海外生産拠点の立上げ時に関わる生産関連業務を現地の人を指導・
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協力しながら一人でやり抜くことができる）」という回答が も多く、次いで「立ち上げ

後に現地の人を指導・協力（立ち上げ後の海外生産拠点の運営・管理に関して現地の人

を指導・協力しながら一人でやり抜くことができる）」という順になった。 

さらに必要度の大小別に詳しくみると（図表 170）、 も必要（◎）という回答は「立

ち上げ時に現地の人を指導・協力する」が 6 割と飛び抜けて多い。次に必要（○）とい

う回答をみると「立ち上げ後に現地の人を指導・協力」であり、その次が「総責任者と

して新規立ち上げ業務を任せる」となっている。 

☛現状では海外派遣先で期待されていることの第１は「海外生産拠点の立上げ時に関

わる生産関連業務を現地の人を指導・協力しながら一人でやり抜くことができる」こと

にある。これに対し、立ち上げ後のことについては現状では第２に位置づけられている

ところが多い。まさに現時点における日本企業の海外進出の実態を反映した調査結果で

はないかと思われる。 

図表 170 運営･管理能力面の内訳（◎）（問 19-1） 
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（社数）

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 
運営･管理能力面に関する「その他」の回答に寄せられた内容は以下の通りである。海

外展開が“そもそもできない”という業種もあれば“海外進出はない”、“人材像を標榜

できるだけの人材がいない”という指摘も見られた。また、「その他」として“生産技術

的な内容を現地での指導・協力のほかに国内部署との確認・調整をしながら運営・管理”

するという“期待される要件”を書き出してくれた回答もある。 

グローバル展開可能な生産技術者としての 
運営・管理能力面の“その他”のコメント 

も必要と考える運営・管理能力面：◎ 
◎防衛産業のため、海外展開不可 
◎製造部門の海外進出はなく､人材像は具体化していない 
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◎海外の生産拠点での生産技術的な内容を、現地の人を指導・協力しなが

ら、また必要に応じ国内部署と確認･調整しながら運営･管理できること 
次に必要と考える運営・管理能力面：○ 
○人材像を標榜して人選できるほど、人材はいない。 
○グローバル展開計画なし 

 
②． 量的生産形態別にみた運営・管理能力面（調査結果） 

運営・管理能力面について、量的生産形態別にみると（図表 171）、「立ち上げ時に現

地の人を指導･協力する」は中小量生産型において６割強と特に高い比率になっている。

また「総責任者として新規立ち上げ業務を任せる」は単品生産型で も高く、次は中小

量生産型で高い結果となっている。 

図表 171 量的生産形態別の運営･管理能力面（問 19-1） 
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n= 27

n= 37
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n= 27

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 
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（１‐２）. 技術・技能・ノウハウ面 

①． 技術・技能・ノウハウ面 

グローバル展開可能な生産技術者としての技術・技能・ノウハウ面の選択肢として以

下（図表 172）の設問を用意した。この中から も当てはまる順に◎○印をそれぞれ１

つずつ選択してもらうことにした。 

図表 172 技術・技能・ノウハウ面（選択肢） 

イ．現地で適切な技術・技能の解説・指導ができる 

ロ．現地で必要な技術・技能を実際にやってみせることができる。 

ハ．現地の人を納得させ、指導を仰がせるだけの技術・技能を持っている。 

ニ．生産に関わるさまざまなトラブルを即座に解決に導くことができる。 

ホ．本人の専門技術・技能について何か１つ優れたモノ（特技など）によっ
てコミュニケーションに活かすことができる。 

ヘ．経営管理面のノウハウを身につけている。 

ト．人事・労務管理面のマネジメント・ノウハウを身につけている。 

チ．英語でのコミュニケーション能力の他に、現地語をある程度は身につけ
ようという意欲と実践力がある。 

リ．業務上のやりとりを英語と現地語でこなせる。 

ヌ．その他（                            ） 

 
専門スキルや知識を求められる技術・技能・ノウハウ面の能力についての調査結果を

みると（図表 173）、「適切な技術・技能の解説･指導ができる」という回答が も多く、

次いで「現地の人を納得させる技術･技能を持っている」、「トラブルを即座に解決できる」

と続く。 

図表 173 技術･技能･ﾉｳﾊｳ面（問 19-2） 
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適切な技術・技能の解説･指導ができる

現地の人を納得させる技術･技能を持っ…

ﾄﾗﾌﾞﾙを即座に解決できる

必要な技術･技能をやってみせられる

経営管理面のﾉｳﾊｳを身につけている

専門技術・技能をｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝに活かせる

英語の他に現地語をある程度身につけよ …

人事･労務管理面のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ﾉｳﾊｳを身…

英語と現地語がこなせる

その他

（点数）  
注．点数＝◎×3 点＋○×2 点＋△×１点 

出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 
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②． 技術・技能・ノウハウ面（◎と○の調査結果） 

さらに詳しく回答の内訳をみると（図表 174）、 も近い説明である（◎）の回答は

「適切な技術・技能の解説･指導ができる」がトップ、つぎは「現地の人を納得させる技

術・技能」と続く。次に近い説明である（○）の回答は「ﾄﾗﾌﾞﾙを即座に解決できる」と

なっている。 

図表 174 技術･技能･ノウハウ面の内訳（問 19-2） 
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出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 

技術･技能･ノウハウ面に関する「その他」の回答は以下のとおりである。「実務経験に

裏打ちされた生産技術力」や「現地文化を学び、日本の良さを現地文化に融合させる柔

軟性」、「現地の状況に合わせて、国内部署と連携しながら柔軟に対応できる能力」と多

彩な能力が要求されている。 

グローバル展開可能な生産技術者としての 
技術･技能･ﾉｳﾊｳ面の“その他”のコメント 

も必要と考える運営・管理能力面：◎ 
◎防衛産業のため、海外展開不可 
◎実務経験に裏打ちされた生産技術力 
◎製造部門の海外進出はなく､人材像は具体化していない 

次に必要と考える運営・管理能力面：○ 
○現地文化を学び、日本の良さを現地文化に融合させる柔軟性 
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○現地の状況に合わせて、国内部署と連携しながら柔軟に対応できる

能力 
○グローバル展開計画なし 

☛この生産技術者に求められる“能力の多面性・多様性”についてはこれまで当専門

部会が積み上げてきた生産技術者に関わる知見8と軌を一にする指摘である。 

 
③． 量的生産形態別にみた技術・技能・ノウハウ面 

技術・技能・ノウハウ面について量産形態別にみると（図表 175）、中小量生産型、

少量受注生産型の企業では、過半数が「適切な技術・技能の解説･指導ができる」と答え

ている。「現地の人を納得させる技術・技能」については単品生産型において比較的高い

比率となっている。 

図表 175 量的生産形態別の技術･技能･ノウハウ面（◎）（問 19-2） 
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専門技術・技能をｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝに活かせる 経営管理面のﾉｳﾊｳを身につけている

人事･労務管理面のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ﾉｳﾊｳを身につけている 英語の他に現地語をある程度身につけようとする

英語と現地語がこなせる その他

n= 28

n= 37

n= 44

n= 27

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 

                                                  
8 第１章 今年度事業の概要 ３．事業の実施内容 （４）本調査における「生産技術」について 生

産技術とは：その役割・使命、業務、知識・能力 参照 
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（１‐３）. 対人関係面（グローバル展開可能な生産技術者としての） 

①． 対人関係面 

グローバル展開可能な生産技術者としての対人関係面について、様々な場面への対応

力や信頼関係の構築、コミュニケーション能力（意思疎通能力）といった観点から選択

肢を設け、この中から も当てはまる順に◎○印をそれぞれ１つずつ選択してもらうことに

した。 

対人関係面の能力に関する調査結果をみると（図表 176）、「適時適切な意思決定がで

きる（海外現地からの改善提案や仕事の進め方についての意見表明などに対し、適時適

切な意思決定ができる）」が も多く、次いで「現地で生じるさまざまなトラブルなどに

適時適切に対応できる」、「現地人材から高い信頼を得ることができる」、「海外現地にお

いて非常時にも適切なリーダーシップを発揮できる」などが続いている。 

図表 176 対人関係面（問 19-3） 
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適時適切な意思決定ができる
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現地語である程度ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝが取れる

現地社会へのｽﾎﾟｰｸｽﾏﾝとなれる

その他

（点数）
 

注．点数＝◎×3 点＋○×2 点＋△×１点 

出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

さらに詳しく内訳をみると、 も当てはまる（◎）の回答は、「適時適切な意思決定が

できる」、「現地人材から高い信頼を得る」の順となっている。次に当てはまる（○）の

回答をみると、「さまざまなトラブルに適時適切に対応」が多く、その次には「現地人材

から高い信頼を得る」が続く。これらはどれも回答が分散しているのが特徴である。 
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図表 177 対人関係面の内訳（問 19-3） 
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出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 
 

対人関係面における「その他」の回答は以下の通りである。 

グローバル展開可能な生産技術者としての 
対人関係面の“その他”のコメント 

も必要と考える対人関係面：◎ 
◎防衛産業のため、海外展開不可 
◎海外現地にて、生産技術において常時適切なリーダーシップを発揮

できる 
◎製造部門の海外進出はなく､人材像は具体化していない 

次に必要と考える対人関係面：○ 
○グローバル展開計画なし 

 

 

②． 量的生産形態別にみた対人関係面 

対人関係面について量産形態別にみると（図表 178）、「適時適切な対応」を挙げたの

は大量生産型に も多く、「現地人材から高い信頼を得る」は中小量生産型に多く見られ

る。「さまざまなトラブルに適時適切に対応」が必要と考えるのは少量生産型に多い。単

品生産型の場合は「現地人材から高い信頼を得る」や「非常時にもリーダーシップを発

揮」など回答が分散している。 
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図表 178 量的生産形態別の対人関係面（◎）（問 19-3） 
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出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 

（１‐４）. 精神力面（グローバル展開可能な生産技術者としての） 

①． 精神力面 

グローバル展開可能な生産技術者としての精神力面で求められるものを探ることにし

た。特に現場で直面する困難な場面として未経験業務への取組み、海外での激しい競争、

新たな概念・異文化への対応、などに相当する選択肢を用意した。その中から当てはま

る順に◎○印をそれぞれ１つずつ選択する設問とした。 

精神力面に関する調査結果をみると（図表 179）、「既成概念に捕らわれず、チャレン

ジ精神を持続できる」、「未経験業務であっても 後までやり抜く気概がある」、「海外で

の激しい競争に耐えられるだけの気力･精神力がある」の３つが拮抗している。 

図表 179 精神力面（問 19-4） 
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その他

（点数）
 

注．点数＝◎×3 点＋○×2 点 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 



－142－ 

その内訳をみると（図表 180）、 も近い（◎）ではまず「未経験業務でも 後まで

やり抜く」、次いで「激しい競争に耐えうる気力･精神力」、「チャレンジ精神を持続でき

る」の順となるが僅差にすぎない。次に（○）をみると、「チャレンジ精神を持続できる」

がトップで、その次に「未経験業務でも 後までやり抜く」と「異文化との衝突も乗り

越えられる」の順になっている。 

図表 180 精神力面の内訳（問 19-4） 
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◎ ○
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出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 

精神力面に関する「その他」の回答は以下の通りである。 

グローバル展開可能な生産技術者としての 
精神力面の“その他”のコメント 

も必要と考える精神力面：◎ 
防衛産業のため、海外展開不可 
製造部門の海外進出はなく､人材像は具体化していない 
上記すべて 
次に必要と考える精神力面：○ 
グローバル展開計画なし 

 
②． 量的生産形態別にみた精神力面（◎と○の調査結果） 

精神力面について量的生産形態別にみると（図表 181）、「激しい競争に耐えうる気

力・精神力」が飛び抜けて多いのは単品生産型である。「チャレンジ精神を持続できる」

は中小量生産型に比較的多くみられる。 
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図表 181 量的生産形態別の精神力面（◎）（問 19-4） 
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n= 27
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出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 

（２）． グローバル人材像について（まとめ） 

グローバル人材像に求められる要素は多面的で多様である。今年度は人材像を構成す

る要素として、運営・管理能力面、技術・技能・ノウハウ面、対人関係面、精神力面の

４分野を設定して調査した。その中から特に大きな支持を得た要素を取り出して現時点

に於けるグローバル人材像を抽象化して描いたのが次の図表 182 である。この図表はこ

れまでの調査結果に基づいた関係性を軸にしてマッピングしたものである。 

回答企業の多くは海外現地における立ち上げ業務を も重視している。そこで立ち上

げ業務を上部の運営・管理業務の枠の中に置き、技術・技能・ノウハウ面や精神力面、

対人関係面を下部に 3 つ並置した。図表中の矢印線はそれぞれが相互に関係性を有して

いることを示す。 
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図表 182 現時点におけるグローバル人材像（試案） 

 

出所：平成 23 年度アンケート調査結果（第４章．生産技術系人材のグローバル化 １．生産技術者の

グローバル人材像、を踏まえて JATIS 作成 
 

現時点における生産技術系グローバル要員には、海外現地での立ち上げ業務が も期

待されている。立ち上げ業務には総責任者として運営管理したり、現地の人を指導協力

したり、また、国内関係部署との連絡・調整したりする業務が含まれる。こうした業務

をこなすには適切に技術・技能の解説・指導ができ、現地の人を納得させ、技術的なト

ラブルなども即座に解決して見せるだけの技量が求められるばかりでなく、対人関係面

では非常時などにもリーダーシップを発揮して適時適切の意志決定ができ、様々な現地

トラブルを解消して、現地人材から高い信頼を勝ち得ることができなければならない。

そのためには激しい競争にも耐え抜くだけの精神力を持ち、チャレンジ精神を発揮して

未経験業務をやり抜くことができ、異文化との衝突も乗り越えることができる人材が求

められる。 
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参照文献 6 外国人から観た日本人の弱み 

---当社が日本企業で働いた経験のある外国人 70 人に日本人の弱

みを尋ねたところ、「リーダーシップのなさ」と「異文化対応力の

弱さ」が挙がった。日本企業はほとんど同質の文化で成り立って

おり、強いリーダーシップが無くても統率しやすいことが背景に

ある。しかし、それでは外国では通用しない。---」 
出所：日刊工業新聞 2011.11.4「グローバル人材不足」エゴンゼンダーインターナショナル

日本代表佃秀昭氏“経験積ませリーダー育成”から JATIS 抜粋引用 
 

参照文献 7 グローバル人材に求められるビジネススキル 
世界で戦って行くには今まで培ってきた強みを共有しやすい日本

人だけでチームを固めることは難しい。各国の人材と力を合わせ、

自社の強みを世界で発揮して行かねばならない。---日本的品質の

こだわりやきめ細かさは世界中で評価され、ときには尊敬のまな

ざしを向けられる。「グローバル化を進める中で、日本企業として

何を残し、何を変えていくのか」---「自社の強みを理解し地域の

事情にも精通した上で、グローバル視点でビジネスをリードする」

---そのような人材を多く育てる必要がある。 
出所：日経産業新聞 2011.10.27 記事「グローバル人材育成モデル」管理職・順繰り派遣は限

界 発掘投資、早急に再考を（プライスウオーターハウスクーパース パートナー若

林豊）から JATIS 抜粋引用 
 
参照文献 8 日産のグローバルで通用する人材像 

---日産自動車が考えるグローバルで通用する人材とは何か。 
「異なった意見や考え方を理解できる多様性があり、共通の言語

やプロセス〔手順〕、ツール〔手段〕で仕事をこなし、成果を上

げられる人材だ。」 
「多様性の中に、チームワークやフレキシビリティ〔柔軟性〕な

ど日本の培った強みを併せ持つ人材の育成を心がけている」 
出所：日経産業新聞 2011.11.09 記事「インタビュー我が社の人材戦略 日産 世界規模でリーダー

発掘 年功・性別問わずノミネート 執行役員 高橋雄介氏」から JATIS 抜粋引用 
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２． グローバル対応上の課題 

（１）． 日本人についての課題 

（１‐１）. 日本人についての課題 

生産技術者を念頭に置いたグローバル人材の課題について調査した。各事業部門等に

おいて生産技術者がグローバルに活躍していく上で、日本人の場合の課題と外国人の場

合の課題に着目し、日本人については海外赴任の要因に関するもの、赴任後に生じる課

題、赴任のための研修などの選択肢を用意し、 も近いと思われる順に◎○△それぞれ

１つずつ選ぶよう依頼した。 

①． 日本人についての課題 

グローバル対応上の課題についてみると（図表 183）、先ず日本人についての課題は、

「海外赴任希望者の絶対量不足の解消」が も多い。次いで「海外赴任に必要なローテ

ーションの確保」、「海外赴任者の現地コミュニケーション能力引上げ」、「海外赴任者へ

の十分な事前研修」などが挙げられている。 

図表 183 日本人についての課題（問 20-1） 
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海外赴任希望者の絶対量不足の解消

海外赴任に必要なﾛｰﾃｰｼｮﾝの確保

海外赴任者の現地ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力引上げ

海外赴任者への十分な事前研修

海外赴任者のﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽへの対策

「いきなり海外赴任」への納得度引上げ

社内情報等の意図せざる流出防止

その他

（点数）
 

注．点数＝◎×3 点＋○×2 点＋△×１点 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 

さらに回答の強弱別（◎○△別）にみてみると、 も強く認識されている◎では、「量

的不足の解消」が 大の課題として挙げられている。「海外赴任のためのローテーション

確保」はその次の課題とされる。「現地コミュニケーション能力の引上げ」は３番目に重

視されている。 

☛日本人の課題としては、海外赴任候補者の数を確保することが 優先の課題と認識

されており、質を担保するための課題はその次という位置づけになっている。 



－147－ 

図表 184 日本人についての課題の内訳（問 20-1） 
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出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 
「その他」の課題についてのコメントは以下の通りである。このうち「海外赴任候補者

の絶対量不足の解消」というコメントは、○をつけるだけに留まらずわざわざ文字にし

ているところに回答者の気持ちが込められているように見える。 

日本人についての近いと思われる課題で 
“その他”に挙げられているコメント 

も近いと思われる課題：◎ 
◎防衛産業のため、海外展開不可 
◎対象事業がない 
◎海外赴任候補者の絶対量不足の解消 
◎海外オペレーションへの対応力 
◎課題は具体化していない 
次に近いと思われる課題：○ 
○現時点で生産技術者の海外赴任者なし 
○該当なし 
○グローバル展開計画なし 

 
②． 日本人についての課題（◎印のみの調査結果） 

日本人についての課題を量的生産形態別にみると（図表 185）、大量生産型では、「海

外赴任に必要なローテーションの確保」が 48.8％と多く、次に「海外赴任希望者の絶対

量不足の解消」が 37％となっている。ところが中小量生産型と少量受注生産型、単品受

注生産型では、第１の課題として「海外赴任希望者の絶対量不足の解消」が挙げられて

おり、いずれも 4 割超と も多い回答になっている。 
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図表 185 量的生産形態別の日本人についての課題（◎）（問 20-1） 
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出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 

③． 日本人についての課題（まとめ） 

日本人の課題について調査してきた結果を振り返ると、各課題は相互に関係しあって

いることが明らかである。そこで各課題の相互関係を俯瞰できるように派遣前と派遣後

という時間を軸にしてマッピングしてみた（図表 186）。 

図表 186 日本人（海外赴任者）についての課題の全体図 

 
出所：平成 23 年度アンケート調査結果（第４章．生産技術系人材のグローバル化 １．生

産技術者のグローバル人材像から「日本人についての課題」に関する調査結果を

踏まえて JATIS 作成 

海外赴任者には既に見てきたとおり（図表 182）、国内より幅広で多方面に亘る活躍
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が期待されている。海外に赴任すると技術・技能・ノウハウ面は、国内で研鑽を積めば

そのまま海外でも通用するはずであるが、業務面では指導・協力、仲介・調整といった

高いコミュニケーション能力（意思疎通能力）が求められる業務や運営・管理といった

強いリーダーシップを発揮しなければならない業務の比重が国内と比べて飛躍的に高ま

ると考えられる。 

従って海外赴任者は、内外で大きな違いはないと考えられる生産技術そのものの修得

だけに留まらず、海外赴任に伴い段違いに高いレベルが要求されるコミュニケーション

能力やリーダーシップを発揮できる力量をしっかりと身につけることが重要になる。ま

た、現地でのコミュニケーションを円滑かつ適切に遂行するためには、現地のさまざま

な事情、文化、風習、宗教、歴史などの知識に関する事前の教育研修や語学研修などが

不可欠である。 

以上から、海外赴任者には赴任先に関する諸事情等の事前学習、語学学習と合わせて

コミュニケーション能力やリーダーシップを身につけることができるような研修を、シ

ステマチックに行うことがグローバル展開上極めて重要な課題であることが分かる。 

これからの人材育成で重要となる視点は、海外派遣とキャリア形成の２つである。海

外派遣を意識したキャリア形成を念頭に置いた人材育成システムの構築が強く求められ

る。 

 

 

（２）． 外国人についての課題 

（２‐１）. 外国人（生産技術者）についての課題 

各事業部門等において日本人生産技術者がグローバルに活躍していく上での課題に続

いて、外国人の場合についても調査した。人事制度や研修制度の整備などについていく

つか選択肢を設け、その中から も近いと思われる順に◎○△それぞれ１つずつ選ぶよ

う依頼した。 
 
①． 外国人の場合の課題 

外国人についての課題に関する調査結果をみると（図表 187）、「定着率のアップ」が

他を引き離して も多く、次いで「十分な導入研修の実施」、「入社後のフォロー研修の

実施」の順になっている。 
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図表 187 外国人についての課題（問 20-2） 
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注．点数＝◎×3 点＋○×2 点＋△×１点 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 

さらに回答の強弱別（◎○△別）にみると（図表 188）、外国人の課題として も重

視されているのは「定着率のアップ」であり、断トツの一位である。他の項目は子細に

みると位置づけに差はあるが、課題としては副次的な位置づけに留まるといえよう。 

その次の課題である「十分な導入研修」や２番目の課題として も重視されている「入

社後のフォロー研修の実施」にしても、いずれも定着率が悪いとせっかくの研修が無に

なってしまう。現時点の外国人については、まず定着させることが 大の課題であるこ

とが窺える。 

図表 188 外国人についての課題の内訳（問 20-2） 
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出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 
「その他」に挙げられているコメントは以下のとおりである。 “対象がない”というコ

メントが多く見られる。 
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外国人についての課題で“その他”に挙げられているコメント 
も近いと思われる課題：◎ 
◎自社での技術者採用はしない 
◎防衛産業のため、海外展開不可 
◎対象事業がない 
◎現在外国人の採用なし 
◎なし 
◎課題は具体化していない 
◎外国人はいません 
◎現状いない 

次に近いと思われる課題：○ 
○該当なし 
○外国人採用の予定なし 
○該当なし 
○現在外国人技術者はいない 
○採用なし 
○現地法人で対応 
○グローバル展開計画なし 

３番目に近いと思われる課題：△ 
△現在､本事業所は実績なし 

 

②． 量産形態別にみた外国人の場合の課題 

外国人の課題について量産的形態別にみると（図表 189）、量産タイプではおおむね 6
割が「定着率のアップ」と回答しているのに対し、単品受注生産型のみはやや異なり、

「定着率のアップ」と「十分な導入研修の実施」が同率で 3 割弱の回答になっている。

一方大量生産形態では、「十分な導入研修の実施」は僅か 4％であった。 

図表 189 量的生産形態別の外国人についての課題（◎）（問 20-2） 
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大量生産

中小量生産

少量受注生産

単品受注生産

定着率のｱｯﾌﾟ ｷｬﾘｱﾊﾟｽの明示

内外共通の昇給･賞与･昇格制度構築 社内諸制度の見える化

十分な導入研修の実施 入社後のﾌｫﾛｰ研修の実施

社内情報等の意図せざる流出防止 その他

n= 25

n= 34

n= 35

n= 27

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 
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③． 外国人についての課題（まとめ） 

現地外国人についての 大の課題は、外国人の定着率のアップである。この問題はま

さに海外就労実態に即した制度設計が大きな課題であることを浮き彫りにしている。こ

の背後に潜む問題として考えられることは、国内と海外とではコミュニケーションに必

要とされる前提や常識に非常に大きな違いがあることなどが挙げられる。例えば“報連

相”は日本企業では当たり前とされるが、個人主義が強い欧米企業では違和感があると

される。これは勤労観・社会観・宗教観・歴史観などの文化的・風土的な差異に対する

認識・理解を踏まえた制度的対応の必要性が高いことを示唆している。 

図表 190 現地外国人についての課題の全体像 

サポート体制整備 情報提供

４．キャリアパスの明示２．十分な導入研修

１．定着率のアップ

３．入社後のフォロー研修 制度整備

７．社内情報の

意図せざる流出

５．社内制度の見える化

６．内外制度の共通化

 

出所：平成 23 年度アンケート調査結果（第４章．生産技術系人材のグローバル化 １．生

産技術者のグローバル人材像から「外国人についての課題」に関する調査結果を踏まえ

て JATIS 作成 
 

（３）． 生産技術者がグローバルに活躍する上での課題（まとめ） 

以上の調査結果を総合すると、日本人生産技術者がグローバルに活躍する上での 大

の課題は、海外赴任適任者の絶対量不足の解消にある。 

海外赴任者に求められる要件をグローバル人材像としてまとめると、現状ではまだ海

外進出の途上にある企業が多いことから現地における新規立ち上げ業務をこなせること

が第１に期待されている。この業務は国内との仲介・調整はもとより、生産技術的内容

について現地の人を納得させられるだけの技術・技能を持ち、様々なトラブル対応を解

決に導けるばかりでなく、さらに現地総責任者としての運営・管理を遂行できることが

必要である。 

このためには現地人材からの高い信頼を得られるだけのリーダーシップを発揮するこ

とができ、チャレンジ精神に溢れ、未経験業務をやり抜けるだけの強い精神力を具備し

ていることが求められる。 
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現在の生産技術者は、特にグローバルに活躍するとなるとこのようにスーパーマンに

も比すべき人物であることが求められている。傑出した技術知識はもちろんのこと、人

格的にも優れ、且つ精神的にもタフという多面的な能力が求められる。従っていざ海外

赴任に相応しい候補者を選ぶとなると適任者はそれほど多くはない。これがグローバル

化を推進する日本企業を取り巻く人的資源に関わる現実である。 

また、既に海外展開している場合の現地外国人についての課題に明らかなように、依

然として外国人の定着率のアップが 大の課題である。定着率が大きな問題となってい

る点はまさに内外の勤労観などの文化的・風土的な差異を踏まえたシステマチックな対

応、或いは、海外就労実態への制度的な対応が大きな課題であることを浮き彫りしてい

る。海外に派遣する人材と海外人材についてカバーできるような普遍性の高い制度的な

対応が企業理念の浸透などの課題とともに喫緊の課題となってきている。 

なお、「第２章 生産のグローバル化の現状と課題」において、「(1-3)グローバル化の

指標」では経済産業省の「企業の人材マネジメントの国際化度合いを測る指標（国際化

指標 2010）平成 23 年 5 月」を引用（図表 46）している。この指標のタイプ分けに従

うとこれまでみてきた回答企業はいわば ①タイプ０（純国内企業）9、②タイプＡ（輸

出・輸入と海外拠点のある企業）、③タイプＢ（日本からの指令統括の下に海外展開中の

企業）、④タイプＣ（日本に拘らない世界展開企業）のどれかに該当する。具体的には以

下の４つのパターンが国際化モデルとして表示されている。また、この資料によると国

際化のタイプ別に「企業の国際化タイプ別の対応状況」として「人材の選抜・配置、評

価・処遇」「人材採用、人材育成」「業務プロセス」別に重点の置き方を図示化したもの

（図表 191）が得られる。 

図表 191 参考資料：経済産業省の企業の国際化タイプ別の対応状況 

 
出所：国際化指標２０１０のモデル；「日本企業の人材マネジメントの国際化度合いを測る指標（国際

化指標 2010）平成 23 年 5 月経済産業省 より引用 

                                                  
9 この括弧内の表現は JATIS の解釈によるもの、以下同様。 
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このレーダーチャートをみると例えば「人材採用、人材育成」であれば外縁部に「海

外でのキャリア採用」「海外での新卒採用」などのグローバル化対応項目に対して国際化

タイプ A～C の各企業の偏差値がどのあたりにあるかを知ることができる。当然の事な

がらタイプ C のグローバル化を も進めている企業群の偏差値が も高く、タイプ A の

日本人主導の海外進出企業の偏差値が低いという結果になっている。 
 

☛本報告では、機械工業を取り巻く環境の変化からみて、グローバル化の進展は不可

避であり、タイプ０の企業やタイプ A のような企業の中からも将来タイプ B や C に変

貌していく企業も出てくる、或いは、現在タイプ B の企業であってもよりタイプ C に近

づく可能性のある企業もあるとみて、そうした動態変化をある意味前提としたアンケー

ト調査を行った。それ故に本報告で取り纏めた「日本人の課題」「外国人の課題」につい

てはタイプ別観点が混在しているとの批判はあり得る。 

☛しかし、本報告では将来的に目指すべき方向としてグローバル化を捉えたときに、

どのような対応が必要になるのかという課題を明らかにすることを目標としている。グ

ローバル化を目指すのであれば「そこまではすぐやれない」にしても「いつかはそうし

た対応が必要になる」という覚悟すべき方向を示そうとしたものである。 

☛なお、グローバル化を目指すべき方向と捉えるという論点は決して全ての企業にタ

イプ C（日本に拘らない世界展開企業）を目指すことを推奨するものではない。確かに

国民経済的観点からみると、グローバル化によって国内の生産拠点が海外にシフトする

ことは必ずしもベターとはいえない。しかし、個々の企業の立場からすれば、為替環境

の変化や地産地消の要請、さらには海外成長市場の取込みといった市場環境の変化に適

応し、生き残り、更なる発展を遂げるためのグローバル化は企業の戦略として必然であ

り、その場合に必要となる対応を考えておこうというのが本報告の趣旨である。 

 
参照文献 9 日本人のグローバル対応力強化への対策 

---20-30 代の若い従業員は、どんどん留学させるべきだ。40-50 代

の社長候補は海外子会社の副社長に就かせる。これによって日本人

以外の上司につく苦労が体験できる、また外国人の部下を持つ大変

さも味わえる---」 
出所：日刊工業新聞 2011.11.4「グローバル人材不足」エゴンゼンダーインターナショナル

日本代表佃秀昭氏“経験積ませリーダー育成”から JATIS 抜粋引用 
 

参照文献 10 日本人社員をグローバル人材に鍛え上げる 
日本人社員をグローバル人材に鍛え上げるには、多様な国の事情に

真正面から向き合い、論理的に思考し、はっきりと物事を伝え、 
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現地採用スタッフをリードできるスキルを身につける必要がある。

---従来のキャリア形成ではこうした能力が身に付かないからだ。---
グローバル化の中で企業が社員に求める価値観や行動、スキルなど

を明示・共有して、習得するための仕組みが欠かせない。 
「皆まで言わずとも---」という“日本的な美徳”は、グローバルビ

ジネスの現場では通用しない。 
出所：日経産業新聞 2011.10.27 記事「グローバル人材育成モデル」管理職・順繰り派遣は限

界 発掘投資、早急に再考を（プライスウオーターハウスクーパース パートナー若

林豊）から JATIS 抜粋引用 
 
参照文献 11 グローバル人材育成面での課題 

---2016 年度までの新中期経営計画ではグローバル化を一段と加速

する。人材育成面での課題は何か。 
「新興国で生産、販売を増やす。それを担うリーダー候補の層を厚

くする。ビジネス、ものづくりなど各分野でさらにグローバルで

マネジメントスキルを持つ人材の層を厚くしたい。グローバルで

適材適所、そして適地で人材を配置する。」 
「---今やリーダーを世界から選ぶ。重要意思決定機関のエグゼティ

ブ・コミッティのメンバーは半分を外国人が占める。本社役員の

25%は非日本人だ。」 
「年功や国籍、性別を問わず、各層で組織的にリーダーを世界から

発掘している。将来リーダーになるためにはどのような経験を積

めばいいか。「キャリアデベロップメントプランを作成し、次に

どのような教育を受けさせるべきかを計画的に進めている」 
出所：日経産業新聞 2011.11.09 記事「インタビュー我が社の人材戦略 日産 世界規模でリーダー発

掘 年功・性別問わずノミネート 執行役員 高橋雄介氏」から JATIS 抜粋引用 
 
 

３． グローバル対応を担う人材 

各事業部門等において、数年後にグローバル化を具体的に担うことになる人材は

どのような国籍の人材か、技術中枢と熟練技能のそれぞれについて調査した。 

（１）． 数年後技術中枢を担う人材 

（１‐１）. 数年後技術中枢を担う人材の国籍 

各事業部門等において技術中枢を担う人材はどのような人材か調査した。数年後の技

術中枢を展望したときに、グローバル化を具体的に担うのは引き続き日本人か、それと

も外国人か、という問題意識から設定された設問である。 



－156－ 

①． 数年後技術中枢を担う人材の国籍 

調査結果をみると、数年後に事業部門等のグローバル化を担う技術中枢人材について

の も多い回答は「日本人が担う」であり、次いで「日本人と外国人が共に担う」とな

っている。「日本人から外国人にシフトしていく」は 3 番手ではあるが前 2 者ほどではな

い（図表 192）。 

図表 192 技術中枢を担う人材の国籍（問 21-1） 
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外国人が中心となる

その他

（点数）

 
注．点数＝◎×3 点＋○×2 点＋△×１点 

出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 
回答の強弱別（◎○△別）に詳しくみると（図表 193）、第１に担うという（◎）の

回答は「日本人が担う」が 6 割を占める。回答企業の中では引き続き日本人が担うと考

えるところが多い。その次に担うという（○）の回答をみると、まず「日本人と外国人

が共に担う」、次いで「日本人から外国人にシフトする」である。 

図表 193 技術中枢を担う人材の国籍（内訳）（問 21-1） 
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出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 



－157－ 

なお、「その他」に挙げられたコメントをみると、「海外展開ができない」業種や「グ

ローバル化しない」という企業のほか「具体化していない」などの回答がみられた。 
数年後技術中枢を担う人材の国籍の“その他”に挙げられたコメント 

も当てはまる国籍：◎ 
◎防衛産業のため、海外展開不可 
◎グローバル化しない 
◎具体化していない 
◎現時点では不詳 

次に当てはまる国籍：○ 
○該当なし 
○現地での対応は外国人 
○グローバル展開計画なし 

 
②． 量的生産形態別にみた数年後技術中枢を担う人材の国籍（調査結果） 

技術中枢を担う人材の国籍について量的生産形態別にみると（図表 194）、「日本人が

担う」という回答は単品受注生産型に も顕著で、次いで少量生産型が続く。量産度が

高いほど日本人から外国人へという流れが強まってくる。一方、「日本人と外国人が共に

担う」は反対に量産度が高いほど多くなり、 も多いのは大量生産型で４割近い比率に

なっている。 

図表 194 量的生産形態別にみた技術中枢を担う人材の国籍（問 21-1） 
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出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 
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（２）． 数年後熟練技能を担う人材 

（２‐１）. 数年後熟練技能を担う人材の国籍 

各事業部門等において熟練技能を担う人材はどのような人材か調査した。数年後の熟

練技能を展望したときに、グローバル化を具体的に担うのは引き続き日本人かそれとも

外国人かという問題意識から設定した設問である。 

①． 数年後熟練技能を担う人材の国籍 

熟練技能を担う人材の国籍に関する調査結果をみると（図表 195）、「日本人と外国人

が共に担う」と「日本人が担う」が多く、さらに「日本人から外国人にシフトしていく」

との回答も多くみられた。また、「外国人が中心となる」という回答も 1 割ほどみられる。 

図表 195 熟練技能を担う人材の国籍（問 21-2） 
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注．点数＝◎×3 点＋○×2 点＋△×１点 

出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

回答の強弱別に詳細をみると（図表 196）、第１に担うという（◎）の回答は、「日本

人が担う」が 4 割と も多い。その次が「日本人と外国人が共に担う」である。第２に

担うという（○）の回答をみると、「日本人と外国人が共に担う」が も多い回答になっ

ている。その次には「日本人から外国人にシフトしていく」である。 

図表 196 熟練技能を担う人材の国籍（内訳）（問 21-2） 
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出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 
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熟練技能を担う人材の国籍の“その他”に挙げられたコメントは以下のとおりである。 

熟練技能を担う人材の国籍の“その他”に挙げられたコメント 
も当てはまる国籍：◎ 
◎防衛産業のため、海外展開不可 
◎グローバル化しない 
◎具体化していない 
◎現時点では不詳 

次に当てはまる国籍：○ 
○該当なし 
○現地での対応は外国人 
○グローバル展開計画なし 

 
②． 受注形態別にみた数年後熟練技能を担う人材の国籍 

数年後に熟練技能を担う人材の国籍について受注形態別にみると（図表 197）、「日本

人と外国人が共に担う」は見込み生産形態の場合では も多い回答（42.5%）であり、

受注生産形態に比べて明らかに多い。一方、「日本人が担う」は受注生産形態に多くみら

れ、同形態で も多い回答（39.8%）になっている。 

ただ、「日本人から外国人にシフトしていく」という見方は、受注生産形態の場合は

18.2%と 2 割弱にのぼるのに対し、見込み生産形態では１割に過ぎない。また、「外国人

が中心となる」という見方は両生産形態とも 12.5%で並んでいる。 

図表 197 受注形態別にみた熟練技能を担う人材の国籍（問 21-2） 
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39.8%

42.5%

26.1%

10.0%

18.2%

12.5%

12.5% 3.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

見込み生産

受注生産

日本人が担う 日本人と外国人が共に担う 日本人から外国人にｼﾌﾄしていく

外国人が中心となる その他

n= 40

n= 88

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 
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③． 量的生産形態別にみた数年後熟練技能を担う人材の国籍 

熟練技能を担う人材について量的生産形態別にみると（図表 198）、「日本人が担う」

という回答は単品受注生産型において６割弱がここに当てはまる。他の量産型はいずれ

も３割台から４割台に留まる。 

「日本人と外国人が共に担う」は中小量生産型で４割と も高い比率となっている。

「日本人から外国人にシフトしていく」は大量生産型が２割弱と も高い。また、「外国

人が中心となる」は単品生産型が 2 割と高めの回答になっている。単品生産型には国内

志向が概して多く含まれるものの、一部に海外進出が進んでいる企業が含まれていると

考えられる。 

図表 198 量的生産形態別の熟練技能を担う人材（問 21-2） 
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7.1%
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7.1%
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単品受注生産

日本人が担う 日本人と外国人が共に担う

日本人から外国人にｼﾌﾄしていく 外国人が中心となる

その他

n= 27

n= 38

n= 42

n= 28

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 

（３）． 数年後に技術中枢等人材の国籍に関する見方（まとめ） 

数年後の技術系と技能系に関する外国人シフトについての動向をみると（図表 199）、
かなり大きな違いがみられる。第１に担う人材をみると、技術系は群を抜いて「日本人

が担う」であり全体の６割強を占めるが、「日本人から外国人へのシフト」は２割に過ぎ

ない。 

一方、熟練技能系はトップが「日本人と外国人が共に担う」が４割あり、「日本人から

外国人へのシフト」は３割弱で２番目になっている。 

☛この比較から明らかなように技術系人材に比べ、熟練技能人材のほうが“より外国

人シフトを容認”していく傾向があるように見受けられる。 
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図表 199 数年後における国籍別にみた技術中枢と熟練技能を担う人材 
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く
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出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 
参照文献 12 経営幹部人事制度～評価・昇進国籍不問〔住友電工〕 

 グループ従業員約 18 万人の 8 割を外国人が占める住友電気工業。

経営のグローバル化を推し進めるため、国籍に関係なく日本人と外国

人の経営幹部を評価・昇進させようという新たな人事制度が９月に動

き出した。 
---世界共通の幹部登用制度をつくるため、マネージャー以上の外国人

幹部 400 人の人事データベースを一元化する。 
９月に始めた人事政策「グローバル HRM ポリシー」には、国籍、人

種、民族、宗教、年齢、性別にかかわらず様々な人材にキャリア機会

を提供し、幹部を育成する狙いがある。--- 
出所：日経産業新聞 2011.10.24 記事「地球市場に挑む 住友電工幹部は国籍不問」から

JATIS 抜粋引用 

参照文献 13 本社人材をインドで新卒採用〔ソニー〕 
＊経営層に限らず、世界規模でグループ全体の人材活用を狙う。 
＊若手社員を中心とするグローバル人材の採用・研修だ。 
＊欧米の名門大学に匹敵する優秀な人材が集まるインド工科大学

(IIT)ムンバイ校。---ソニーの人事担当者は同校などを訪れて会社説

明会を開催し、本社人材の採用につなげる。 
＊世界から 適な社員を獲得する。 

2000 年に中国での人材採用活動を開始 
2008 年に活動をインドに広げた。 
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＊特に中国やインドなどアジアの技術系の学生の採用を増やして、グ

ローバルでの競争力を高める狙い--- 
出所：日経産業新聞 2011.10.4 記事「働きやすい会社 2011 ケーススタディ①ソニー」を

基に JATIS 作成 

参照文献 14 多様な人材を活用できる組織づくり〔ソニー〕 
＊多様な人材を活用できる組織づくり 
  05 年には、管理職の社員らが 2 年ごとの持ち回りで参加する

DIVI(ダイバーシティ・イニシアチブ・フォー・バリュー・イノ
ベーション)と呼ぶ仕組みを立ち上げた。 

＊総勢 20 人の管理職が月 1 回集まり、「女性や外国人社員らが働き
やすい環境作りを徹底的に議論する」 

＊ソニーが目指すのは「出る杭」を生かせる組織--- 
出所：日経産業新聞 2011.10.4 記事「働きやすい会社 2011 ケーススタディ①ソニー」を

基に JATIS 作成 
 

（４）． グローバル化を担う技術系幹部候補者の採用先 

数年後に各事業部門等のグローバル化を具体的に担う技術系幹部候補者としてどのよ

うな採用先が期待されているのかについて調査した。この調査は、従来同様引き続き国

内から採用していくのか、それとも積極的に海外から採用していくのかという問題意識

から設定したものである。また、採用した幹部候補者が活躍する場としては、国内の現

場と海外の現場の両ケースを検討することにした。 

（４‐１）. 国内の現場で働く幹部候補人材 

まず国内の現場で働く技術系幹部候補者について検討する。国籍や就学先、就業経験、

海外ボランティア経験などの組み合わせによる選択肢を用意した。この中から も期待

したい順に◎○△印を１つずつ選択するよう依頼した。 

但し、国内大学卒・院卒の日本人は選択肢から除外している。その理由は従来の日本

企業の採用パターンからみて、日本人の国内大学卒・院卒を採用先として重視すること

は当然のことであり、調査してもそのこと自体に有意な結果は期待できないと考えたか

らである。 

①． 国内の現場で働く幹部候補人材（調査結果） 

国内大学卒・院卒の日本人を除いた場合に、各事業部門等において技術中枢を担う人

材はどのような人材か調査した。数年後の技術中枢を担う国内の現場で働く幹部候補人

材についての調査結果をみると（図表 200）、まず「国内の高専卒の日本人」が挙げら

れており、次いで、「国内大学卒･院卒の外国人（海外からの留学生）」、「海外大学卒の日

本人」、「海外で就業等経験のある日本人」と続く。「海外大学卒の外国人」や「技術系海
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外ボランティアｱ経験者」はまだ候補としては少数派にとどまる。 

図表 200 国内の現場で働く幹部候補人材（問 22-1） 
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53 
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国内の高専卒の日本人

国内大学卒･院卒の外国人

海外大学卒の日本人

海外で就業等経験のある日本人

海外大学卒の外国人

技術系海外ボランティアｱ経験者

その他

（点数）
 

注．点数＝◎×3 点＋○×2 点＋△×１点 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 
 

国内の現場で働く幹部候補人材について回答の強弱別（◎○△別）に詳細をみると（図

表 201）、第１に挙げられている（◎）の回答は「国内の高専卒の日本人」が も多く、

第２に挙げられている（○）の回答は「海外大学卒の日本人」が多い。 

「国内大学卒・院卒の外国人」つまり海外からの留学生は◎でも○でも第２位につけ

ている。海外からの留学生については、「プレゼンテーション力や言語力、異文化への対

応力、学習意欲などで優れた人材が目立つ」、「日本企業には分かりやすいグローバル人

材」という指摘10にみられるようにグローバル化を担える人材としての期待が寄せられ

ている。 

                                                  
10 日経新聞 2012.2.20 2013 就活「外国人留学生存在感じわり」デロイトトーマツコンサルティング

の土田昭夫パートナー引用部分の記事から 



－164－ 

図表 201 国内の現場で働く幹部候補人材の内訳（問 22-1） 
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出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 
 

以下の表から“その他”のコメントをみると、“学歴や国籍には拘らない”という回答

や“能力があれば”といったオープンなスタンスを表明するコメントが一部にみられた。 

国内の現場で働く幹部候補人材（除く国内大学卒・院卒）の 
“その他”に挙げられているコメント 

も期待したい採用先：◎ 
◎国内大学院卒の日本人 ◎国内大学卒 
◎国内大学卒 ◎学歴､国籍等こだわらず 
◎防衛産業のため、海外展開不可 ◎期待度に区別なし 
◎国内大卒・院卒の日本人 ◎具体化していない 
◎イメージが湧かない ◎特に人材の制約なし 
◎グローバル化しない ◎特別なものはなし 
◎国内の大学卒の日本人 ◎能力があれば 

能力に応じる人 
次に期待したい採用先：○ 
○未定 ○国内大･院卒の日本人 
○国内の高卒の日本人 ○グローバル展開計画なし 
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②． 量的生産形態別にみた国内の現場で働く幹部候補人材 

国内の現場で働く幹部候補人材について、量的生産形態別にみると（図表 202）、「国

内の高専卒の日本人」に期待するのは、単品受注生産型より量産度合いの高いタイプに

多く、大量生産型において も高い比率となっている。「国内大学卒･院卒の外国人」つ

まり留学生に対する期待は、どの形態においても２割台から３割台と高いが特に中小量

生産型と単品生産型において高い。 

☛国内の学卒や院卒を除いた場合に、国内の現場で活躍してもらう幹部候補生として

期待する人材について、高専卒と海外からの留学生に対する期待が概して高い。次いで

海外大学卒の日本人などが期待されている。いずれの場合も量産タイプ別に差異がみら

れる。 

図表 202 量的生産形態別の国内の現場で働く幹部候補人材（問 22-1） 
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n= 27
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出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 

（４‐２）. 海外の現場で働く幹部候補人材 

まず海外の現場で働く技術系幹部候補者について検討する。海外の場合の採用先とし

ての選択肢は、国内の場合のものと同様にした。この中から も期待したい順に◎○△

印を１つずつ選択するよう依頼した。 

但し、国内大学卒・院卒の日本人は選択肢から除外している。その理由は国内の場合

とまったく同様である。つまり従来の日本企業の採用パターンからみて日本人の国内大

学卒・院卒を採用先とすることは当然のことであり、調査してもそのこと自体に有意な
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結果は期待できないと考えたからである。 

①． 海外の現場で働く幹部候補人材 

国内大学卒・院卒の日本人を除いた場合の海外の現場で働く幹部候補人材に関する調

査結果をみると（図表 203）、まず「国内大学卒･院卒の外国人」つまり海外からの留学

生が も期待されている。次が「海外大学卒の外国人」、「海外で就業等経験のある日本

人」、「海外大学卒の日本人」の順となっている。 

図表 203 海外の現場で働く幹部候補人材（問 22-2） 
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注．点数＝◎×3 点＋○×2 点＋△×１点 

出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

図表 204 海外の現場で働く幹部候補人材の内訳（問 22-2） 
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出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 
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また回答の強弱別（◎○△別）に詳細をみると（図表 204）、１番目の回答である（◎）

印と、２番目の回答である（○）印をみると共に、「国内大学卒･院卒の外国人」の回答

が も多い。その次は◎では「海外大学卒の外国人」であるが、○では「海外大学卒の

日本人」となっている。 

 “その他”のコメントは以下の表のとおりである。 

海外の現場で働く幹部候補人材（除く国内大学卒・院卒）の 
“その他”に挙げられているコメント 

も期待したい採用先：◎ 
◎防衛産業のため、海外展開不可 ◎具体化していない 
◎設問が不適 ◎特に人材の制約なし 
◎グローバル化しない ◎特別なものはなし 
◎能力に応じる人 ◎能力があれば 
◎海外で就業経験のある外国人 ◎学歴等こだわらず 
◎国内大学卒 ◎期待度に区別なし 

次に期待したい採用先：○ 
○予定なし ○技術系外国人の中途採用 
○該当なし ○グローバル展開計画なし 

 
②． 量的生産形態別にみた海外の現場で働く幹部候補人材 

海外の現場で働く幹部候補人材について、量的生産形態別にみると（図表 205）、「国

内大学卒･院卒の外国人」への期待が特に大きいのは、まず単品受注生産型、次が中小量

生産型であり、それぞれ４割強、４割弱を占める。 

図表 205 量的生産形態別にみた海外の現場で働く幹部候補人材（問 22-2） 
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出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 
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「国内大学卒･院卒の外国人」については、大量生産型で３割となっており、このタイ

プでは も期待される層となっている。 

☛なお、「海外で就業経験等経験のある日本人」については、大量生産型において２割

弱を占めており、このタイプでは採用の多様化が も進んでいるとみられる。 

 

（４‐３）. グローバル化を担う技術系幹部候補者の採用先（まとめ） 

グローバル化を担う技術系幹部候補として期待する採用先について、国内の現場幹部

と海外の現場幹部に分けて調査した。その結果、国内の現場幹部候補者に関しては、日

本人を採用する傾向が強い。その次には日本での就学経験がある外国人が注目されてい

る。逆に海外現場の幹部候補者の採用先については、まず外国人、次に日本人の順で考

えられている。 

国内現場の幹部候補採用先としては高専卒が も多く、中でも中小量生産型において

高めの回答比率となっている。高専卒の他には海外大学卒の日本人が、国内の少量生産

型、単品受注生産型において特に採用先として注目される人材となっている。 

国内現場の技術系幹部候補では日本人を想定している場合が多いが、国内大学・大学

院卒の外国人は高専卒に次いで多く期待されている。一方国内での就業・就学経験のな

い海外大学卒の外国人については、ほとんど採用先として考えられていない。 

海外現場の幹部候補採用先については、第１に日本国内大学卒の外国人が挙げられ、

特に単品受注生産型の企業においては４割以上を占めている。これは日本にも外国にも

理解のある貴重な人材として捉えられているためと考えられる。次に多いのが海外大学

卒の外国人である。海外での就業・就学経験のある日本人は、これらの外国人の後に続

く。国内現場では期待が高い高専卒の日本人は、海外現場ではほとんど採用先としては

考えられていない。 

 
参照文献 15 新卒採用で女性や外国人登用の動き（新日本製鉄） 

＊女性の採用 
2011 年 4 月入社した総合職 191 人のうち 21 人は女性---〔製鉄所などに

配属される〕操業要員も 600 人のうち女性は 64 人。 
これまで女性総合職の採用人数はほぼ１桁---2010 年度末在籍の女性操

業要員も 44 人--- 
＊外国人の本社採用も積極化 

今年の採用活動では事務系総合職として中国やインド、ブラジルなど外
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国籍の５人に内定を出した。現段階では事務系総合職の内定者は 40 人強。

採用予定者数は 55 人だ。これまでは当社との関係が深い中国出身者を毎

年１人採用しているだけだった。 
＊採用者数のうち毎年女性が１割、事務系総合職の１割が外国人となる。 
＊外国人の登用でグローバルカンパニーとして自らが変わり、国内の人口が

減る中で女性の採用によって現場の競争力を磨く。 
＊製造現場では女性も男性も同じローテーションを組み、働いてもらう。 
＊外国人も、当初は通常の新人と同じく製鉄所や本社などで新日鉄社員とし

ての基本を学んでもらう。いずれは海外と接する仕事についてもらうつも

りだが、出身国が対象となるわけではない。 
出所：日経産業新聞 2011.10.12 記事「インタビュー 我が社の人材戦略 新日本製鉄  

執行役員人事・労務部長 佐藤博恒氏」から JATIS 抜粋引用 
 
 

４． グローバル対応に向けた教育研修 

（１）． グローバル対応に向けた教育研修の重要性 

本専門部会の平成 22 年度報告ではそれまでの調査研究を踏まえ、わが国の生産技術者

について次のような分析結果と考え方を示している。 

「現状では日本の強みは現場にあり、比較可能な世界的なレポート（IMD）において

も日本の生産技術は世界一であることが確認できる。さらに機械工業の高度化にグロー

バル化の進展が加わり、生産技術者の役割はますます高まるとみられているにもかかわ

らず、その実態をみると、量的にも質的にも問題が多い」と警鐘を鳴らす必要性を指摘

した。 

さらに「特に生産技術者の海外派遣増大に伴う国内の不足感の強まりや製造のアウト

ソーシングによる国内製造現場の減少による生産技術者自体の育成困難、また業務繁忙

化による技術練度の低下や教育指導することが正当に評価されにくいという成果主義の

歪みも加わっている」と問題の背景にある要因を分析11し、「今や生産技術者の早急な戦

略的育成が企業の存亡を左右するところまで来ている」としてグローバル化への対応も

可能な生産技術者の確保育成が、喫緊の経営課題であると主張している。 

                                                  
11 技術伝承が進みにくい要因の一つに成果主義の歪みがあるという分析については平成 24 年の日経

ものづくり 2012.２月号 p87 にも同様の調査結果が出ている。同誌によるウェッブアンケート(n=705)
では「ノウハウの伝承が評価されない成果主義が導入されたため」という設問に対し、44.0%が同意

しており、「開発期間や納期が短く、ゆとりが無くなったため」同 46.8%に次いで第２位の要因とし

て挙げられている。 
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そこで平成 23 年度は、特にこのグローバル化との関係に焦点を当てることにした。グ

ローバル化という視点から、生産技術に関する実態と生産技術者育成についての知見を

さらに深めようとして企画したのが本調査研究である。 

本年度調査では以上の観点から、主に国内生産技術者に対してどのような教育研修が

行われているのか、或いは実施されていないのかについて調査することにした。その例

として海外赴任要員に対する事前研修の有無、その場合の重視ポイント、語学研修の実

態やその考え方、赴任地の異文化・風習等の研修の有無とその考え方などについて取り

あげている。 

 

（２）． 海外赴任要員への事前研修の実施 

（２‐１）. 海外赴任要員への事前研修の実施 

海外赴任要員に対する事前研修についての実施の有無とその内容・理由について調査

した。実施している場合はその内容について、また、実施していない場合にはその理由

について選択肢を用意して複数回答方式に依る回答を依頼した。 

①． 実施の有無 

海外赴任要員への事前研修の実施状況に関する調査結果をみると（図表 206）、実施

している 42.6％に対し、実施していない 57.4％と“不実施”が“実施”を上回っている。 

図表 206 海外赴任要員への事前研修の実施（問 23） 

42.6% 57.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

実施している 実施していないn=122  
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

海外赴任要員への事前研修を実施していると回答した企業について、海外売上高比率

別にみると（図表 207）、海外売上高比率 50%以上の企業では実施比率が 5 割と他と比

べ も多い。海外売上高比率が低くなるほど事前研修の実施比率は低下する。海外売上

高比率 30%未満の企業では事前研修の不実施比率は 7 割弱にもなる。 

海外赴任要員に対する事前研修については、海外売上高比率が高いほど「実施してい

る」企業の割合が多いという結果となった。 
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図表 207 海外売上高比率別にみる海外赴任要員への事前研修の実施（問 23） 

34.2%

43.5%

50.0%

65.8%

56.5%

50.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

30％未満

30～50％

50％以上

実施している 実施していない

n= 38

n= 34

n= 23

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 

次に、海外赴任要員への事前研修を実施していると回答した企業について、海外売上高

比率別にみると（図表 208）、大量生産型や中小量生産型など量産度が高いほど事前研

修の実施比率も高くなる傾向がある。単品受注生産型では不実施比率は 6 割になる。 

図表 208 量的生産形態別にみる海外赴任要員への事前研修の実施（問 23） 

58.6%

51.2%

42.6%

40.0%

41.4%

48.8%

57.4%

60.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大量生産

中小量生産

少量受注生産

単品受注生産

実施している 実施していない

n= 29

n= 41

n= 47

n= 30

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

②． 実施内容 

実施している場所が国内か、海外か、自社施設か、社外施設かについて調査してとこ

ろ（図表 209）、「国内の自社グループ内研修施設」が 9 割と も多い回答となっている。

社外施設は２割弱に留まる。海外で実施しているのはまだ数％に過ぎない。 
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図表 209 海外赴任要員への事前研修の実施－実施している場合の内容（複数回答） 

（問 23） 

90.4%

17.3%

5.8%

1.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

国内の自社ｸﾞﾙｰﾌﾟ内研修施設

社外施設

海外の自社ｸﾞﾙｰﾌﾟ内研修施設

海外社外施設
n= 52

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

実施しているという回答の“その他”には以下のようなコメントが寄せられた。 

海外赴任要員への事前研修の実施内容の 
“その他”に挙げられているコメント 

◉語学研修 ◉語学研修等 
◉英会話等の研修 ◉社外研修会社 
◉外国語会話 

 
 

③． 実施していない理由 

実施していない場合の理由をみると（図表 210）、「必要だと思うが余裕がない」が約

7 割を占めている。 

図表 210 海外赴任要員への事前研修の実施－実施していない場合の理由（複数回答）

（問 23） 

68.2%

4.5%

27.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

必要だと思うが余裕がない

いきなり赴任に意味がある

その他 n= 66

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

実施しない理由の“その他” には以下のようなコメントが寄せられた。 
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海外赴任要員への事前研修の実施しない理由の  
“その他”に挙げられているコメント 

◉必要に応じて実施 ◉海外生産工場なし 
◉防衛産業のため、海外展開不可 ◉海外赴任者該当なし 
◉ノウハウがない ◉海外赴任はなし 
◉現在計画なし ◉現在は出張レベルのため 
◉該当なし ◉赴任予定がない 
◉グローバル化しない ◉現時点では海外赴任なし 
◉海外に部門がないため ◉語学研修のみ実施 
◉現在対象がない ◉グローバル展開計画なし 
◉長期赴任がない 

 

海外赴任要員への事前研修を実施していない理由を量的生産形態別にみると（図表 
211）、量産タイプ別に特色がみられる。「必要だと思うが余裕がない」については、大量

生産型で 9 割以上、次いで中小量生産型８割、単品受注生産型８割弱、少量受注生産型

７割弱といずれも大半が余裕のなさを理由に挙げている。 

「いきなり赴任に意味がある」については、中小量生産型、単品受注生産型でそれぞ

れ約 1 割みられるが、大量生産、少量受注生産では見られなかった。 

 

図表 211 量的生産形態別の海外赴任要員への事前研修の実施－実施していない場合

の理由（問 23） 

91.7%

80.0%

66.7%

76.5%

0.0%

10.0%

0.0%

11.8%

8.3%

10.0%

33.3%

11.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大量生産

中小量生産

少量受注生産

単品受注生産

必要だと思うが余裕がない いきなり赴任に意味がある その他

n= 12

n= 20

n= 24

n= 17

 

出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 
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参照文献 16 グローバル人材確保・育成のための具体事例 

トヨタ自動車 海外留学制度 2012 春か
ら 

入社前半年間に海外留学できる研修プロ
グラムを導入 

ソニー 
外国人採用 2013 年度 日本の新卒採用の 3 割を外国人に〔現在

はおよそ１４％〕 

海外拠点派遣 2013 年 国内採用の 20代の若手社員 100人を毎年
海外拠点に派遣 

三菱商事 海外経験義務
付け 2011 年度 20 代の全社員に海外経験を義務付ける制

度を導入 
ファーストリ
テイリング 外国人採用 2013 年春 新卒採用 1500 人のうち 1200 人を外国人

イオン 外国人比率 2020 まで 本社社員の外国人比率を 3%→５割に 

武田薬品工業 海外出向 2012 年度 海外の関係会社に出向させる年齢 37.5→
20 代後半に前倒し、公募制も検討 

日立製作所 海外派遣 
2011~12
年度 

前２年間比で 10 倍,2000 人を海外派遣 
その 2/3 を中国など新興国へ派遣 
国内外での研修制度も実践重視に改め、
グローバル市場の開拓を担える人材を 

出所：日経新聞 2011.10.15 記事「日立 若手 2000 人を海外へ」、日経産業新聞 2011.10.4
記事「働きやすい会社 2011 ケーススタディ①ソニー」を基に JATIS 作成 
図表 212  （参考）国内ものづくりの特長と課題 

 
出所 平成 22 年度ものづくり白書 概要 第２章 我が国ものづくり産業が直面する課題と展望 

第３節 国内ものづくり基盤の維持・強化（国内モノづくりの特徴と課題）から転載 
http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2011/pdf/gaiyou_01.pdf 
注．「---特徴的なのは、技術や教育などの人材面を課題と捉える企業が非常に多いことである。「匠

の技や暗黙知に基づくものづくり」、「IT を駆使し技能に依存しないものづくり」、「OJT をベ

ースにした人材育成」、「off-JT のカリキュラムによる人材育成」は、早急に対処・強化すべき

との割合が高く、かつ、強み・特長として生かすべきという回答との差が非常に大きくなってい

る。我が国製造業にとって、技術の継承や IT による標準化、OJT・off-JT を問わず人材育成

そのものが、深刻な課題として顕在化していることを表しているといえる。」～同白書第２章第

３節我が国ものづくり基盤の維持・強化 から抜粋 
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（３）． 海外赴任前研修で重視する点 

（３‐１）. 海外赴任前研修で重視する点 

海外赴任前研修を実施する場合、どのような点を重視しているかについて調査した。

以下の選択肢（図表 213）を用意し、その中から も当てはまると思われる順に◎○△

印をそれぞれ１つずつ選ぶよう依頼した。 

図表 213 海外赴任前研修に重視する点（選択肢） 
イ．自社経営理念・価値観についての理解 

ロ．グローバル・マネージメントについての理解12 

ハ．海外で戦えるリーダーシップについての理解 

ニ．海外赴任の意義についての理解 

ホ．赴任地の文化・風習の理解 

ヘ．経営管理、人事管理等のマネジメント・ノウハウ 

ト．赴任地の政治・経済・歴史・地理などの知識 

チ．その他（                       ） 

出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

①． 海外赴任前研修に重視する点 

海外赴任要員に対する事前研修において重視することがらを調査した結果（図表 
214）、「グローバル･マネジメントの理解」が も多く、次いで「赴任地の文化･風習の

理解」、「海外で戦えるリーダーシップの理解」、などが重視されている。 

図表 214 海外赴任前研修に重視する点（問 24） 

129 

111 

105 

78 

66 

61 

25 

24 

0 50 100 150 

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄの理解

赴任地の文化･風習の理解

海外で戦えるﾘｰﾀ゙ｰｼｯﾌﾟの理解

経営管理､人事管理等のﾏﾈｼﾞﾏﾝﾄﾉｳﾊｳ

海外赴任の意義の理解

自社経営理念･価値観の理解

赴任地の政治･経済･歴史･地理の知識

その他

（点数）
 

注．点数＝◎×3 点＋○×2 点＋△×１点 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

                                                  
12 一橋大学の一條和生教授は、グローバルに事業を成長させるには「文化的多様性に基づく対立の背

景を理解し、効果的な解決のスキルを身につけること」がマネージャー教育の必須項目であると指摘

している。（日本経済新聞 2012.1.31 付け経済教室より、JATIS 抜粋引用） 
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さらに、重視する点についての回答を強弱別（◎○△別）にみると（図表 215）、第

１に重視する（◎）のは、「グローバル･マネジメントの理解」が も多い。第２に重視

する（○）回答の中では、「経営管理､人事管理等のマネジメント・ノウハウ」が も多

いが、「赴任地の文化･風習の理解」、「海外で戦えるリーダーシップの理解」もほぼ同数

の回答がある。 
 

図表 215 海外赴任前研修に重視する点の内訳（問 24） 
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海外で戦えるﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟの理解

経営管理､人事管理等のﾏﾈｼﾞﾏﾝﾄﾉｳﾊｳ

海外赴任の意義の理解

自社経営理念･価値観の理解

赴任地の政治･経済･歴史･地理の知識

その他

◎ ○ △

（社数）

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

海外赴任前研修に重視する「その他」のコメントは以下のとおりである。 
海外赴任前研修に重視する点の“その他”のコメント 

も重視する点：◎ 
◎防衛産業のため、海外展開不可 
◎現在対象がない 
◎語学､専門知識､技能 
◎実施ありません 
◎現時点では海外赴任なし 

次に重視する点：○ 
○実施していない 
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○該当なし 
○海外に事業所なし 
○グローバル展開計画なし 

３番目に重視する点：△ 
△語学研修 

 
②． 生産形態別にみた海外赴任前研修に重視する点 

海外赴任前研修で重視する点を生産形態別にみると（図表 216）、見込み生産型と受

注生産型とでは重視する点にニュアンスの違いがみられる。 

「グローバル・マネジメントの理解」を重視するのは、受注生産型では 28.0%、見込

み生産型では 18.9%と受注生産型が上回る。逆に、「海外で戦えるリーダーシップの理解」

を重視するのは見込み生産型が 27.0%、受注生産型が 15.9%であり、見込み生産型が上

回っている。 

「赴任地の文化・風習の理解」では、受注生産型が 13.4%、見込み生産型が 8.1%とな

り、受注生産の割合がやや大きい。 

図表 216 生産形態別による海外赴任前研修に重視する点（◎）（問 24） 

13.5%

14.6%

18.9%

28.0%

27.0%

15.9%

8.1%

13.4%

18.9%

14.6%

10.8%

7.3%

2.7%

6.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

見込み生産

受注生産

自社経営理念･価値観の理解 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄの理解

海外で戦えるﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟの理解 海外赴任の意義の理解

赴任地の文化･風習の理解 経営管理､人事管理等のﾏﾈｼﾞﾏﾝﾄﾉｳﾊｳ

赴任地の政治･経済･歴史･地理の知識 その他

n= 37

n= 82

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 

（４）． 海外赴任前語学研修の実施体制 

（４‐１）. 海外赴任前語学研修の実施体制 

ここでは海外赴任前要員に対して語学研修を実施する場合、どのようなやり方をして

いるのかについて調査した。また、 近は新興国の勃興などを背景に海外に派遣して語

学研修を行う場合であっても、従来のように欧米先進国主体から、その派遣先が多様化
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しているといわれている。そこで語学研修の実施体制や派遣先の地域について調査した。 

 

①． 海外赴任前語学研修の実施体制 

海外赴任前語学研修の実施体制についての調査結果をみると（図表 217）、「実施して

いない」が 38.9％と も多い。実施している場合には「国内専門業者に委託」33.6％、

「自社 Gr.内で内部講師を招聘」17.7％であった。海外に派遣し、専門業者に委託するの

は数％に過ぎない。 
 

図表 217 海外赴任前語学研修の実施体制（複数回答）（問 25） 

6.2%

33.6%

17.7%

5.3%

38.9%

4.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

海外に派遣し、専門業者に委託

国内専門業者に委託

自社Gr.内で外部講師を招聘

自社Gr.内で内部講師を招聘

実施していない

その他
n=133

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

海外赴任前語学研修の実施体制における「その他」のコメントは以下のとおりである。 

海外赴任前語学研修の実施体制における“その他”のコメント 
東南アジア 
海外赴任の有無にかかわらず、外部講師による語学研修実施（グ
ローバル人材向け） 

  
さらに海外派遣先の地域名については（図表 218）、「中国」が も多く 65.5%、「米・

加」が 48.8％となっている。その他地域については 55.2%と過半数を超えており、自由

回答に見るとおり、派遣先国が多様な地域に及んでいることが窺える。 

図表 218 海外赴任前語学研修の実施体制－海外派遣先の国名（複数回答）（問 25） 

48.3%

6.9%

20.7%

65.5%

55.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

米・加

オセアニア

英国

中国

その他 n= 29

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 
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海外赴任前語学研修の実施体制－海外派遣先の「その他」の国名は以下のとおりである。 
海外赴任前語学研修の実施体制 

－海外派遣先の国名における“その他”のコメント 
多数 タイ、マレーシア､韓国 スペイン 
各地 台湾 欧州 

中国･ベトナム 台湾､韓国 ブラジル 
タイ 韓国､独 インド 

インドネシア 独、西 インド 
 

参照文献 17 グローバル人材の紹介・育成事業の拡大 
・英国系ヘイズ・スペシャリスト・リクルートメント・ジャパン：２ヶ国が話

せ、経理などの専門性がある中間管理職の紹介業が中心.---中間管理職や専門

職に特化した紹介業---。 
・英会話塾のベルリッツ・ジャパン：異文化対応力を鍛える講座に注力。まず

自分は未来志向型か前例踏襲か、複数のプロジェクトを同時並行できるか、一

点集中型かなど、様々な視点から自分の文化的傾向を見いだす。その上で自分

とは異なる文化の人とどう接すればいいか、１対１のコーチングで学ぶ。---
古典文学から経営者としての判断力を身につけるリーダーシップ研修も行う。

--- 
・スイス系エゴンゼンダーインターナショナル：海外に進出した日本企業が現

地で優秀な経営者を雇うニーズが高まっている。--- 
出所：日経産業新聞 2011.10.24 記事「グローバル人材 紹介・育成事業に力」から JATIS
抜粋引用 
 
参照文献 18 英語の次は新興国言語への挑戦 

 メーカーや商社で社員がロシアやブラジル、アジア諸国など新興国の言語
を習得するのを後押しする動きが目立つ。 

・三菱電機：言語を学びながら現地拠点で実務も経験する１年間の「海外 OJT
（職場内訓練）制度」を持ち、2011 年度は約 40 人を各国に派遣している。

英語圏野中国が中心だが、 近はロシアやメキシコなどにいく人も増えた。

対象年齢は 20 代後半から 30 代半ばだ。 
・東芝：「エマージングマーケット人財育成プログラム」で若手社員を新興国

に１年間派遣し、言語習得と現地の事務所などでの研修に当たらせてい

る.2003 年以降に約 100 人を送り出した。 多の中国で約 70 人、印度やロ

シアが各 10 人前後で、ブラジルやアラブ首長国連邦（UAE）が続く。6 月

に初めてベトナムへも１人、年明けには新たな派遣先としてインドネシアも

加える予定だ。 
・三井物産：入社 3~7 年目の若手を海外修業生制度で 2 年間、海外に送り出
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している。前半１年は言葉を学び、後半１年は現地法人で研修する。直近 3
年間では計約 25 ヶ国に派遣したが、重点を置いているのが中国、ロシア、

ブラジルの３ヶ国だ。首都に限らず様々な都市に送り込んで、現地の文化や

歴史も含めて学ばせている。 
・丸紅：「語学研修制度」で、毎年 20 代の社員 10~20 人を原則として英語圏

以外に送り出している。1~2 年は社業を離れ、語学習得に専念してもらう仕

組み。半分強が中国だが、同社の重点地域の一つである南米に行く人もいる。 
出所：日経新聞 2011.11.7 記事「英語の次は新興国語 至上拡大習得後押し」から JATIS
抜粋引用 
 
参照文献 19 語学学校の言語メニューも多様化 

・DILA(大学書林国際語学アカデミー)：2010 年の言語別受注時間数で第１位

が①中国語，次いで②英語、③ポルトガル語、④ロシア語、⑤スペイン語とな

る。⑥タイ語、⑧インドネシア語、⑪ベトナム語など東南アジア系言語も上位

にある。 
・ベルリッツジャパン：中国語以外では韓国語、タイ語、インドネシア語、ベ

トナム語---ここ数年は企業研修などの需要が伸びている。 
・毎日エデュケーション（法人向け留学支援）：2008 年金融危機以降は、商社

野メーカーを中心にロシアやブラジルへの留学が伸びているという。 
出所：日経新聞 2011.11.7 記事「英語の次は新興国語 至上拡大習得後押し」から JATIS
抜粋引用 
 
参照文献 20 人材管理ソフト会社のグローバル人材育成支援 

・人材管理ソフトのクラウド展開で成長を続ける米サクセスファクターズ 
操業 10 年で 34 言語 168 ヶ国を網羅し、3500 社 15 百万人に及ぶ顧客基盤を

築いた。---国内では---外資系の日本法人を含めると、200 社 40 千人超への採

用実績を持つ。 
・「グローバル化は日本企業が抱える経営課題であり、顧客からは『地域ごと

の慣行に即して振る舞えるように手助けして欲しい』とか『現地への権限委

譲をどうすればよいのか』といった相談が増えている。海外展開で必要なの

は人材の可視化。その上で各地域の商習慣を踏まえ、企業文化に基づいた形

で人事や人材育成をなすべきだ。---」 
出所：日刊工業新聞 2011.11.7 記事「グローバル人材 日本で育成後押し 米サクセスフ

ァクターズ副社長 ジェイ・ラーソン氏」から JATIS 抜粋引用 
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（５）． 海外赴任前語学研修の考え方 

（５‐１）. 海外赴任前語学研修の考え方 

語学研修に関する考え方等について調査した。語学レベルの基準について、「語学研修

の実施方法について」などの選択肢を用意し、そのうちの１つを選ぶよう依頼した。英

語以外の語学名については自由記述方式によった。 

①． 海外赴任前語学研修の考え方 

海外派遣前の語学研修の考え方についての調査結果をみると（図表 219）、「語学レベ

ルは問わない」49.4％で過半数となり、次いで「国内で語学研修を課す」22.9％、「達成

基準を設定」は 1 割程度となった。 

図表 219 海外派遣前の語学研修の考え方（問 26） 

12.0% 49.4% 22.9% 7.2%

4.8%

3.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

達成基準を設定 語学ﾚﾍﾞﾙは問わない 国内で語学研修を課す

海外に派遣して語学研修を課す 英語以外も実施している その他

n= 83

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

海外派遣前の語学研修の考え方における「その他」のコメントは以下のとおりである。 

海外派遣前の語学研修の考え方における“英語以外”の語学研修 
中国語 中国語、越南語 
中国語 中国語 

海外派遣前の語学研修の考え方における“その他”のコメント 
防衛産業のため、海外展開不可 上記すべて 

海外赴任の有無に関わらず、英語･中国語研修あり 
以前は基準があったが､現在は明確な基準はない 

 
②． 量的生産形態別にみた海外赴任前語学研修の考え方 

海外赴任語学研修の考え方について量的生産形態別にみると（図表 220）、「語学レベ

ルは問わない」としている企業が、いずれの量的生産形態においても半分以上を占めて

いる。「国内で語学研修を課す」という考え方は、単品受注生産型の企業に比較的多くみ

られる。また大量生産型ではいずれかの「達成基準を設定」しているところが約 2 割弱

みられる。 
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図表 220 量的生産形態別の海外派遣前の語学研修の考え方（問 26） 

17.4%

6.7%

6.3%

9.1%

56.5%

60.0%

53.1%

50.0%

17.4%

20.0%

25.0%

31.8%

4.3%

6.7%

6.3%

4.5%

4.3%

6.7%

9.4%

4.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大量生産

中小量生産

少量受注生産

単品受注生産

達成基準を設定 語学ﾚﾍﾞﾙは問わない

国内で語学研修を課す 海外に派遣して語学研修を課す

英語以外も実施している その他

n= 23

n= 30

n= 32

n= 22

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 
 
 
 
 

（６）． 赴任地の異文化･風習等の研修 

（６‐１）. 赴任地の異文化･風習等の研修 

各事業部門等における赴任地の異文化・風習等に関する研修について調査した。異文

化・風習等に関する研修実施の有無とそれぞれの考え方、実施体制などの選択肢を設け、

その中から も当てはまる記号を１つ選ぶよう依頼した。 

韓国のサムスン躍進の背景には、社員を予め一定期間派遣して現地社会に徹底的にな

じませておいたことが、現地社会のニーズに即した製品開発にいち早く着手することに

繋がったといわれている。この派遣スタイルは、一年間特定任務なしのまま赴任地に住

まわせることによって、その地の異文化・風習等になじませ、理解・習得せしめるとい

う独特の研修方式として注目されており、日本企業でも類似の研修に取り組む例が報じ

られるようになっている。本設問はそうした時流に合わせて設定されたものである。 
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①． 赴任地の異文化･風習等の研修の有無 

赴任地の異文化･風習等の研修についての調査結果をみると（図表 221）、全体の 2/3
近くが「実施していない」と回答している。 
 

図表 221 赴任地の異文化･風習等の研修の有無（問 27-1） 

34.5% 65.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

実施している 実施していないn=116  
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 
②． 売上高大小別にみた赴任地の異文化･風習等の研修の有無 

赴任地の異文化･風習等の研修の実施について売上高比率別にみると（図表 222）、「実

施している」という回答は、海外売上高比率 50%以上の企業で 47.1%と も多く、次い

で 30%以上 50%未満で 45.5%となっている。30%未満の企業では「実施している」とい

う回答は２割程度である。 

海外売上高比率が高いほど、異文化・風習等の研修を実施しているという結果となっ

ているが同比率が 30%未満では８割弱が不実施であり、海外売上高比率が 30%以上の企

業であっても実施しているのは 1/2 強に過ぎない。 

図表 222 海外売上高比率別にみる赴任地の異文化･風習等の研修の有無問（問 27-1） 

22.9%

45.5%

47.1%

77.1%

54.5%

52.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

30％未満

30～50％

50％以上

実施している 実施していない

n= 35

n= 34

n= 22

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 
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③． 赴任地の異文化･風習等研修の考え方 

赴任地の異文化･風習等の研修に関する考え方をみると（図表 223）、赴任地の異文化･

風習等の研修については「大変重要で是非受けさせるべき」という回答が過半数を超え

ている。また「必要だが適切な講師が見つかりにくい」という回答も 16％あった。 

図表 223 赴任地の異文化･風習等の研修についての考え方（問 27-2） 

53.2% 12.8% 16.0% 8.5% 9.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大変重要で是非受けさせるべき 重要だが企業としては負担しきれない

必要だが適切な講師が見つかりにくい 大学など専門機関が引き受けるべき

業界団体でまとめてやって欲しい その他

n= 94

 

出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

赴任地の異文化･風習等の研修についての考え方の「その他」のコメントをみると以下

のとおりである。 
赴任地の異文化･風習等の研修についての考え方の“その他”のコメント 

該当なし 海外赴任者該当なし 
ＯＶＴＡ（財団法人海外職業訓練協会）を活用している 

防衛産業のため、海外展開不可 
今は「必要だが適切な講師が見つかりにくい」であるが、個々が興味を持っ

て肌で感じることが大事（日本人は頭でっかちになりたがる）｡ 
基本的なことを日本で指導し､後は赴任後に本人の習得を待つ 
あまり先入観を持つべきでなく､自ら体感すべきものと考える 

現地状況に合わせ必要に応じて実施 
 

（６‐２）. 赴任地の異文化･風習等の研修（まとめ） 

海外売上高比率が 30%未満の層では、赴任地の異文化・風習等の研修を実施している

ところは回答企業の２割強に過ぎないが、同 30%以上になると５割弱が実施している。

当該研修の重要性については５割強の企業が「大変重要であり是非受けさせるべき」と

認識している。そのほかでは「重要だが企業としては負担しきれない」と「必要だが適

切な講師がみあたらない」が 10%台、「業界団体でやって欲しい」は１割弱ある。 
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☛海外でモノづくりを進めようとすると、現地との関わりは必ず出てくる。その地の文

化・風習と無縁でいるわけにはいかない。海外展開を進める上で赴任地に関わる文化・

風習等に関する研修の重要性については、十分認識されている。しかしその負担は企業

にとって決して小さくないことが分かる。企業の枠を超えた業界全体、或いは、産業界

全体で適切な講師を確保・育成し、赴任者が適切な研修を受けられるような仕組みづく

りが求められる。 
 

参照文献 21 文化や習慣の違いは大きい 
---文化や習慣は違いが大きい。上海では当初。現地の配達員が「客の要望

通りに荷物を運んだのだからお礼を言うのは客の方だ」と、荷物を配達す

る際に「ありがとうございます」と頭を下げるのを不思議がった。ただそ

の配達員も顧客から」ありがとう」と感謝されると、自分から喜んでお礼

をいうようになった。--- 
--- 

出所：日経産業新聞 2011.10.20 記事「ヤマトＨＤ TPP 加入なら追い風 木川社長に聞

く」から JATIS 抜粋引用 
 
参照文献 22 採用した外国人との付き合い方 

◎外国人同僚・部下とのやりとりで気を留めているのは「立ち位置を明確

にする点」という。---「外国語で話す際は、ちょっとしたニュアンスの

違いなどが通じにくいことがある。イェスなのかノーなのか、こちらの

スタンスを明確にした上で会話を進めた方が、誤解が少ない」と実感し

ている。--- 
◎「外国人の部下や同僚が、文化・慣習的に大事にしていることに気が付

いてあげるのも必要」だ。 
◎本人との会話や仕事仲間とのやりとりなどを通じて、普段からお互いの

「違い」を尊重できる関係を築く必要がある。 
◎文化、慣習など「違いをお互いにオープンにすることが、外国人の部下

や同僚と円滑に仕事をするコツ」という。 
◎楽天には全員参加の朝礼や、名札の常時着用、社員による週 1 回の朝の

掃除などのルールがある。「外国人には慣れない制度かもしれないが、一

つ一つのルールの意味を説明して、全て納得して参加してもらうように

した。」 
出所：日経産業新聞 2011.10.7 記事「日本 MS 青島伸治氏 外国人部下こう付き合う」か

ら JATIS 抜粋引用 
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５． グローバル要員の選抜、育成、登用 

（１）． グローバル要員の選抜 

（１‐１）. グローバル要員の選抜 

海外派遣する要員を選抜する場合に重視している考え方や手順等について調査した。

ここ数年ではあるが、社員研修が従来の一律平等主義から離れ、一人ひとりのニーズに

合わせた個別対応への流れが出てきているとの指摘がみられる。特定の任務を帯びた要

員選抜についても、そうした流れの一貫との解釈が可能である。特にその選抜過程には

他社の参考になりうるポイントが含まれている可能性が高いと思われる。 

そこで海外派遣要員選抜制実施の有無と実施している場合の重視点やその選抜方法な

どについて選択肢を用意し、その中から も当てはまる順に◎○印をそれぞれ１つずつ

選ぶよう依頼した。 

図表 224 海外派遣要員選抜の場合に重視する点（問 28） 
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56 

30 

26 
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選抜して事前研修を受けさせて赴任

選抜人事でいきなり赴任させる

実施していない

選抜して複数のﾛｰﾃｰｼｮﾝ実施後に赴任

選抜後語学研修を受けさせる

語学の所与のﾚﾍﾞﾙ達成者から選抜

その他

（点数）  
注．点数＝◎×3 点＋○×2 点 

出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

図表 225 海外派遣要員選抜の場合に重視する点（問 28） 
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出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 
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グローバル要員（海外派遣要員）の選抜の際に重視する点についての調査結果をみる

と（図表 224、図表 225）、「選抜して事前研修を受けさせて赴任」、「選抜人事でいきな

り赴任させる」、「実施していない」とする回答が特に多くみられる。また、「選抜後に語

学研修を受けさせる」については、１番目に重視する◎ではなく２番目に重視する○の

中でトップであった。 

グローバル要員（海外派遣要員）の選抜において重視する点の「その他」のコメント

は以下のとおりである。 
グロバール要員（海外派遣要員）の選抜において重視する点の 
“その他”のコメント 

も重視する点：◎ 
◎保有技術､資質 ◎業務適任者を選抜 
◎海外勤務への適応性 ◎個人の持つ技能により判断 

次に重視する点：○ 
○業務遂行能力が高く、コミュニケーション能力に優れた者から選抜する。 
○赴任先の業務内容と候補者のキャリア､語学力から選抜することが多い 
○本人の能力､適性､赴任先業務とのマッチングより判断 
○将来の赴任候補者に基本語学研修

を実施しておく 
○防衛産業のため、海外展開不可 

○国内での経験､スキルを考慮し選
抜 

○固定である 

（１‐２）. グローバル要員の選抜（まとめ） 

グローバル要員の選抜方法をみると以下のように４つのパターンが観察される。この

うち「実施していない」は約 25%、 も多いパターンは「選抜後に事前研修」を受けて

赴任、次いで「選抜後に複数ローテーション」を経て赴任である。「選抜後に語学研修」

を受けて赴任は２番目に重視するという回答では 25%あるが第１番目の回答ではない。

また「選抜後いきなり赴任」は第１番目でも第２番目でも 20%程度あるが「語学の所与

のレベルから選抜」は数％にとどまる。 

☛語学はグローバル要員選抜上の 優先の要件とはみなされていない。 

図表 226 海外派遣要員の赴任までの選抜方法と事前研修等 

・実施し

ていない

・まず選抜してから ・後で選抜 

→いきなり赴任 →複数ローテーション後
に赴任 

→事前研修を受けて赴任 
→語学研修を受けて赴任 

語学の所与の
レベル達成者
から選抜 

出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 
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（２）． グローバル要員の育成 

（２‐１）. グローバル要員の育成 

生産技術者を念頭に置いたグローバル要員の育成という問題を考える。これからさら

に人材のグローバル化が進むと、日本人以外の海外現地人材の育成方針についても十分

に目配りしていく必要があることは言うまでもない。しかし、海外社会の多くは日本社

会とは本質的に異なる歴史や社会風土を有し、国民の意識・風習・文化のどれ一つをと

っても日本とは相当に異なる。このため日本でのやり方がそのまま通用するとは思われ

ない。 

そこで、各事業部門等における海外現地人材向け教育研修の実態について調査するこ

とにした。教育研修の実態については、①教育研修の場所、②教育研修のメニュー作成

者、③教育研修メニューの監修者、④教育研修の講師の４点から捉えることにした。こ

れは教育研修の担い手自体が、どの位グローバル化しているかを問うものである。選択

肢から１つだけ選ぶよう依頼した。 

①． 教育研修の実施場所 

教育研修の実施場所についての調査結果をみると（図表 227）、44.7％にあたる 51 社

が「実施していない」と回答しており、実施している企業は、「海外現地で実施」が 24
社（21.1%）、「国内自社施設で実施」が 20 社（17.5%）となっている。 

図表 227 教育研修の実施場所（問 29-1） 
 

 

 

 

 

 

 

出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 
②． 教育研修のメニュー作成者 

教育研修のメニュー作成者についての調査結果をみると（図表 228）、「自社社員が作

成」が 31.3％で、「内外両ケースあり」が 11 社、「海外の現地の人が作成」が 9.6%であ

った。 

44.7% 17.5%

2.6%

21.1% 10.5% 3.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

実施していない 国内自社施設で実施 国内他施設

海外現地で実施 内外両方で実施 その他
n=114
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図表 228 教育研修メニューの作成者（問 29-2） 

44.3% 31.3%

2.6%

7.8% 9.6% 4.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

実施していない 自社社員が作成 国内の自社外の人

海外の現地の人が作成 内外両ケースあり その他
n=115

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

教育研修メニューの作成者の「その他」のコメントは以下のとおりである。 

教育研修メニューの作成者の“その他”のコメント 
現地駐在自社社員 

該当なし 対象がない 
該当なし 海外進出していない 

 
③． 教育研修メニューの監修者 

教育研修メニューの監修者についての調査結果をみると（図表 229）、「自社社員が監

修」が 32.8％、「海外現地の人が監修」は 7.8%、「内外両ケースあり」が 6.0%であった。 

図表 229 教育研修メニューの監修者（問 29-3） 

44.8% 32.8%

2.6%

7.8% 6.0% 6.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

実施していない 自社社員が監修 国内の自社外の人が監修

海外現地の人が監修 内外両ケースあり その他

n=116

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

教育研修メニューの監修者の「その他」のコメントは以下のとおりである。 

教育研修メニューの監修者の“その他”のコメント 
現地駐在自社社員 自社 Gr 会社 

該当なし 該当なし 
不明 対象がない 

海外進出していない 
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④． 教育研修の講師 

教育研修の講師についての調査結果をみると（図表 230）、「自社社員」が 27.6％、「内

外両ケースあり」が 11.2%、「海外現地の人」は 6.9%となっている。 

図表 230 教育研修の講師（問 29-4） 

44.0% 27.6% 5.2% 6.9% 11.2% 5.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

実施していない 自社社員 国内の自社外の人

海外現地の人 内外両ケースあり その他

n=116

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

教育研修の講師の「その他」のコメントは以下のとおりである。 

教育研修の講師の“その他”のコメント 
自社 Gr 会社  自社社員と国内の自社外の人の組み合わせ 
該当なし 該当なし 

海外進出していない 対象がない 
  

（２‐２）. グローバル要員の育成（まとめ） 

グローバル要員の教育研修を「実施していない」という回答は全体の約 45%、残りは

何らかの教育研修を実施している。その実施場所や作成者等は国内と海外、自社と他社

という軸で切り分けてみると、実施場所は海外現地が国内自社を僅かだが上回ったが、

教育研修の作成者や監修者、講師といった“人”に関わる問いについては依然として国

内自社という回答が も多い。 

図表 231 グローバル要員の教育研修（問 29-4） 

グローバル要員の教育研修
不実

施 
実施

 
国 内 海外 

現地 
内外 
両方 

そ の
他 自社 他社

教育研修 の 実施場所 45% 55% 18% 3% 21% 10% 3% 
教育研修メニュー 作成者 44% 56% 31% 3% 8% 10% 4% 

同上 の 監修者 45% 55% 33% 3% 8% 6% 6% 
教育研修 の 講師 44% 56% 28% 5% 7% 11% 5% 

出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 
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参照文献 23 海外現地人材の教育研修事例 

●「2+4×7 が 30 になるか 42 になるか。うちの社員は全員が計算できず 42
から始まった」（ニッセンコーキ・タイ 伊藤清一社長）自動車部品メーカー
などの専用製造装置を開発する。社員 30 人を日本人 3 人で運営する。 
「初めは目線を対等に合わせた。次に上からしかって指導した。だが正解が
分からない」対等だとガバナンスが効かず、怒ると辞めてしまう。答えは出
ないままマネージャークラスを育てようと奮闘する。 

近では中核社員に人材管理を学ばせるため、仕事中に遊びに行った従業員
を解雇するか判断させた。「解雇するならどう穴を埋めるのか。解雇しないな
らどう管理するのか彼ら自身に決めさせる」という。 
●アルミ押出用金型を製造するキョードー・ダイ－ワークス・タイは、人材
育成のために小集団経営を検討している。250 人の従業員を 6 人の日本人ス
タッフを中心に運営している。 
櫛田一夫社長は「金型技術者の育成はアスリートの育成に通じる」と例える。
若手に熟練者が付きっきりで指導するため「若手にも相当のモチベーション
を求める。 
えこひいきが必要だが、全社的な給与体系の中では特別扱いは難しい」とい
う。小さいカンパニーを作り、独自の給与体系や評価制度を整える。 
出所：日刊工業新聞 2011.9.28 記事「タイで人材育成 日系中小経営者が奮闘」 

から JATIS 抜粋引用 

参照文献 24 日本式教育で成果 
●流動性の高い中国の労働市場を見据え、内陸部の学校と連携し、就業経

験のない 16 歳以上の学生を計画的に採用した。 
●さらに深セン事務所の拡大や中国の一人っ子政策などの影響により採

用環境が厳しくなってきたこともあり、従業員による「内部推薦制度」

を導入し、緊急時の増員に対応している。 
●従業員に対する配慮とサポート体制として 05 年に従業員を対象に広く

意見を募る仕組みを整えたのに続き、従業員に対する社会人教育講座に

よるメンタルヘルスや精神的な安定を支える仕組みを導入した。---CSR
意見箱を設置したり、工場経営者との懇談会を実施。社内イントラネッ

トを利用して要望を伝えている。 
出所：日刊工業新聞 2011.10.7 記事「富士ゼロックス深セン 従業員が推薦 

 離職率１／３」から JATIS 抜粋引用 
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（３）． グローバル要員の登用 

（３‐１）. グローバル要員の登用 

海外では日経企業は他国企業と比べ、現地人材の積極的な登用が遅れているとの指摘

がみられる。また現地で採用した人材のよりグローバルな視点からの積極的な活用とい

う面でも同様の指摘がみられる。こうした問題のすべてを実際に検証することは容易で

はない。しかし、本専門部会ではその一部ではあっても、現時点における機械工業各社

における現地人材の登用や活用の程度をみておくことは、グローバル化に対応していく

上で各社にとっても参考になるはずとの思いから、グローバル要員の登用について調査

することにした。 

本調査は、海外現地法人と国内本社を対象とし、それぞれ役員登用と管理職登用にあ

たり、海外人材をどの程度起用しているのかという観点から設問した。 

①． 海外現地法人の役員 

海外現地法人の役員についての調査結果をみると（図表 232）、「国内から派遣」が 8
割と圧倒的に多い。海外人材を起用するは 3 割弱に留まる。 

図表 232 海外現地法人の役員（複数回答）（問 30-1） 

27.8%

12.0%

79.6%

10.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

海外人材を起用する

海外人材を中途採用する

国内から派遣

その他 n=108

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 

海外現地法人の役員の登用先における「その他」のコメントは以下のとおりである。 

海外現地法人の役員の登用先における“その他”のコメント 
海外拠点なし 海外法人なし 
該当なし 採用なし 

対象がない 
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②． 海外現地法人の管理職 

海外現地法人の管理職についての調査結果をみると（図表 233）、「国内から派遣」

54.5％、「海外人材を起用する」60％と両方ともに過半数を超えている。 

 

図表 233 海外現地法人の管理職（複数回答）（問 30-2） 

51.8%

26.4%

54.5%

10.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

海外人材を起用する

海外人材を中途採用する

国内から派遣

その他 n=110

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

海外現地法人の管理職の登用先における「その他」のコメントは以下のとおりである。 

海外現地法人の管理職の登用先における“その他”のコメント 
海外拠点なし 海外法人なし 
該当なし 採用なし 

対象がない 
 

③． 国内本社等の役員 

国内本社等の役員についての調査結果をみると（図表 234）、その 95％は「国内人材

から登用」である。しかし、「海外人材を起用」するという回答も１割弱あることは注目

される。 

図表 234 国内本社等の役員（複数回答）（問 30-3） 

8.4%

4.7%

95.3%

3.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

海外人材を起用する

海外人材を中途採用する

国内人材から登用

その他 n=107

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 
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国内本社等の役員の登用先における「その他」のコメントは以下の通りである。 

国内本社等の役員の登用先における“その他”のコメント 
能力､適性を中心に判断 

対象がない グローバル展開計画なし 
 

④． 国内本社等の管理職 

国内本社の管理職についての調査結果をみると（図表 235）、「国内人材から登用」が

91.7％を占める。また、「海外人材を起用」は 12.0%と１割強あり、国内本社等の役員へ

の登用を上回っている。 

図表 235 国内本社等の管理職（複数回答）（問 30-4） 

12.0%

6.5%

91.7%

3.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

海外人材を起用する

海外人材を中途採用する

国内人材から登用

その他 n=108

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

国内本社等の管理職の登用先における「その他」のコメントは以下の通りである。 
国内本社等の管理職の登用先における“その他”のコメント 

能力､適性を中心に判断 
対象がない グローバル展開計画なし 

 
 
 
 

（３‐２）. グローバル要員の登用（まとめ） 

グローバル要員の登用先をみると、国内本社等における役員や管理職を海外人材から

登用するという回答は数％からせいぜい１割前後である。一方、海外現地法人の管理職

登用では 5 割を超えており、役員でも 3 割弱を占める。また、海外人材を中途採用する

というケースは管理職で 26%、役員で 12%ある。国内から海外現地法人への派遣では役

員クラスでは依然として 8 割に達するが管理職となると 5 割強にすぎない。 



－195－ 

☛国内本社等の海外人材登用は、一部の企業に留まるとはいえ海外現地法人における

登用に限れば、海外現法管理職のように国内派遣と拮抗する職種もあることが窺える。 

図表 236 グローバル要員の登用先（複数回答）（問 30-4） 

グローバル要員の登用先 
国内本社等の 海外現地法人の 
役員 管理職 役員 管理職 

海外人材を起用する 8% 12% 28% 52% 
海外人材を中途採用する 5% 7% 12% 26% 
国内人材を派遣する 95% 92% 80% 55% 

その他 4% 4% 10% 11% 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 

（４）． 海外人材の登用･活用に際し、考慮している点 

（４‐１）. 海外人材の登用･活用に際し、考慮している点 

海外人材を実際に登用し、活用するときに各事業部門等の職場でどのような点に

考慮しているか調査した。 

①． 海外人材の登用･活用に際し、考慮している点 

海外人材の登用・活用に際して企業が考慮していることについての調査結果をみると

（図表 237）、「企業理念･ビジョンの解説･示達」が も多く、次いで「職務範囲の明確

化、文書化」、「報･連・相の必要性の解説・示達」、「暗黙知的な仕事のやり方の見直し」

などが考慮されている。 

図表 237 海外人材の登用･活用に際し、考慮している点（問 31） 

152 

66 

65 

60 

45 

24 

2 

41 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 

企業理念･ビジョンの解説･示達

職務範囲の明確化、文書化

報･連・相の必要性の解説・示達

暗黙知的な仕事のやり方の見直し

仕事の指示の明確化

自社ﾛｰﾃｰｼｮﾝ、人事異動・人事評価の仕組み等の説明

内部会議の進め方の明確化

その他

（点数）  
注．点数＝◎×3 点＋○×2 点 

出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 
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図表 238 海外人材の登用･活用に際し、考慮している点の内訳（問 31） 
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44 

0 20 40 60 

その他

内部会議の進め方の明確化

自社ﾛｰﾃｰｼｮﾝ、人事異動・人事…

仕事の指示の明確化

暗黙知的な仕事のやり方の見直し

報･連・相の必要性の解説・示達

職務範囲の明確化、文書化

企業理念･ビジョンの解説･示達

◎

○

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 

 
さらに考慮している点を回答の強弱別（◎○別）にみると（図表 238）、第１に も

考慮されている（◎）のは「企業理念･ビジョンの解説･示達」である。第２（○）は「報･

連・相の必要性の解説・示達」が も多い。 

海外人材の登用･活用に際し、考慮している点の「その他」のコメントは以下のとお

りである。 

海外人材の登用･活用に際し、考慮している点の“その他”のコメント 
も考慮している点：◎ 

具体化していない 該当なし 
防衛産業のため、海外展開不可 現在対象がない 
現状いないため考慮は特になし 海外人材登用なし 
業界／業務の基礎知識レベル、即戦力､ただし実績なし 
次に考慮している点：○ 
考えていない 実例なし 
登用なし 実施経験なし 
現状では海外人材の登用予定なし 特段の考慮事項はない 
現状海外人材の登用･活用なし 現在活用予定なし 
日本の文化、日本人の考え方に対
する理解 

グローバル展開計画なし 
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②． 量的生産形態別にみた海外人材の登用･活用に際し、考慮している点 

海外人材の登用・活用に際し、考慮している点を量的生産形態別にみると（図表 239）、
「企業理念･ビジョンの解説･示達」を考慮するという回答は、大量生産形態において

63.6％と も多く、次いで中小量生産、少量受注生産、単品受注生産と続く。「企業理念･

ビジョンの解説･示達」については、特に大量生産型と中小量生産型ではいずれも過半数

を超えている。 

「暗黙知的な仕事のやり方の見直し」については単品受注生産型では２割強が重視し

ているが他は１割弱に過ぎない。また、「職務範囲の明確化」を考慮していると回答した

企業は、少量受注生産型から単品生産型・中小量生産型のどれも２割弱程度であるが、

大量生産型はその半分の 1 割弱に過ぎない。 

図表 239 量的生産形態別の海外人材の登用･活用に際し、考慮している点 ◎ 

（問 31） 

63.6%

54.8%

39.4%

39.1%

4.5%

6.5%

3.0%

9.1%

9.7%

9.1%

21.7%

9.1%

3.2%

3.0%

4.3%

9.1%

16.1%

18.2%

17.4%

4.5%

6.5%

15.2%

13.0%

3.2%

12.1%

4.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大量生産

中小量生産

少量受注生産

単品受注生産

企業理念･ビジョンの解説･示達 自社ﾛｰﾃｰｼｮﾝ、人事異動・人事評価の仕組み等の説明

暗黙知的な仕事のやり方の見直し 内部会議の進め方の明確化

報･連・相の必要性の解説・示達 職務範囲の明確化、文書化

仕事の指示の明確化 その他

n= 22

n= 31

n= 33

n= 23

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 

（４‐２）. 海外人材の登用･活用に際し、考慮している点（まとめ） 

海外人材については海外現地法人の管理職に登用する動きがみられる。また、役員へ

の登用は現場では一部に限られる。海外人材登用時に第１に考慮している点をみると、

「企業理念・ビジョンの解説・示達」が も多くの支持を得た。この支持は量産度の高

いタイプである大量生産型で特に強くみられ、次いで中小量生産型がこれに続く。 

第２に考慮している点をみると、「報・連・相の必要性の解説・示達」が挙げられて

いる。「報連相」による業務運営は、ボトムアップ方式の意志決定に繋がるものである。
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これは日本企業に典型的にみられるもので、トップダウン型の欧米系企業の意志決定方

式と異なるといわれている。 

このほかについては「職務範囲の明確化、文書化（職務記述の詳細化）」や「暗黙知

的な仕事のやり方の見直し（明示化、文書化）」などが挙げられている。いずれも文書

化という流れが特徴的である。これは阿吽の呼吸が通じやすいとされる日本企業の文化

から、言葉による具体的な意思表示や伝達方式を重視する新しい文化の導入の必要性を

暗示しているように思われる。 

日本企業が海外人材を活用していくためには、日本企業の基本的枠組みの良さを維持

しつつも、日本企業の業務運営につきまとうといわれる「曖昧さ」を排除して、「言語

化・文書化」といった他文化の人にも理解可能な形での業務運営を模索する必要性が、

高まりつつあると考えられる。 



 

 

 

第５章 東日本大震災と生産技術 
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第５章． 東日本大震災と生産技術 

本事業は「生産技術者のグローバル化対応（その確保・育成に向けて）」を標榜して

いる。その趣旨に鑑みると東日本大震災と本事業とは直接的には結びつかない面があ

る。 

しかし、平成 23 年春に生じた大震災はその規模や被害の大きさ、また、特に機械工

業関係に於けるサプライチェーンの毀損が世界的な影響を及ぼしたことなどを勘案す

ると、全く無視するわけにはいかないというのが本専門部会での議論であった。 

そこで本事業としては、震災以降、生産技術者はどのような状況下で、どのように

対応したのかということを調べることによって、平時には意識されなかった新たな役

割を見出すことができるかもしれないとの思いから、本題である「生産技術者のグロ

ーバル化対応」とは別に震災に関わる調査を実施することとし、「震災による被害・支

援状況」と「震災等非常時における生産技術者の役割」についてのとりまとめを行っ

た。 

１． 震災等13による被害と支援の状況 

（１）． 震災等による被害状況 

（１‐１）. 震災等による被害状況 

まず、今回の東日本大震災で生産設備の停止等の被害状況を自社の直接的な被害と他

社からの間接的な被害とに区分して調査した。また被害の内容については人的・物的な

被害に関する選択肢を用意した。 

①． 自社関係で被った影響 

今回の 2011 年 3 月 11 日の東日本大震災による被害と支援の状況については（図表 
240）、特に被害はないと回答した企業が 6 割あったが、４割は何らかの被害を受けてい

ることが明らかになった。 

被災企業からの回答によれば、物的被害としては工場等建屋の損傷が 32.7%（35 社）

が も多く、次いで自社生産ラインの停止が 25.2%（27 社）、自社生産設備の損傷が

21.5%（23 社）などであり、この中には大きな被害を受けた企業もある。 

また、人的被害は物的被害ほどではないが、外国人研修生等の一時帰国 5.6%（6 社）、

                                                  
13 2011.3.11 の東日本大震災については地震の他、津波、原発事故など様々な影響があったが、ここで

は一括して震災等と表記している。以下も同様。 
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従業員等の人的被害 3.7%（4 社）、原発避難・屋内待機地域 3.7% （4 社）などに一端を

みることができる。 

図表 240 自社関係の影響（複数回答）（問 32-1） 

60.7%

32.7%

5.6%

25.2%

3.7%

3.7%

21.5%

5.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

特に被害はない

工場等建屋の損傷

外国人研修生等の一時帰国

自社生産ラインの停止

従業員等の人的被害

原発避難・屋内待機地域

自社生産設備の損傷

その他
n=107

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 

自社関係の震災等被害状況における「その他」のコメントは以下のとおりである。 

震災等による被害状況～自社関係の“その他”のコメント 
事務所及び従業員の住居の損壊 一部に津波被害あり 
生産拠点の被害はなし 停電による停止 
塀の一部損壊 従業員親族への人的被害および

実家の損壊 
 
 

②． 量的生産形態別にみた自社関係で被った影響 

自社関係の被害状況について量的生産形態別にみると（図表 241）、「特に被害はない」

という回答は、単品受注生産型において も高く（70.4%）、量産度合いが大きくなるに

つれその比率は低下する。 

何らかの被害を受けた企業をみると、大量生産型が も大きな被害を受けており、量

産度合いが下がるほど小さくなる傾向がみられる。つまり量産度合いが高い企業ほど、

震災等の影響を受けたということが分かる。 

震災等で受けた影響を具体的にみると、 も多い回答であった「工場等建屋の損傷」

については、大量生産型で 53.6%と過半数を超える被害があったことが分かる。次いで

中小量生産型、少量受注生産型、単品受注生産型と続く。その他の回答からも量産度合
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いが高くなるにつれ、震災等による影響を受けたとする企業の割合が多くなる傾向がみ

られる。 

図表 241 量的生産形態別の自社関係の影響（問 32-1） 
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単品受注生産

特に被害はない 工場等建屋の損傷 外国人研修生等の一時帰国

自社生産ラインの停止 従業員等の人的被害 原発避難・屋内待機地域

自社生産設備の損傷 その他

n= 28

n= 35
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出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 

③． 生産形態別にみた自社関係で被った影響 

自社関係の影響を生産形態別にみると（図表 242）、見込み生産形態の企業のほうが

受注生産形態の企業に比べ、震災等による影響が大きいことがわかる。 

図表 242 生産形態別による自社関係の影響（複数回答）（問 32-1） 
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4.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

見込み生産

受注生産

特に被害はない 工場等建屋の損傷 外国人研修生等の一時帰国

自社生産ラインの停止 従業員等の人的被害 原発避難・屋内待機地域

自社生産設備の損傷 その他

n= 42

n= 81

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 
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（１‐２）. 震災等による被害状況～社外からの影響 

①． 社外からの影響 

社外からの影響については（図表 243）、「特に影響はない」という回答は 15％（16
件）のみであった。一方、「取引先の被災」によって社外から影響を受けたのは 67.3％
（72 件）もの多数に上る。次いで「外注品の供給途絶」57.9％、「計画停電、節電義務」

52.3％の順となる。50 社を超える企業が社外からの影響を受けている。 

今回の東日本大震災については、自社には直接的な被害が無くてもインフラの損壊や

取引先の被災などを通じた間接的な影響はかなり大きなものがあり、生産性の低下要因

として作用したことが浮き彫りとなった。 

図表 243 社外からの影響（複数回答）（問 32-2） 
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ガスの供給途絶

鉄道網の損壊

取引先の被災

石油等燃料の供給面

港湾の損壊

計画停電､節電義務

電話､ウェブ等通信手段の障害

空港の損壊

震災による社外からの影響（複数回答）

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 

震災等による社外から受けた被害状況における「その他」のコメントは以下のとおり

である。 

震災等による被害状況～社外からの影響“その他”のコメント 
輸送の遅延 
関東地区の 3 事業所は節電対応のため土日振り替え操業を実施｡本社

はサマータイム実施｡ 

次に、今回回収したアンケート調査について“自社被害があった先”と“無かった先”

とに分けた場合に、それぞれ社外からの影響にどの程度違いがあるか調べてみることに

した。その結果（図表 244）、“自社被害があった先”のほうが“無かった先”に比べて
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概して社外からの影響をより強く受けているといえる。具体的にはとくに「計画停電、

節電義務」や「石油等燃料の供給面」、「水道の供給途絶」、「電話、ウェブ等通信手段の

障害」などにおいて“自社被害があった先”の被災度がより強く表れている。 

図表 244 被災有無別にみた社外からの影響(複数回答) 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

その他

特に影響はない

水道の供給途絶

道路網の損壊

外注品の供給途絶

ガスの供給途絶

鉄道網の損壊

取引先の被災

石油等燃料の供給面

港湾の損壊

計画停電､節電義務

電話､ウェブ等通信手段の障害

空港の損壊

1.5%

24.6%

0.0%

3.1%

50.8%

0.0%

0.0%

61.5%

6.2%

1.5%

35.4%

3.1%

0.0%

2.4%

0.0%

35.7%

26.2%

69.0%

23.8%

21.4%

76.2%

40.5%

11.9%

78.6%

28.6%

7.1%

被災有無別社外からの影響（複数回答）
自社被害はあった(n=42)

特に自社被害はなかった(n=65)

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 
②． 量的生産形態別にみた社外からの影響 

社外からの影響を量的生産形態別にみると（図表 245）、総じてどの被災項目をみて

も大量生産型のような量産度合いの高いところほど社外からの影響を強く受けているこ

とがわかる。ただ、「取引先の被災」については大量生産型が８割強である他は、中小量

生産型、少量生産型、単品生産型のいずれも６割台半ばとなっており、量産タイプに関

係なく取引先の被災による影響を被っていることがわかる。 

一方、「特に影響はない」という回答に注目すると、少量生産型では 22％（9 社）が影響

を受けておらず、次いで単品受注生産 14.8％（4 社）、中小量生産 8.6%（3 社）が影響はない

としている。また大量生産型では影響はないという回答は皆無であった。 

つまり、調査対象の大半が社外からの影響を受けたことが分かる。 
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図表 245 量的生産形態別の社外からの影響（問 32-2） 

0.0%

8.6%

22.0%

14.8%

25.0%

11.4%

4.9%

7.4%

17.9%

8.6%

12.2%

7.4%

78.6%

54.3%

58.5%

44.4%

25.0%

5.7%

4.9%

7.4%

17.9%

8.6%

4.9%

3.7%

82.1%

65.7%

65.9%

66.7%

42.9%

25.7%

17.1%

14.8%

10.7%

2.9%

2.4%

3.7%

71.4%

65.7%

46.3%

40.7%

28.6%

14.3%

12.2%

7.4%

7.1%

5.7%

2.4%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

3.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大量生産

中小量生産

少量受注生産

単品受注生産

特に影響はない 水道の供給途絶 道路網の損壊

外注品の供給途絶 ガスの供給途絶 鉄道網の損壊

取引先の被災 石油等燃料の供給面 港湾の損壊

計画停電､節電義務 電話､ウェブ等通信手段の障害 空港の損壊

その他

n= 28

n= 35

n= 41

n= 27

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 

図表 246  （参考）サプライチェーン（調達先）の把握状況 

 
出所 平成 22 年度ものづくり白書の骨子 第２章 我が国ものづくり産業が直面する課題と展

望から転載 
 

また、震災等前に実施した経済産業省による調査をみると（図表 246）、5 割弱の企

業が自社の係わるサプライチェーンについて「調達先のみ把握」していると回答してお
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り、サプライチェーンが複雑化する中、全体像の把握が十分にできていなかった様子が

うかがえる。 
 

（２）． 被害額と復旧の目処 

今回の東日本大震災でどの程度の被害を受けたかについて調査した。公表されている

被害額がある場合はその実額を、無い場合は０億円、公表していない場合はその旨の回

答を依頼した。また、復旧時期についても同様にその目処についての記入を依頼すると

ともに「公表せず」という選択肢も用意した。 

①． 被害額 

震災の被害額については（図表 247）、約半数の 52.7％が「公表せず」と回答してい

る。「公表」しているという回答があった 25 社の中で被害額の 大値は 100 億円であっ

た。 

図表 247 被害額（問 33） 

52.7% 47.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

公表せず 公表
n=112  

出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 
②． 復旧の目処 

復旧のめどについては（図表 248）、「公表する」が 49.1%、「公表せず」が 50.9%と

ほぼ半々である。このうち、「公表する」という回答の 8 割にあたる 16 社が 2011 年 4
月～6 月期に復旧（図表 249）としている。また、3 社は半約年、１社は 1 年以上かか

ると回答している。 

図表 248 復旧メド（公表せず）（問 34） 

50.9% 49.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

公表せず 公表n=112

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 
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図表 249 復旧メド（問 34） 

80.0% 15.0% 5.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2011年4～6月 2011年7～9月 2011年10月～12月

2012年1～3月 2012年4月～

n=20

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 

（３）． 他社からの人的支援と他社への人的支援 

今回の震災にあたり、「他社からの人的支援」を受けているかという観点からその有無

と支援ルート、支援理由について調査した。 

（３‐１）. 他社からの人的支援の有無とその理由 

①． 他社からの人的支援の有無とそのルート 

他社からの人的支援についての調査結果をみると（図表 250）、国内他社から人的支

援を受けたと回答したのは 5.9%（6 社）に留まり、殆ど人的支援は受けなかったことが

わかる。 

図表 250 他社からの人的支援（複数回答）（問 35-1） 

94.1%

5.9%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

受けなかった

受けた→国内他社から

受けた→海外子会社から

受けた→海外他社から

n＝102  
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 
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②． 他社からの人的支援の理由 

人的支援があったと回答についてその理由をみると（図表 251）、自社の自主的判断

との回答が 67.7％と も多く、他社からの要請は 4.6％に過ぎない。 

図表 251 他社からの人的支援の理由（複数回答）（問 35-2） 

67.7% 27.7%

4.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自社の主体的判断 他社からの要請 その他n=65

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

他社からの人的支援の「その他」の理由に関するコメントは以下のとおりである。 

他社からの人的支援の理由“その他”のコメント 
被災しなかったから 必要がなかった 被害なし 被災していない 
必要がなかった 必要なかった 被害を受けなかっ

たため 
必要なかった 

必要がなかった 自社の被害なし 必要性がなかった 被災していない 
要請なし 必要なし 支援要の被害なし 不明 

（３‐２）. 他社への人的支援の有無とその理由 

他社に対する人的支援の有無とその理由について調査した。 

①． 他社に対する人的支援の有無 

他社に対する人的支援実施の有無についての調査結果をみると（図表 253）、約 4 割

の企業が「実施した」と回答している。 

図表 252 他社に対する人的支援（問 35-2） 

61.5% 38.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

実施しなかった 実施した
n=104

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 
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他社に対する人的支援の実施の有無を自社の被災状況別にみると（図表 253）、他社

への人的支援を「実施した」という 40 件のうち、「自社被害はあった」が 21 件、「自社

被害はなかった」が 19 件であり、「自社被害があった」先がやや多めとなっている。 

一方、他社への人的支援を「実施しなかった」企業 63 件のうち、「自社被害はあった」

先は 19 件に留まるのに対し、「自社被害はなかった」先は 44 件もある。 

「特に自社被害が無かった」先のほうが退社への人的支援を「実施しなかった」割合

が高いことがわかる。 

 

図表 253 自社被災有無別にみた他社に対する人的支援の有無 

44 

20 

19 

21 

0 10 20 30 40 50 

特に自社被害はなかった(n=63）

自社被害はあった(n=41）

自社被災有無別にみた他社に対する人的支援の有無

実施した

実施しな
かった

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 

②． 他社に対する人的支援の理由 

他社に対する人的支援実施の理由についての調査結果をみると（図表 254）、「自社の

自主的判断」が 8 割、「他社からの要請」が 2 割となっている。 

 

図表 254 他社に対する人的支援の理由（複数回答）（問 35-2） 

80.8%

19.2%

10.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自社の主体的判断

他社からの要請

その他 n=78

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 
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他社に対する人的支援の “その他”の理由は以下のとおりである。 

他社に対する人的支援の理由“その他”のコメント 
要請なし 必要なし 要請なし 要請がないため 
要請がなかった 必要がなかった 要請なし 自社の被害なし 

 
「他社に対する人的支援の理由」について自社被害の有無別にみると（図表 255）、自

社被害の有無と退社に対する人的支援の理由の間には明確な関係は見いだせない。つま

り、自社の主体的判断の下に他社への人的支援を実施したところは、自社の被害の有無

に関係なく、自社で主体的に支援するという判断を下しているといえる。 
 

図表 255 自社被災有無別にみた他社に対する人的支援の理由 （複数回答） 

7 

32 

6 

1 

31 

9 

0 10 20 30 40 

その他

自社の主体的判断

他社からの要請

他社に対する人的支援の理由 （複数回答）

自社被害はあった(n=35)

特に自社被害はなかった
(n=43)

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 
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（４）． 他社からの人的支援以外の支援 

今回の震災にあたり、「他社から人的支援以外の支援」を受けているかという観点から

調査を行った。受けた場合にはどのような支援かについて、生産面、生産設備面、資金

面などの選択肢を用意し、複数回答で依頼した。 

（４‐１）. 他社からの人的支援以外の支援 

他社からの人的支援以外の支援についての調査結果をみると（図表 256）、回答のあ

った 40 件のうちの約 9 割は受けていないと回答している。 

図表 256 他社からの人的支援以外の支援の有無（問 36-1） 

31 

9 

他社からの人的支援以外の支援の有無

受けなかった

受けた

 

出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

また、他社からの人的支援以外の支援についての回答を自社被害の有無別にみると（図

表 257）、「特に自社被害はなかった」企業の場合、支援内容は「資金援助」と「その他」

の 1 件ずつである。「自社被害はあった」企業では、「部品・部材提供」と「その他」と

いう回答がそれぞれ 4 件ずつで も多く、残りは「代替生産」の 2 件であった。 

図表 257 自社被災有無別にみた他社からの人的支援以外の支援 （複数回答） 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

4 

2 

0 

4 

0 

0 

0 

0 

0 1 2 3 4 5 

その他

代替生産

海外移転支援

部品･部材提供

海外外注先紹介

工場と機械設備提供

資金援助

工場敷地提供

被災有無別にみた他社からの人的支援以外の支援

（複数回答）

自社被害はあった

特に自社被害はなかった

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 
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他社からの人的支援以外の支援を受けた場合の 「その他」のコメントは以下のとおりで

ある。 

他社からの人的支援以外の支援 “その他”のコメント 
生活用品 物資 ガソリンの提供 （被害なし） 
機械修理 （必要性がなかった） 義援金 

 

（４‐２）. 他社への人的支援以外の支援 

今回の震災にあたり、「他社に対する人的支援以外の支援」を実施したかという観点の

調査を行った。実施した場合にはその内容について、生産面、生産設備面、資金面など

の選択肢を用意し、複数回答で依頼した。 

他社への人的支援以外への支援では（図表 258）、約 4 割の企業が支援したことが分

かる。 

図表 258 他社への人的支援以外の支援の有無（問 36-2） 

実施せず
61%

実施した
39%

他社への人的支援以外の支援の有無

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 
“他社への人的支援以外の支援”の実施について、自社被害有無別の調査結果をみる

と（図表 259）、自社被害有無別実施比率をみると「特に自社被害はなかった」におけ

る実施比率 4 割弱（22/60）は、「自社被害はあった」における実施比率 4 割強（17/40）
を下回っている。 

その一方で、“実施しなかった”ところをみると、「特に自社被害はなかった」ところ

における不実施比率 6 割強（38/60）は、「自社被害はあった」における不実施比率 6 割

弱（23/40）を上回っている。 

「自社被害はあった」ところのほうが支援している比率も高い。 
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図表 259 被災の有無別の他社への人的支援以外の支援の有無（問 36-2） 

38 

23 

22 

17 

0 10 20 30 40 

特に自社被害はなかった（n=60）

自社被害はあった(n=40)

被災有無別に見た

他社への人的支援以外の支援の有無

実施した

実施せず

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

他社への支援の内訳をみると（図表 260）、資金援助が 28.9％、部品、部材提供が 21.1％、

代替生産が 18.4％、工場敷地提供が 7.9％、その他 44.7％であった。その他には以下の

コメント表にみられるとおり、機械の復旧修理や設備貸与、納期調整の他、義捐金、生

活物資支援など多彩な支援内容が窺える。 

図表 260 他社への人的支援以外の支援（複数回答）（問 36-2） 

44.7%

7.9%

28.9%

5.3%

0.0%

21.1%

0.0%

18.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

その他

工場敷地提供

資金援助

工場と機械設備提供

海外外注先紹介

部品･部材提供

海外移転支援

代替生産

他社への人的支援以外の支援（複数回答）

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

他社への人的支援以外の支援 “その他”のコメントは以下のとおりである。 

他社への人的支援以外の支援 “その他”のコメント 
保全派遣 設備修理保全 増産体制 携帯､ＰＣ等の提供 
機械修理 設備貸与 納期調整 義援金 
機械の復旧・修理 自家発電機調達 生活物資支援 義援金 
機械修理 建機､二輪車など提供 生活用品 対象なし 
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図表 261 自社被災有無別にみた他社への人的支援以外の支援（複数回答）（問 36-2） 

9 

1 

5 

2 

0 

5 

0 

3 

8 

2 

6 

0 

0 

3 

0 

4 

0 2 4 6 8 10 

その他

工場敷地提供

資金援助

工場と機械設備提供

海外外注先紹介

部品･部材提供

海外移転支援

代替生産

他社への人的支援以外の支援（複数回答）

自社被害はあった(n=17）

特に自社被害はなかった
(n=21）

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 
 

（５）． 自社または他社の復旧支援を実施した部署 

（５‐１）. 自社または他社の復旧支援を実施した部署 

今回の震災時に各社が生産現場において
．．．．．．．．

、
．
自社の復旧や他社の復旧支援を実施

したときに実際に活躍した部署
．．．．．．

について調査した。選択肢は以下の通り（図表 
262）であり、複数回答で依頼した。 

図表 262 自社または他社の復旧支援を実施した部署（複数回答）（選択肢） 
 
 
 
 

 
 

調査結果をみると（図表 255）、明らかに製造系部門が も多く、次が生産設備の保守・

保全系部門、生産技術系部門と続く。生産技術系部門は第３位に登場する。 

 

 

イ.生産技術系部門  ロ.工務・工事系部門 

ハ.生産管理系部門  ニ.生産設備の保守・保全系部門 

ホ.製造系部門  ヘ.検査系部門 

ト.その他（                        ） 
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図表 263 自社または他社の復旧支援を実施した部署（複数回答）（問 37） 

30.3%

36.8%

22.4%

15.8%

39.5%

47.4%

15.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

その他

生産技術系部門

工務･工事系部門

生産管理系部門

生産設備の保守･保全系部門

製造系部門

検査系部門

自社または他社の復旧支援を実施した部署（複数回答）

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 

自社または他社の復旧支援を実施した “その他” の部署に関するコメントは以下の通

りである。 

自社または他社の復旧支援を実施した部署の“その他”のコメント 
保守サービス部門、
弊社は設備会社であ
るため、常設 

コーポレートの
生産技術部門 

自社復旧および
他社復旧支援実
績なし 

生産に影響す
る震災被害な
し 

サービス部門･ 
管理部門 

経営管理部 
総務課 

支援を受けてい
ないし､支援を
していない 

震災影響なし 

サービス系部門 総務部門 取引先設備の復
旧支援業務 

対象なし 
サービス部門 管理部 なし 
技術サービス 調達部門 なし 
サービス部門 

 

自社の復旧や他社の復旧支援を実施したときに実際に活躍した部署について被災

有無別にみると（図表 264）、「自社に被害があったところほど、製造系、生産設備

の保守・保全系、生産技術系部門の出番が多いことが特徴である。特に生産技術系部門

は自社被害有りの場合には突出して高い比率となっている。 
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図表 264 自社被災有無別にみた自社または他社の復旧支援実施部署 
（複数回答）（問 37） 

41.5%

22.0%

12.2%

12.2%

24.4%

36.6%

9.8%

17.1%

54.3%

34.3%

20.0%

57.1%

60.0%

22.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

その他

生産技術系部門

工務･工事系部門

生産管理系部門

生産設備の保守･…

製造系部門

検査系部門

被災有無別にみた

自社または他社の復旧支援を実施した部署（複数回答）

自社被害
はあった

(n=35）

特に自社
被害はな

かった(n=
４1）

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

 

２． 震災等非常時における生産技術者の役割 

平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災にみられるような非常時の対応として、生

産現場において「自社の復旧」や「他社の復旧支援」を実施した場合における各

社の生産技術者が果たした役割について調査した。このうち、自社内の復旧支援

内容と他社への復旧支援内容のそれぞれについて回答を求めたところ、以下のよ

うに自社内の復旧支援内容に関するもの 127 件、他社への復旧支援内容に関する

もの 57 件の回答が寄せられた。 

（１）． 生産技術者による自社内の復旧支援内容（自由回答から） 

自社内の復旧支援内容について大まかに 8 つに分類してみると、外部との打合

せ・調整業務が 6 件、工事手配・日程・工程管理業務が 9 件、設備復旧支援業務

が 35 件、屋外インフラ復旧支援が 10 件、生産立ち上げ支援業務が 21 件、生産活

動支援業務が 8 件、その他業務支援が 27 件、被災者支援業務 6 件、その他業務が

5 件となる。 

「設備復旧支援」関係が も多くみられる。次に多い「その他業務支援」には

電力不足対策の立案､実行、或いは、省エネ診断、具体的節電対策の提案、計画停

電対応シフトなど電力対策が多く並んでいるのが特徴である。 

「震災等非常時における生産技術者の役割～自社内の復旧支援内容」として寄

せられたコメントを類別整理したものが以下の表である。 
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震災等非常時における生産技術者の役割～自社内の復旧支援内容 

外部との打合せ・調整 

設備メーカーとの打合せ 設備／インフラ業者との調整 
2nd ソース社内関連部門との調整 ＢＣＰ本部指揮により活動 
費用について経理部門協議・手続き 関係部署と連絡･調整しながら事業復

旧のため暫定生産職場への移動 
工事手配、日程・工程管理 

復旧工事の手配･日程管理 日程･工程の調整 
工程変更 建屋内外の瓦礫撤去手配 
化学プラントの復旧 用役（電気､ガス､水道､通信）、ネット

ワーク復旧手配 
耐震補強検討､手配（場所･物･状況に
より判断） 

復旧工事の安全･施工（仕様）・工程管理 

建屋･設備復旧修理手配（現場､職場の移設・避難調整含） 
設備復旧支援 

機械設備の歪み修正、自動倉庫の歪
み修正 

設備に損傷がないか点検 電源投入
後､動作確認 精度確認を実施 

工場内部 損傷部分の手直し 設備技術者の応援 
ＯＡ機器損傷による買い換え 損傷部分の修繕 
損傷設備の仮復旧 生産設備の修繕 
設備の加工精度確認、性能復旧  設備点検 設備修理業者への修理依

頼 
熱源設備の被害状況確認   建屋損傷状態の確認 建屋損傷部の

応急処置 
生産設備の点検 安全確保 設備の被害状況把握／復旧 
設備の復旧､稼動、安全確認 自動倉庫復旧 
設備被害状況確認 設備の復旧（修繕､精度確認､品証評

価） 
工場ユーティリティ設備の復旧 特殊工程設備の点検､調整等 
機能試験設備の点検､調整等 設備点検 レイアウト変更 
生産設備の復旧工事 設備再据付けレベル出し 加工によ

る精度確認 
生産設備の修理 生産設備の保全 生産設備の移設 生産ラインの復旧 
生産設備の復旧支援 設備点検・不良の有無確認 
被害設備の修理､立ち上げ 自社生産設備の復旧 
生産設備（工作機械､クレーン）の
点検､復旧 

生産設備調整・立ち上げ 

生産設備の復旧 機械設備の点検･動作確認 
建屋復旧後､加工機の破損状況の詳細チェック・破損部修繕 
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屋外インフラ復旧支援 

道路の補修工事､工場建屋外壁の補

修工事 
インフラ被害状況確認 

一次インフラの損傷確認（電気､上
下水道､ガス）の復旧 

建屋､道路､生産設備､二次インフラの
損傷確認および復旧 

関係部署と連携しての建屋復旧 生産建屋の点検､復旧 
工業用水の送水管の点検と復旧  建物の耐震補強工事 
建屋修理 自社生産設備の復旧 
生産立ち上げ支援 

早期生産立上のための支援 械機精度出し、加工立ち上げ 工場設
備修理､立ち上げ 

食糧､燃料､資機材手配､運搬 現場作業の補助 
生産立ち上げ  代替部品使用可否の判断 
設備再稼働開始の立ち合い 治具･工具の点検 生産現場の点検 
早期復旧を大前提に復旧枠組み決定
を現場監督職へ委譲 

半導体製造装置の新生産ライン立ち上
げのため主任技師を 1 名派遣 

計画的な段階復旧をすべく､全社統
一の計画実績表を運用 

設備／インフラ立ち上げ 

機械加工設備等の作動確認 精度調査・調整等 
機械設備の点検・整備 生産設備の修理･補修 
工程再開時のバリデーション ライン再稼働開始時の立ち会い確認 
生産復帰 生産ラインの稼働､品質確認 
経営判断が必要な大型費用工事についても、使用決定･手配支持に至るまで復旧
担当者へ委譲 
生産活動支援 

代替生産の提案実施 関連会社への加工応援（油圧バルブ） 
燃料の確保 副資材の代替え検討 部品供給 
2nd ソース／代替工程検討 溶剤､溶液、薬剤等の成分分析、濃度

調整等 
生産ラインの見直し 生産数の調整 
その他業務活動支援 

震災により発生した不適合品の処

理 
節電対策 

仕掛途中の製品の点検、手直し要領

作成等 
電力供給などの情報収集 

在庫確認と整理 電力不足対策の立案､実行 
加工用刃具の確保 省エネ診断と具体的節電対策の提案 
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工場損傷確認および工場の安全確
保（倒壊箇所の隔離等） 

計画停電対応シフト 長時間プロセ
スの分割 

設備修理の設備保全部門への指示 計 画 停 電 対 応 の
UPS(Uninterruptible Power Supply
無停電電源)投資 

生産設備等の被害状況の調査 発電機の提供 
生産設備の被害状況の確認 停電時の非常用電源による電気の供

給 
設備､建屋の被災状況の確認 計画停電・ピークカット対応のための

電力供給系の変更 
被災後の被害調査 周辺環境への影響確認（タンクからの

油流出、廃液の流出等） 
工場内の破損状況の調査 トップの事業継続計画に則った具体

的復旧計画の立案 
関係部署と連携して暫定職場から
従来職場への移動･立ち上げ 

燃料「（重油､軽油､ガソリン）の確保 

部材調達・生産計画修正 修理箇所･内容検討 
生産再開のための各ラインへの指示および品質確認 
被災者（従業員・取引先）支援 

被災者への金銭的援助（融資） 健康維持衛生用品（防塵マスク､消毒
用品､その他衛生用品等） 

顧客被災状況確認と支援の申し入

れ 
非常食（1 ヶ月程度）の支給 

救援物資の提供 自炊用器具類の支給 
その他 

支援が必要な従業員のヒアリング 全従業員（含む家族）の安否確認 
全従業員からのカンパを実施（食品､日用品等） 
復旧支援はなかった 営業所建屋と塀の一部がひび割れや

損壊しましたが､未だ復旧はしていま
せん 

 

（２）． 生産技術者による他社への復旧支援の内容（自由回答） 

他社への復旧支援内容について大まかに 8 つに分類してみると、外部との打合

せ・調整業務が 1 件、工事手配・日程・工程管理業務が 1 件、設備復旧支援業務

が 19 件、屋外インフラ復旧支援が 0 件、生産立ち上げ支援業務が 8 件、生産活動・

代替生産支援業務が 4 件、その他業務支援が 16 件、人的支援が 3 件、被災者支援

業務 3 件、その他業務が 2 件となる。 

自社内の場合と同様に「設備復旧支援」関係が も多くみられる。次いでその

他の業務支援であるが、自社内の場合のような電力関係の支援業務はみられず、
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調査・指導・確認などの他、復旧法案の作成などの特別な業務もみられた。また、

生産活動では代替生産支援業務が自社の場合と異なる点である。 

「震災等非常時における生産技術者の役割～他社への復旧支援内容」として寄

せられたコメントを類別整理したものが以下の表である。 

震災等非常時における生産技術者の役割～他社への復旧支援内容 

外部との打合せ・調整 

ＣＳ部門との連携 
工事手配、日程・工程管理 

製作調整、工程管理、施工管理 
設備復旧支援 

保全マンの計画的派遣による設備

復旧支援 
他社生産設備の早急な復旧 

転倒した設備の引き起こし 設備に損傷がないか点検 
電源投入後､動作確認 設備の加工精度確認、性能復旧  
被災地客先の機械の修繕､復旧 設備の点検修理応援 
被災設備の早期復旧 環境試験設備の機器類が定位置か

ら移動したため、配管類の手直し
を行った 

ポンプの点検・修理 被災地での工場内整備 機械精

度修正 
必要に応じてサービス〔機械復旧〕
に出向く 

設備点検 レイアウト変更 

生産設備の復旧支援 設備＆機器の復旧 
相手先修理部隊と共同での復旧作
業 

設備保全  

弊社納入設備の保守サービスを仕事としている部署が、顧客の被災した設
備を復旧した｡ 
屋外インフラ復旧支援 

生産立ち上げ支援 

早期生産立上のための支援 機械精度出し 
精度確認を実施 加工立ち上げ 
製造レシピ調整 ライン復旧後の試運転 
設備再据付けレベル出し  加工による精度確認 
生産活動・代替生産支援 

他社製品の熱処理加工 被災設備製造部品の代替生産 
被災代替設備の貸与 代替生産 
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その他業務活動支援 

被害調査､復旧法案の作成 散乱した部材等の整理 
弊社製品の無料点検及び機器貸し
出し 

工場作業敷地の紹介など 

逸早い状況把握のため､担当者を派
遣 

復旧工程の整理･具体策に至るア
ドバイザリーを実施 

被災設備損傷確認 生産ライン内計量器の現地修理 
津波で水没した計量器を工場に送
付し、工場内で修理､部品交換 

コールセンターより被災状況を
確認 

機械の作動チェック 生産設備等の被害状況の調査 
調達難になった材料の仕様変更対

応 
生産技術指導 

現地状況の調査 品質検査技術指導 
人的支援 

設備修理部隊の派遣 設備修理人員の手配 
人的支援実施（現地従業員で他社支援可能な人材確保） 
被災者（従業員・取引先）支援 

被災地への義援金の募集 被災地販売店､ユーザーへの日常

物資の支援 
非常食､衛生用品の支援 
その他 

復旧支援はなかった なし 
 

（３）． 震災等非常時における生産技術者の役割の変化 

今回の震災経験を踏まえ、生産技術者の役割について、平時と緊急対応時と比べると

どのように考えが変化したかについて調査した。 

（３‐１）. 今回の震災等によって生産技術者に生じた役割の変化（問 39） 

生産技術者の役割については（図表 265）、「特に変化したとは思わない」と過半数が

答えており、「緊急対応時ばかりではなく平時も変化した」と回答したのは 1 割程度（10
件）となった。 
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図表 265 生産技術者の役割について（問 39） 

1 

52 

37 

10 

0 10 20 30 40 50 60 

その他

特に変化したとは思わない

緊急対応時を除き､平時と変わらない

緊急対応時ばかりでなく平時も変化し
た

震災等非常時における生産技術者の役割

 
出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

以上の回答のうち、「緊急対応時ばかりではなく平時も変化した」と回答した先にはそ

の内容についても具体的な回答を求めたところ、「関東直下地震への対策」、「電力会社と

の情報連携」、「購入先の複数化」というコメントが得られた。 

また“その他”と回答した場合にもその具体的な内容を尋ねたところ、「耐震のリスク

アセスメントを実施中」、「震災に備えての生産現場の安全対策の取組み」を新たな役割

として挙げている。 

震災等非常時における生産技術者の役割として寄せられたコメントを類別整理

したものが以下の表である。 

震災等非常時における生産技術者の役割 
役割が変化した場合のコメント 
▸関東直下地震への対策 
▸電力会社との情報連携 
▸購入先の複数化 
その他の場合のコメント 
▸耐震のリスクアセスメントを実施中 
▸震災に備えての生産現場の安全対策の取組み 

 
生産技術者の役割の変化について自社被害の有無別にみると（図表 266）、「緊

急対応時ばかりではなく平時も変化した」は自社被害の有・無それぞれ 5 社ずつ

回答があった。「緊急対応時を除き、平時と変らない」では、「自社被害はあった」

企業が 21 社、「自社被害はなかった」企業が 16 社であった。 
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震災等により実際に被害を受けた企業において特に、生産技術者の役割につい

ての認識を新たにしている傾向が見受けられる。具体的には「関東直下型地震へ

の対策」、「電力会社との情報連携」、「耐震リスクアセスメント」などのコメント

にみられる。 

図表 266 自社被災有無別にみた生産技術者の役割について（問 39） 
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出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

図表 267 量的生産形態別の生産技術者の役割について（問 39） 
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出所：本調査専門部会 平成 23 年度アンケート調査より JATIS 作成 

生産技術者の役割について、震災前と特に変化しないという回答が過半数を占めてい

るが、量的生産形態別にみると（図表 267）、被災比率が比較的高かった大量生産型の

15.4％が“緊急対応時ばかりではなく平時も変化した”と答えていることが特徴的であ

る。震災を機に被災企業ほど生産技術者の役割についての認識が変化している傾向が窺

える。 
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第６章． 本年度事業から得られた示唆・課題 

 

機械工業では海外市場開拓に伴い、海外現地生産を必要とするケースが増えてきている。

本事業では生産工程の海外展開、つまり、生産のグローバル化に焦点を当て、その鍵を

握る生産技術力と生産技術者の役割等を検討する。 

 
平成 23 年度事業から得られた示唆・課題は以下のとおりである。 

１．グローバル化の現状と展望 

（まだまだ大きい海外市場開拓の余地） 
 グローバル展開はいまや機械工業のみならず我が国の多くの産業にとっても不可

避であり、待ったなしの状況にある。 

 我が国機械工業にとって海外売上高比率の一段の引き上げは不可欠である。しか

し、同比率が過半数を超えるのは、規模の比較的大きなところを中心に全体の 1/3

弱に過ぎず、同比率を目標としていないところも５割弱もある。海外市場開拓の

余地は大きい。 

２．グローバル化と生産技術者の現状認識 

（海外展開の主役としての生産技術者） 
 機械工業の海外展開の主役は生産技術者である。海外展開などが進むにつれ、生

産技術者の職務は、より深く、より広く、より複雑化している。震災時にも被害

からの設備復旧等に大きな役割を果たしたのはその一例である。グローバル化を

支えることができる生産技術者を十分確保し、育成していくことは今後の喫緊の

課題となりつつある。 

（海外派遣を意識したキャリア形成と人材育成） 
 海外派遣期間をみると、現状は 3 ヶ月以内が全体の 2/3 を占めるなど短期間の派

遣が多いものの、現地文化・習慣等への親和性など数々の問題が挙げられている。

今後、現地に腰を据えた長期に渡る海外派遣が増えるにつれ、多くの問題に直面

することが予想される。これからの生産技術者の育成には、海外派遣を意識した

キャリア形成という視点が重要になってこよう。 

（生産技術者の現状認識、実態と社内位置づけの乖離） 
 生産技術者についての現状をみると、質量ともに不足しているとの認識が広くみ

られる。現場の要望対比配属人数未達、或いは、職種としての魅力や人気に欠け

るなどの他、技術力の低下と指導力の低下はゆゆしき問題であるとの指摘もみら

れる。こうした背景には、生産技術の拡大・深化への理解・評価や、生産技術に
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関する社内の位置づけが必ずしも十分とはいえないという問題があると受け止め

られており、生産技術に関する“プラスとは言えない”イメージを醸成している。 

 生産技術に求められる役割機能が、より複雑化し、より広範囲に及ぶようになり、

なおかつ、求められる知識・ノウハウも高度化し、深化してきている。こうした

事実に関する全社的な理解とその役割機能に関する正当な評価・認識を高めるた

めには、“生産技術力を見える化”することによって、視覚的にも訴求しやすくす

るような努力が求められる。 

３．グローバル化と生産技術力の先行き 

（生産技術力アップと生産技術者の確保・育成） 
 生産技術の国際競争力についての回答をみると、海外企業のキャッチアップ力に

対する関心は高いとは言えない。一方、新興国など海外勢との生産技術力格差は

確実に縮小しているといわれている。我が国の生産技術力は不断の強化を必要と

している。 

 生産技術力アップの施策として も多くの支持を得たのは「全社的なモノづくり

強化運動の展開」である。しかし、こうした運動が有効に機能し、効果を生むた

めにはその前提条件として、主役である生産技術者の十分な確保と育成が不可欠

である。生産技術力のアップと生産技術者の人材育成とは車の両輪の関係にある。 

（生産技術の海外移転と技術力維持の可能性） 
 現在の生産技術については国内堅持派が 43%である。残りの多くは「 先端或い

は戦略的重要技術以外は海外に移転する」方針である。今後の開発・高度化につ

いても同様に 44%が国内堅持派であり、残りの多くは「重要技術以外は全て海外

に移転する」傾向がみられる。 

 長期的にみると、生産拠点だけでなく開発機能まで海外にという流れが強まり、

海外に技術が移転（技術流出）されていく。これからさらに国内生産自体が先細

り（空洞化）していくと、現在の技術力を維持し続けることができるのか、その

担い手をどこから確保していくのかという問題が新たに浮上してこよう。これは

残された課題である。 

（生産技術者の存在意義と PR の必要性） 
 生産技術者は、グローバルにダイナミックなアクティビティが要求され、モノや

価値を生み出す現場を強くし、社会に役立つ仕事を実践しているということが改

めて明らかになった。生産技術者の人材育成を充実させることが重要である。 

 将来の生産技術者への“なり手の裾野”を広げるという意味からも、生産技術職

は“重要でやりがいのあるすばらしい仕事”であるということについて、各種イ

ベントやメディア発信の企画・運営を通じて広くアピールすることが必要である。
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とりわけ学生や保護者、教育関係者が重要であるが、自社内はいうに及ばず広く

社会全般に積極的に知らしめていくことの必要性がかつてなく高まっている。 

 社会に生産技術職の存在をアピールしていくためには、生産技術部門に於ける長

期インターンシップを制度化し、海外を含めた多くの学生を内外の拠点において

インターンとして受入れていくことが一案であり、地道な第一歩となろう。 

４．人材のグローバル化 

（採用のグローバル化の胎動と教育界等への警鐘） 

 現在応募してくる学生はゆとり教育世代であるが、今回調査をみると基礎学力の

不足はまだ大きな問題として認識されてはいない。現状は現役世代がまだ若手を

“引っ張って”おり、人手不足や指導力の問題を抱えながらも“頑張っている”

とみられる。しかし、数年後はどうか。学力問題はいつ“爆発”するか、その可

能性も否定できない。 

 既に先進企業においては人材採用のグローバル化が始まっている。企業社会とし

ても国内の教育界や社会に対して“これからは世界が相手である”という警鐘を

鳴らしていく必要がある。 

（日本企業のグローバル展開上の課題） 
 日本人生産技術者がグローバルに活躍する上での 大の課題は、海外赴任適任者

の絶対量不足の解消である。現状は本格的な海外展開を進める態勢にはほど遠い。

それが実情である。また、現地外国人従業員についての 大の課題は、定着率の

アップである。この背景には、管理者と従業員間などのコミュニケーションにお

いて必要とされる前提や常識に国内と海外では大きな違いや溝があることが挙げ

られる。 

 日本企業としての独自性を維持しつつ、海外に派遣する人材と海外人材について

もカバーできるようなより普遍性の高い制度的対応が、企業理念の浸透を如何に

進めるかという課題とともに喫緊の課題となってきている。 

（技術系・技能系人材の外国人シフト傾向） 

 グローバル化が進む数年後に技術・技能の中枢を担う人材の国籍について調査し

たところ、概して技術系に比べて熟練技能系のほうが“より外国人シフトを容認”

していく傾向が強く出ている。この傾向は工業高校等の技能系人材を供給する教

育機能に関する議論に影響を与えていく可能性がある。 

（海外赴任者の事前研修と研修の個別企業対応からの脱却） 

 海外展開を進める上での事前研修の必要性についてはその重要性が十分認識され

ているものの、企業の負担は小さくないことから、余裕がないとして十分な体制
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を組むまでに至らないところが多い。 

 異文化・風習等の研修は個別企業の固有性とは関係が薄い研修である。また、業

種とも関係が薄い。そもそも個別企業に“教えることができる人”がいるという

保証もない。このような性格の教育研修に個別企業が個別に取り組むのは、わが

国全体としてみると非効率である。 

 従って個別に対応するよりは社会的な、或いは、業界横断的な教育研修体制にし

ていくことが望ましい。企業の枠を超えた業界全体、或いは、産業界全体で適切

な講師を確保、育成し、研修を受けられるような仕組みを、大学や研究機関に求

めたい。 

 海外展開を進める企業には海外赴任に必要な「教育研修サービスに対する需要」

がある。それにも関わらずそうした情報が世の中に十分に伝わっているとはいえ

ない。産業社会には教育サービスに対する潜在的に大きな需要があることを認知

してもらうようアピールする必要がある。 

（選抜後いきなり赴任の背景） 
 多くの企業が抱える問題を整理すると、①グローバル化に求められる“より普遍

性の高い制度”が十分に整備されているとは言えない、②グローバル化を前提と

した社内体制が必ずしも確立されているとは言えない、③教育研修システムがグ

ローバル化により必要となる海外言語・文化・風習・宗教・歴史・地理・風土な

ど海外とのコミュニケーションに必要とされる知識などに対応できていない、④

教育研修に必要な講師が見つかりにくいなどの問題が挙げられる。従って“とに

かく海外に行って来い”となる。これが「選抜後いきなり赴任」といったケース

にみられる実情ではないかと考えられる。 

（グローバル人材管理の現状） 
 多くの人事部では海外赴任者に求められる国内外の文化的社会的差異を十分知ら

ずして海外派遣者はいうに及ばず、多国籍の人員をも一元的に管理し、評価しな

ければならない可能性がある。こうした相異なる文化的社会的土壌の差異を理解

しないまま人材管理体制を運営することは、その内部に様々な問題の芽を孕むこ

とになりかねないと懸念される。 

５．グローバル展開可能な生産技術者を育成するために 

（生産技術者のグローバル人材像） 

 海外赴任する生産技術者には国内より幅広で多方面に亘る活躍が期待されている。

海外では、技術・技能・ノウハウ面をはじめとして、業務面では指導・協力、仲

介・調整といった高いコミュニケーション能力（意思疎通能力）が求められる業

務や、運営・管理といった強いリーダーシップを発揮しなければならない業務の
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比重が、国内と比べて飛躍的に高まると考えられる。 

（海外赴任生産技術者と事前教育研修の重要性） 

 従って、海外赴任者は、生産技術そのものの修得のみならず、海外赴任に伴い、

段違いに高いレベルが要求されるコミュニケーション能力や、リーダーシップを

発揮できる力量をしっかりと身につけることが重要となる。現地とのコミュニケ

ーションを適切に遂行するためには、現地の事情に関する文化、風習、宗教、歴

史などの知識に関する事前の教育研修や語学研修などが不可欠である。また、日

本のことについて現地の人に語れることもコミュニケーション上重要である。 

（これからの人材育成上重要な視点） 

 これからの人材育成で重要となる視点は、海外派遣とキャリア形成の２つである。

生産技術者の育成には、海外派遣を意識したキャリア形成を念頭に置いた教育研

修システムの構築が強く求められる。 

 こうした海外赴任を前提としたキャリア形成を展望できる形での人材育成に注力

することが、生産技術力の底上げや強化に資することになる。 

（産業界と教育界とのミスマッチ解消に向けて） 

 海外赴任者向けの教育研修システムは、単に企業内においてのみならず、教育機

関においても、企業と同様のスタンスに立って世界を意識した教育サービスとし

て展開されていくことが強く期待される。 

 なお、今回調査をみると“生産技術力アップのための対策”として“基礎学力の

再強化”を挙げる回答は、他の課題ほど高いとは言えない。しかしながら、採用

という観点からみると、社会人としての基本的な能力に加え、基礎学力について

も重視する姿勢が重要になると考えられる。これは今年度の日機連“理数系グロ

ーバル人材育成・教育に関する調査専門部会”の事業によれば、現在の新卒には

「基礎能力の不足、問題設定能力の不足」等々の問題があり、「学校の成績と入社

試験の成績を重視するよう見直しが必要である」という指摘がみられることや、

「大学教育の質の保証」が問題視されていることを踏まえたものである。 

６．東日本大震災と生産技術者 

 2011 年は 3 月に東日本大震災、秋にはタイの大洪水と天災が相次ぎ、生産活動は

サプライチェーン寸断等により大きな影響を被った。生産技術者は設備復旧や停

電等の電力対応、代替生産、代替部品の検討など平時と異なる幅広の活躍をした

が、大地震等の緊急時対応といった BCP など、これからますます重要となるリス

クマネジメントについても生産技術者に期待される役割は大きい。 
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７．今後の展開について 

 平成 23 年度は生産技術者のグローバル化対応とその確保・育成に向けての考え方

や方向について取り纏めることができた。今後については、海外現地における具

体的な実践事例を収集するなど、グローバル事業展開に直接参考になるような実

例を通して生産技術者の在り方、確保・育成にさらに役立つような提案を目標と

して活動する。 
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 機械工業高度化人材研究専門部会 

 [ 調査対象：日機連会員企業 並びに 団体会員（傘下加盟企業） ] 

ご回答して頂く方について 

本調査はテーマとして生産技術を標榜しておりますので、 
 ご回答は貴社の“事業部門等①”の単位毎に生産技術を統括している部署にてお取り纏

めをお願いしたいと考えております。 
 但し“生産”の業種が多岐に渡る場合、“事業部門等①”の単位毎に複数ご回答いただけ

れば幸いに存じます。 
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１．貴社概要、及び、貴事業部門等の事業内容について～Ｗ、B 

本設問においては、本アンケート調査の回答者属性に関わる事項についてお尋ねして
おります。回答は“事業部門等”単位毎にお願い致します。 

☛なお、本調査に於いて“貴事業部門等”とはビジネスユニット・社内カンパニー・
事業部門・事業部・事業本部・事業体等と称される組織を指し、主に業務の性質やリスク
の種類が類似した事業を推進する組織体を指すことにします。以下Ｂの記号が付いた設問
が該当。 

(１).貴社の概要～Ｗ 

貴社の概要についてお答えください。→本調査結果の概要を貴社下記宛先にお送りす
る予定でございます。 

１．郵便の宛先   〒番号  ご住所     
   宛先：企業名   部署名     
２．ご回答者ご芳名        
３．ご所属工業会名    、  、  

４．貴社の資本金 下記から選んで、枠内に○印を１つご記入下さい。 
 イ.10 百万円未満 ロ. 10 百万円～1 億円未満 ハ. 1 億円～3 億円未満 

 ニ.3 億円～10 億円未満 ホ.10 億円～100 億円未満 ヘ.100億円～1000億円未満

 ト.1000 億円～1 兆円未満 チ．１兆円～  

５．貴社単独の従業員数 下記から選んで、枠内に○印を１つご記入下さい。 

イ.３0 人未満 ロ.30 人～300 人未満  ハ.300 人～1 千人未満 
ニ.1 千人～1 万人未満 ホ.1 万人以上  

６．貴社単独の売上高 下記から選んで、枠内に○印を１つご記入下さい。 

 イ.1 億円未満  ロ.1 億円～10 億円未満  ハ. 10 億円～100 億円未満 
 ニ.100 億円～1 千億円未満  ホ.1 千億円～1 兆円未満  ヘ.1 兆円以上 

 

 (２).貴事業部門等の事業内容～Ｂ 

以下の１．～３．のそれぞれから該当する記号を選び、枠内に○印(複数)をお付けく
ださい。但し、人事関係部署がご回答される場合は、貴社メイン事業でお答えください。 

１．機械系・金属系業種分類注 ２．量的生産形態 ３．生産形態 

  1-1.汎用機械   １-７.鉄鋼  2-1.大量生産  3-1．見込み生産

  1-2.生産用機械   １-８.非鉄金属  2-2．中小量生産  3-2．受注生産 

  1-3.業務用機械   １-９.金属製品  2-3.少量受注生産   

  1-4.電気機械   １-10.その他の製造業  2-4.単品受注生産   

  1-5.情報通信機械  
 

 
注. ： 業種分類は日本標準産業分類 

（巻末の参考☛３．ご参照）に基づく   1-6.輸送機械 

付問.貴事業部門等の代表的製品の名称(複数回答可)ex.自動車電装品、IC チップ、電池、冷凍機な

ど） 
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記入必須： 

２．生産のグローバル化の現状と展望について～Ｗ、Ｂ 

グローバル化の時代といわれていますが、その実態は業種によっても違いが大きいと
いわれております。国内市場を主とする企業であっても今や海外に目を向けざるを得ない
時代を迎えています。そこで本設問では、機械工業におけるグローバル化の現状と展望を
把握することを狙いとし、貴社のグローバル化に関わる問題についてお尋ねします。 

(１).グローバル化の進展状況～Ｗ 
問１．貴社の海外売上高比率について下欄にご記入ください。～Ｗ   

なお、有価証券報告書等で公表されていない場合は以下の算式をご

利用ください。公表不可の場合はご記入不要です。 
→海外売上高比率＝貴社の海外売上高／（国内売上高＋海外売上高）×100 
この場合、輸出は海外売上高に含まれます。 別ファイル“本調査について（ご依頼と参考資料）”の ｐ７，ｐ８ご参照 

 

問 2．貴社の海外生産比率について下欄にご記入ください。～

Ｗ 
なお、有価証券報告書等で公表されていない場合は以下の算式をご利用ください。公表不可の

場合はご記入不要です。 
→海外生産比率＝貴社の海外生産高／（国内生産高＋海外生産高）×100 
この場合、輸出は国内生産高に含まれます。 別ファイル“本調査について（ご依頼と参考資料）”のｐ７，ｐ８ご参照 

(２).グローバル化の展望について～Ｗ、Ｂ 

問３．貴社の海外売上高比率に関する今後の見通しについてご回答ください。～Ｗ 
問３-1 貴社には海外売上高比率に関する経営計画など目標数値がありますか。

当てはまる枠内に○印を１つお付けください。～Ｗ 
 イ．目標数値がある→問 3-2 へ 

 ロ．目標数値はない→問 4へ 

問３-2 目標数値がある場合（問 3-1 で“イ”を選択した場合のみ）には計画上の目標
時期における海外売上高比率についてご記入ください。～Ｗ 

  目標時期 年 までに、海外売上高比率 ％ を達成 

 注．目標時期が複数ある場合は 2015 年に も近い年数をご記入ください。  

問４．貴社における内外生産拠点の動向についてご回答ください。～Ｗ 
現在既にあるか、或いは計画がある貴社の生産拠点と開発拠点の数は、それぞれ２～

３年後にどのようになりそうですか。その増減動向について、下記の拠点別選択肢の記号
欄から該当するものを選び、拠点のある国・地域名14の右側にある生産・開発欄の枠内にご
記入ください。 

国・地域１ 
生
産 

開
発 国・地域１

 
生
産

開
発 国・地域１ 生

産
開
発 国・地域１ 

生
産

開
発

ｲ.日本  ﾛ.東南アジア   ﾊ．欧州   ﾆ.旧ソ連地域   

ﾎ.中国   ﾍ.南アジア   ﾁ．北米   ﾘ.中南米   

ﾇ.韓・台・モンゴル   ﾙ.中東   ｦ．大洋州   ﾜ.アフリカ   

                                                  
14 注．国・地域区分の詳細については別ファイル“調査ご協力のご依頼”ｐ4 ご参照 

回答欄    ％

回答欄    ％
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       ２～３年後の動向に関する選択肢  

生産拠点 カ．新設する ヨ．増加する タ．現状維持 レ．減少する ソ．撤退する 
開発拠点 ツ．新設する ネ．増加する ナ．現状維持 ラ．減少する ム．撤退する 

 
問５ 貴社の国内にあるマザー工場（or マザー工場に相当する国内生産拠点）につ

いて、ご回答ください。その他の場合にはかっこ内に自由にご記入ください。～B 

問５-1 貴社にはマザー工場（or マザー工場に相当する国内生産拠点）があり
ますか。当てはまる枠内に○印を１つお付けください。～B 

  イ．ある  ロ．ない 

問５-2 貴事業部門等のマザー工場（or マザー工場に相当する国内生産拠点）

の現状における
・ ・ ・ ・ ・ ・

役割・機能は何ですか。また、マザー工場等がない場合に

は国内生産拠点の役割・機能としてお答えください。 
選択肢イ～ヲの中から も当てはまる順に◎○△印をそれぞれ１つずつ枠

内にお付けください。～Ｂ 

イ．生産技術の開発、実証 
（開発した生産技術を 初に適用する先端生産拠点） 

開
発
系
機
能 

ロ．工程削減、設計変更などによる生産技術の改善拠点  

ハ．生産技術の革新的技術開発、抜本的革新、プロセスイノベーシ
ョンを実現する拠点 

ニ．製造方法そのものの一新（工場更新）を企図する拠点 
（ex.製鉄の場合の高炉法から直接還元法へ） 

ホ．高付加価値化、高機能化、高度化の追求拠点 

ヘ．設計・開発部門と製造部門の一体化による競争力強化の拠点 

ト．製品の開発・設計に特化する拠点 

チ．技術、ノウハウ、知的財産の流出防止拠点 管
理
系
機
能 

リ．生産技術・技能の形式知化、マニュアル化、標準化の拠点 

  
ヌ．海外の現地に適合した技術・技能を開発し、海外移転先へ発信

する拠点 

ル．海外人材の教育・訓練、指導者養成の拠点 人
材
系ヲ．生産技術者の技術を磨き、伝承するための拠点 

 その他の場合にはかっこ内に自由にご記入ください。              

ワ．その他（                          ）

問５-3 貴事業部門等のマザー工場（or マザー工場に相当する国内生産拠点）が

現在
・ ・

重視している取組は何ですか。また、マザー工場等がない場合には国内生産
．．．．

拠点の
．．．

取組
．．

としてお答えください。 も当てはまる順に◎○印をそれぞれ１つず

つ枠内にお付けください。～Ｂ 

  
イ．サプライヤーからマーケットまで見据え、且つ TOC 理論（ボトルネ

ック理論・制約条件理論)等を踏まえた上での革新的生産技術の追求
（在庫圧縮、コスト削減、即納要求だけからの脱却等） 
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  ロ．自社製品特性に合わせた革新的生産システムの追求（セル生産、局
所クリーン化生産、従来とは異質の生産システムの導入など） 

 
ハ．サプライチェーン（供給連鎖）の一環を構成するサプライヤー（貴

社の協力企業等）の生産システムの革新   

ニ．“匠の技”の生産システムへの取込みによる競争力強化 

 

ホ．日本の生産システムを丸ごと海外移転するリスク（現地人材の能力に

依存するリスク、生産設備・手順・仕組みの技術流出など）を回避できる仕
組みづくりの追求 

ヘ．その他：（                         ）

問６．貴事業部門等の生産技術者が海外に派遣される場合について、当てはまるも

のをお選びください。その他の場合にはかっこ内に自由にご記入ください。～Ｂ 

問６-１ 貴事業部門等における生産技術者の海外派遣期間について、頻度とし

て も多い順に◎○△印を枠内に１つずつお付けください。～Ｂ 
  イ．～一週間  ロ．～半月  ハ．～1カ月  ニ.～3ヶ月  ホ.～6か月

ヘ．～1年  ト．～3年  チ．3年超  リ．他（          ）

問６-２ 貴事業部等に海外への派遣者がいる場合、どのような問題を抱えていま

すか。当てはまる順に◎○△印をそれぞれ１つずつ枠内にお入れください。

～Ｂ 
  イ.特に問題はみられない  ロ.現地文化・習慣等への親和性 

  ハ.赴任者家族の現地生活面  ニ.現地での批判等逆風への対応 

ホ．赴任者家族子弟の現地教育面  ヘ．現地従業員の人事・労務問題 

ト.単身赴任者の国内子弟教育面  チ.プライベート面の問題 

リ．その他：（                            ）

問７．貴社が海外現地技術系人材を採用する際、現地では
・ ・ ・ ・

どのように募集していま

すか。 も近い順に◎○△印をそれぞれ１つずつ枠内にお付けください。 
その他の場合にはかっこ内に自由にご記入ください。～Ｗ 

  イ.募集はしていない  ロ.国内で採用した留学生に紹介を依頼 

  ハ.海外求人求職仲介企業に依頼  ニ.現地取引先からの紹介 

 
ホ.国内求人求職仲介企業を通じ

て依頼 
 ヘ.現地進出済の政府系機関に依頼 

ト.既存現地採用者の紹介  チ.現地進出済の日系企業に依頼 

リ.国内大学を通じての紹介  ヌ.その他：（           ）

３．生産技術について～Ｂ、Ｗ 

当専門部会におけるこれまでの議論を振り返りますと、特に生産技術者を抱える部

門では、その役割の重要性の大きさにもかかわらず、解決すべき様々な問題を抱えて

いるという指摘がみられました。 
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そこで当部会では、生産技術者にもっと光を当てるべきという立場から、調査・検

討をして参りました。本年度は、より広範囲の企業のご協力を得て、調査することに

なり、皆様方のご協力を仰ぐ次第です。 

本設問では、日本の機械系工業各社における生産技術がどのような位置づけに有る

のかについてこれまで得られた知見をベースにさらに深く探ることを狙いとしており

ます。 

☛ご参考“生産技術”とは 

本調査票において “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、多義的で多様な技術」ではあるが敢えて集約化すれば「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」

としております。 
なお、詳細については 別ファイルの“本調査について（ご依頼と参考資料）”

のｐ４～ｐ５をご覧ください。 

(１).生産技術者の過不足感～Ｂ、Ｗ 

問８．貴事業部門の生産技術者の必要人数についての過不足感についてお伺いしま

す。“問 8-1.人員の量的な側面”と“問 8-2.人員の質的な側面”のそれぞれに

ついて該当する記号を選び、枠内に○印を１つお付けください。～Ｂ 

問９．問８における貴社の生産技術者に関する過不足感の背景には何がありますか。 
問 9-1.量的側面と問 9-2.質的側面のそれぞれについて、 も近いと思われる順
に◎○△印をそれぞれ１つずつ枠内にお付けください。～Ｂ 

問 8-1.人員の量的な側面 

イ．充足している  ロ．どちらかといえば不足している 

ハ．どちらかといえば充足している  ニ．不足している 

 

問 8-2.人員の質的な側面 

ホ．充足している  ヘ．どちらかといえば不足している 

ト．どちらかといえば充足している  チ．不足している 

問 9-1.人員の量的な側面  問 9-1.人員の質的な側面 

イ.人員要望に対し、配属人数が下回るから   イ.指導できるレベルの人材が確保できない 

 
ロ.海外への展開が急速で海外に人を取られ

るようになったから 
  ロ.指導できる人材が指導したがらない 

ハ.団塊の世代など高齢技術者の離職のため   ハ.技術継承不足で指導力が低下しているため

ニ.生産技術部門への希望者が少ないから   ニ.一人前になるまでに時間がかかるから 

ホ.過去の採用抑制のため   ホ.ローテーション不足・経験不足のため 
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その他の場合にはかっこ内に自由にご記入ください。 

(２).生産技術部門の自社内でのイメージ、問題点、対策について ～Ｂ 

問 10．貴社の生産技術関係の部署の社内等におけるイメージについて、以下の（A）、
（B）、（C）の中からいずれか１つを選び、○印をお付けください。～Ｂ 

 (A)プラス的なイメージ   (B)プラスとはいいにくい  (C)どちらでもない 
 問 10-(1)へ   問 10-(2)へ  問 10-(3)へ 

問 10-1. (A)を選んだ背景要因として次の選択肢から も近い順に◎○印をそれぞれ
１つずつ枠内にお付けください。その他の場合にはかっこ内に自由にご記入ください。～B 

問 10-2. (B)を選んだ背景要因として次の選択肢から も近い順に◎○印をそれぞれ
１つずつ枠内にお付けください。その他の場合にはかっこ内に自由にご記入ください。～B 

問 10-3. (C)を選んだ背景要因として次の選択肢から も近い順に◎○印をそれぞれ１
つずつ枠内にお付けください。その他の場合にはかっこ内に自由にご記入ください。～B 

 ヨ．プラスでもマイナスでもない  タ．職というよりは企業を選んでいるから

 レ．その他（                               ）

 

問 11．現在
・ ・

貴社は経営戦略上で下記のような特定機能を強化することを謳っていますか。
も近い順に◎○△印をそれぞれ１つずつ枠内にお付けください。～Ｗ、経営戦略 

ヘ.過去のリストラのため   ヘ.基礎学力不足のため 

 

ト.社内の位置づけにおいて生産技術系が劣
後しているから 

  ト.国内生産拠点の減少・消滅のため 

  チ.外注化による生産技術消滅のため 

 チ.その他（                リ.その他（             ）

イ．重要な強化部門の１つ  
ロ．一人で研究開発するより、みんなで

ものづくりするほうが好まれる 
ハ．どちらかというと強化部門に属す

る 
 

ニ．自らを成長させる場所と見られてい
る 

ホ．ものづくりの現場に近い方がよい
という応募者がいる 

 

ヘ．その他（             
                  
                  

                 ）
ト．生産技術に高いプライドを有して

いる 

 
チ．強化部門とはいえない  

リ．生産技術をやりたがる応募者はほとんど
いない 

ヌ．人員配置が十分とは言えない  ル．設計等に比べ、２番手意識がみられる 

 

ヲ．応募者は研究・開発・設計志向が強
い 

 
ワ．生産技術を正当に評価しようという認識

が希薄である 

カ．その他（                                ） 

イ.特にない   ロ.商品企画力  ハ.研究開発力  ニ.生産技術力 
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その他の場合にはかっこ内に自由にご記入ください。  

問 12．現在貴社への技術系応募学生が惹かれる職種は何ですか。下の選択肢の中か
ら も近い順に◎○印をそれぞれ１つずつ枠内にお付けださい。 ～Ｗ、採用 

 イ．研究開発  ロ．設計  ハ．生産技術  ニ．生産管理  ホ．製造 

 ヘ．その他（                                 ）

 
問 13．貴事業部門等の生産技術関係の部署が抱える主な問題点（危機感・障害）に

ついて、イ～ワの中から も近いと思われる順に◎○△印をそれぞれ１つずつ枠
内にお付けください。～B 

問 14．貴事業部門等の生産技術力アップのための対策について、 も近い順に◎○

△それぞれ１つずつ枠内にお付けください。 
その他の場合にはかっこ内に自由にご記入ください。～Ｂ 

ホ.生産設備の
高度化   ヘ.製造現場   ト.部品部材等調達力   チ.販売・営業戦略 

リ.知的財産権   ヌ.品質保証   ル.安全・安心  ヲ.アフターサービス

ワ.その他(                                    )

イ．若い層（２０～３５歳層）が少ない 年齢構成に関

わる問題 ロ．中堅層（３５～５０歳層）が少ない 

ハ．グローバル対応力が不足している 

生産技術がグ

ローバル化す

るに際して障

害となる問題

ニ．技術継承が不十分で技術レベルが全社的に低下している 

ホ．生産拠点の海外移転により国内で技術を磨く場が減少している 

ヘ．外部調達への移行により、技術を磨く機会が減少している。 

ト．海外に指導できる技術力が枯渇しつつある 

チ．海外子会社の優れた生産技術が埋もれたままになっている 

リ．海外で開発された生産技術を国内に持ち帰るシステムがない 

ヌ．若手技術者の技術吸収力が低下している 
応募学生・若

手技術者に特

徴的な問題 

ル．採用後の再教育の必要性が高くなっている  

ヲ．応募学生の基礎学力が低下している 

  ワ．応募学生の社会人基礎力が低下している 

その他の場合にはかっこ内に自由にご記入ください。 

カ．その他（                                ）

生産技術力アップのための対策として実施していること 

イ．特段の対策は取っていない 

ロ．全社的なものづくりの強化運動を展開している（現場重視の姿勢）  

ハ．部門横断型の全社的な組織活動を展開（技術者同士の交流による底上げ） 
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(３).生産技術の競争力～Ｂ 

問 15．貴事業部門等の国際競争力の源泉（どこで付加価値を稼ぐか）に関するお考
え（経営方針）について、 も近い順に◎○それぞれ１つずつ枠内にお付けく
ださい。 その他の場合にはかっこ内に自由にご記入ください。～Ｂ 

 
 

 

 

 

 

 

問 16．貴事業部門固有
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

の生産技術力の競合他社比較について、“A.現在”と“B.５
年後”を想定したときに当てはまる状況について、国内・海外のそれぞれから
１つ選び、○印を枠内にお付けください。 その他の場合にはかっこ内に自由にご記入

ください。～Ｂ 

問 17．問 16 でご回答
．．

された
．．．

“A.現在”と“B.５年後”における貴社国際競争力の

状況について、その背景
．．

要因
．．

として も近い順に◎○△印を “Ａ現在”と“Ｂ

５年後”の枠内にそれぞれ１つずつお付けください。～Ｂ 
 Ａ.現在 Ｂ.５年後 
イ.国内同業の製品の品質（出来映え）   
ロ.国内同業の生産コストから推察   
ハ.国内同業の納期から推察   
ニ.国内子会社の生産技術力から推察   

ニ．生産技術力の見える化の工夫（例．レベル１．レベル２．などと指標化） 

ホ．基礎学力の再教育強化（例.４力学(材料・熱・流体・機械の各力学)など）

ヘ．教育研修（OffJT）の強化  

ト．ローテーションの制度化（例．複数回実施を昇格要件化など）  

チ．国内人材の海外体験の強化 

リ．採用者の一部を海外一流大学卒のトップレベル層にシフト 

ヌ．採用者の一部を海外一流大学卒のトップレベル層にシフトを検討   

ル．その他（                             ）

国際競争力の源泉（付加価値を生み出すところ） 

  イ．商品企画力  ロ．生産技術力  

ハ．商品の高付加価値化  ニ．製造の現場力 

ホ．商品の高機能化  ヘ．営業戦略の革新 

ト．製品設計技術力  チ．市場開拓力 

リ．その他（                       ） 

問 16-1 Ａ．現在の固有生産技術の国際競争力           その他 

国内競合他社と比べ   ｲ上位  ﾛ同等   ﾊ下位   ﾆ(         )

海外競合他社と比べ   ｲ上位  ﾛ同等   ﾊ下位   ﾆ(         )

 

問 16-2 Ｂ．５年後の固有生産技術の国際競争力 その他 

国内競合他社と比べ   ｲ上位  ﾛ同等   ﾊ下位   ﾆ(         )

海外競合他社と比べ    ｲ上位  ﾛ同等   ﾊ下位   ﾆ(         )
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ホ.海外同業の製品の品質（出来映え）   
ヘ.海外同業の製品の品質（出来映え）のキャッチアップ力から   
ト.海外同業の生産コストから推察   
チ.海外同業の生産コスト面のキャッチアップ力からみて判断   
リ.海外同業の納期から推察   
ヌ.海外同業の納期面のキャッチアップ力からみて判断   
ル.海外子会社の生産技術力から推察   
ヲ.海外子会社の生産技術力のキャッチアップ力からみて判断   
ワ.日本人は生産技術者に向いている   
カ.現場や生産技術へのこだわりの強さ   
ヨ.生産技術を希望する内外学生のレベル感の比較から   
タ.その他（                      ）   

問 18．貴事業部門等がグローバル展開する際に、“問 18-1．現在の生産技術力の取

り扱い”と“問 18-2．開発・高度化の取組”の各々について、 も近いと思

われる記号を選び、○印を１つずつ枠内にお付けください。 
その他の場合にはかっこ内に自由にご記入ください。～Ｂ 

 

４．生産技術系人材のグローバル化について～Ｂ 

人口減少による国内市場の縮小、円高の定着などを背景とした海外市場の重要性の

高まりから、グローバル化の波は国内市場依存型企業にも及びつつあり、生産拠点の

海外移転とそれに伴う人材のグローバル化が大きな課題になっております。 

特に海外に生産拠点を拡大する際には、生産技術者が大きな役割を果たします。そ

こで本設問では、グローバル化に対応可能な生産技術者の育成に関するお考えについ

てお聞きします。 

(１).グローバル人材像～Ｂ 

（グローバル展開できる生産技術者についてお答えください） 

問 18-1．現在の生産技術の取扱い 

  
イ.生産技術は原則としてすべて国内で

開発・囲い込む  
 ロ． 先端も含め海外に移転する  

 

ハ． 先端の生産技術は原則として国内
に囲い込み、他は海外に移転する 

 
ニ.戦略的重要技術だけを国内に囲い込み、

他は全て海外移転を進める 

ホ.その他（                                   ）

問 18-2．生産技術の開発・高度化の取組 

 

イ.生産技術の開発・高度化は原則と
してすべて国内で進める 

 
ロ．戦略的重要技術の開発・高度化は原則とし

て国内で進めるが、他は海外でも実施する

 

ハ． 先端の生産技術の開発・高度化
はすべて国内で進め、他は海外で
も実施する 

 
ニ.どの技術も区別せず海外でも開発・高度化

を進める 

 

ホ.その他（                                   ）
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問 19．貴事業部門が標榜するグローバル人材像について問 19-1～4 の各々毎に、
も当てはまると思われる順に、◎○印をそれぞれ１つずつ枠内にお付けくだ
さい。その他の場合にはかっこ内に自由にご記入ください。～Ｂ 

～グローバル人材像（生産技術者の場合
．．．．．．．．

）としてのコアコンピタンス～ 

問 19-1．運営・管理能力面～当てはまる順に◎○印をそれぞれ１つずつ枠内にお付けください。

  
イ．海外生産拠点の立上げ時に関わる生産関連業務を現地の人を指導・協力しながら一

人でやり抜くことができる。 

 

ロ．立ち上げ後の海外生産拠点の運営・管理に関して現地の人を指導・協力しながら一
人でやり抜くことができる。  

ハ．海外生産拠点の総責任者として新規立ち上げ業務を任せることができる。  

ニ．海外生産拠点の総責任者として立ち上げ後の運営業務をまかせることができる。 

ホ．テロや暴動などの海外非常時において適切な対応をとることができる。  

ヘ．その他（                                 ）

問 19-2．技術・技能・ノウハウ面 
～当てはまる順に◎○印をそれぞれ１つずつ枠内にお付けください。 

イ．現地で適切な技術・技能の解説・指導ができる 

ロ．現地で必要な技術・技能を実際にやってみせることができる。 

ハ．現地の人を納得させ、指導を仰がせるだけの技術・技能を持っている。 

ニ．生産に関わるさまざまなトラブルを即座に解決に導くことができる。 

ホ．本人の専門技術・技能について何か１つ優れたモノ（特技など）によってコミュニ
ケーションに活かすことができる。 

ヘ．経営管理面のノウハウを身につけている。 

ト．人事・労務管理面のマネジメント・ノウハウを身につけている。 

チ．英語でのコミュニケーション能力の他に、現地語をある程度は身につけようという
意欲と実践力がある。 

リ．業務上のやりとりを英語と現地語でこなせる。 

ヌ．その他（                                 ）

問 19-3．対人関係面～当てはまる順に◎○印をそれぞれ１つずつ枠内にお付けください。 

イ．海外現地において非常時にも適切なリーダーシップを発揮できる。 

 

ロ．海外現地からの改善提案や仕事の進め方についての意見表明などに対し、適時適切

な意思決定ができる。 

ハ．現地で生じるさまざまなトラブルなどに、適時適切に対応できる。 

ニ．現地人材から高い信頼を得ることができる。 

ホ．現地語についてもある程度のコミュニケーションが取れる。 

ヘ．現地の文化・習慣などに通じ、現地社会へのスポークスマンとしての働きもできる。

ト．その他（                                 ）

問 19-4．精神力面～当てはまる順に◎○印をそれぞれ１つずつ枠内にお付けください。 

イ．未経験業務であっても 後までやり抜く気概がある。 

ロ．海外での激しい競争に耐えられるだけの気力・精神力がある。 



－240－ 

ハ．既成概念に捕らわれず、チャレンジ精神を持続できる。 

ニ．異文化と衝突したり、落ち込んだりしてもそこから回復し、乗り越えることができる。

ホ．その他（                                  ）

問 20．貴事業部門等が標榜するグローバル人材像（生産技術者の場合
．．．．．．．．

）に照らして
現在課題となっていることに も近い順に◎○△それぞれ１つずつ枠内に
お付けください。 その他の場合にはかっこ内に自由にご記入ください。～Ｂ 

問 20-1．日本人についての課題 問 20-2．外国人についての課題 

 

イ.海外赴任希望者の絶対量不足の解

消 
イ.定着率のアップ 

 

ロ.海外赴任に必要なローテーション

の確保 
ロ.キャリアパスの明示 

 

ハ.海外赴任者のメンタルヘルスへの

対策 

ハ.内外共通の昇給・賞与・昇格制度の

構築 

 

ニ.「いきなり海外赴任」（修羅場体験）

の納得度の引上げ 

 ニ.社内諸制度の見える化（文書化・標

準化） 

 

ホ.海外赴任者に対する十分な事前研

修の実施 

 ホ.十分な導入研修の実施（費用・指導・

教材面） 

 

ヘ.海外赴任者の現地コミュニケーシ

ョン能力の引上げ 

 ヘ.入社後のフォロー研修の実施（費

用・指導・教材面） 

 

ト．社内情報等の意図せざる流出の防

止 
ト．社内情報等の意図せざる流出の防止

チ.他（             ）  チ.他（              ）

問 21．貴事業部門等のグローバル化を数年後に具体的に担う人材として、技術と技

能それぞれに も当てはまると思われる順に◎○印をそれぞれ１つずつ枠内

にお付けください。その他の場合にはかっこ内に自由にご記入ください。～Ｂ 

問 21-1．技術中枢を担う人材 問 21-2．熟練技能を担う人材 

  イ.日本人が担う イ.日本人が担う 

ロ.日本人と外国人が共に担う ロ.日本人と外国人が共に担う 

ハ.日本人から外国人にシフトしていく ハ.日本人から外国人にシフトしていく 

ニ.外国人が中心となる ニ.外国人が中心となる 

ホ.他（              ） ホ.他（              ）

問 22．数年後に貴事業部門等のグローバル化を具体的に担う技術系幹部候補の人材

を採用する場合について、 も期待したい順に◎○△印を国内と海外でそれぞれ

１つずつ枠内にお付けください。但し、国内大学卒・院卒の日本人は選択肢から

除外しています。その他の場合にはかっこ内に自由にご記入ください。～Ｂ 

問 22-1．国内の現場で働く幹部候補人材 問 22-2．海外の現場で働く幹部候補人材

  イ.国内の高専卒の日本人  イ.国内の高専卒の日本人 

ロ.海外大学卒の日本人  ロ.海外大学卒の日本人 
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ハ.海外で就業等経験のある日本人  ハ.海外で就業等経験のある日本人 

ニ.海外青年協力隊などの技術系海
外ボランティア経験者 

 ニ.海外青年協力隊などの技術系海外
ボランティア経験者 

ホ.国内大学卒・院卒の外国人  ホ.国内大学卒・院卒の外国人 

ヘ.海外大学卒の外国人  ヘ.海外大学卒の外国人 

ト.他（            ）  ト.他（             ）

(２).国内生産技術者のグローバル教育研修～Ｂ 

問 23．貴事業部門等は海外赴任要員に対する事前研修を実施していますか。また、実

施の有無の各々について当てはまる記号を選び、枠内に○印（複数可）をお付けくだ

さい。～Ｂ また、社外施設等については可能であれば具体的に括弧欄にご記入ください。 

    内容                   理由 

 

問 24．貴事業部門等は海外赴任前
．
研修を実施する場合、次のどの点を重視していま

すか。 も当てはまると思われる順に◎○△印をそれぞれ１つずつ枠内にお付け

ください。その他の場合にはかっこ内に自由にご記入ください。～Ｂ 

イ．自社経営理念・価値観についての理解 

ロ．グローバル・マネージメントについての理解 

ハ．海外で戦えるリーダーシップについての理解 

ニ．海外赴任の意義についての理解 

ホ．赴任地の文化・風習の理解 

ヘ．経営管理、人事管理等のマネジメントノウハウ 

ト．赴任地の政治・経済・歴史・地理などの知識 

チ．その他（                       ） 

 

問 25．貴事業部門等において海外赴任前要員に語学研修を実施する形態について、当

てはまる体制を選び（複数可）、海外派遣先がある場合には右側の派遣先国欄の枠内

に○印を１つお付けください。その他の場合にはかっこ内に自由にご記入ください。～Ｂ 

語学研修の実施体制（委託先など） ▸海外派遣先の国名 
(▸当該国の枠内に○印(複数可)、

▸その他は国名を記入） 
 

イ．海外に派遣して、専門業者に委託する▸▸▸▸▸ ▸

   イ．実施している  ヘ．実施していない 

  ロ．国内にある自社グループ内研修施設  ト．必要だと思うが余裕がないので
実施していない 

ハ．社外施設(           ）  チ．いきなり赴任に意味(stretch or 
tough assignment)があるので
実施していない ニ．海外にある自社グループ内研修施設

ホ．海外社外施設(         ）  リ．その他（          ）
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ロ．国内専門業者に委託する  ﾄ.米・加  ﾘ.英国 

ハ．自社 Gr.内で外部講師を招聘して実施する  ﾁ.ｵｾｱﾆｱ  ﾇ.中国 

ニ．自社 Gr.内で内部講師を招聘して実施する  ﾙ.その他（      

ホ．実施していない→問 27 へ              

            ）ヘ．その他(               ）

 

問 26．貴事業部門等における語学研修に関する考え方等について、イ～ニから当て

はまる記号を１つ選び、○印を枠内にお付けください。英語以外の語学名につ

いてはホ.の欄内にご記入ください。その他の場合にはかっこ内に自由にご記入くださ

い。～Ｂ 

海外派遣の場合の語学研修に関する考え方等について 

イ．語学について達成基準を設定している 

ロ．語学レベルは問わない（人物や業績本位で選定するから） 

ハ．国内で語学研修を課す 

ニ．海外に派遣して語学研修を課す 

ホ．英語以外も実施している→（    語、   語、   語） 

ト．その他（                        ） 

問 27．貴事業部門等における赴任地の異文化・風習等に関する研修について、実施

の有無並びにそのお考えをお聞かせください。 も当てはまる記号を１つ選び、

○印を枠内に１つお付けください。その他の場合にはかっこ内に自由にご記入くだ

さい。～Ｂ 

問 27-1．赴任地の異文化・風習等に就いての研修の有無 

イ．実施している    ロ．実施していない 

問 27-2．赴任地の異文化・風習等研修についての考え方 

ハ．大変重要であり、是非受けさせるべきである 

ニ．重要ではあるが、そこまで企業として負担しきれない 

ホ．必要だが適切な講師が見つかりにくい 

ヘ．現地事情を研究している大学など専門機関が引き受けるべきだ 

ト．どこの企業でも同様のニーズがあるので、業界団体でまとめてやって欲しい

チ．その他（                              ）

問 28．貴事業部門等が海外派遣する要員を選抜する場合に重視している考え方や手

順等について、 も当てはまる順に◎○印を枠内にそれぞれ１つお付けくださ

い。その他の場合にはかっこ内に自由にご記入ください。～Ｂ 
イ．実施していない 
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ロ．選抜して海外赴任の事前研修を受けさせてから赴任させる 

ハ．選抜して複数のローテーションを実施した後に赴任させる 

ニ．語学について所与のレベルの達成者から選抜する 

ホ．選抜した後、語学研修を受けさせる 

ヘ．抜擢人事によっていきなり赴任させる 

ト．その他（                       ） 

 

(３).海外現地人材（除く日本人）の育成方針（生産技術者
．．．．．

を念頭に置いて） 

問 29．貴事業部門等における海外現地人材向け教育研修について、問 29-1~4 のそれ

ぞれの枠内に○印を１つお付けください。また、その他欄にはかっこ内に自由に

ご記入ください。～Ｂ 

 

問 30．貴事業部門等は海外現地人材の登用をどのように考えていますか。問 30-1~4 のそれ
ぞれについて、該当する記号があれば枠内に○印を(複数可)、無ければその他欄に自
由にご記入ください。その他の場合にはかっこ内に自由にご記入ください。～Ｂ 

問 29-1．教育研修の実施場所  問 29-2．教育研修メニューの作成者 

イ．実施していない  イ．実施していない 

ロ．国内自社施設で実施   ロ．自社社員が作成  

ハ．国内他施設（JAVADA 等）  ハ．国内の自社外の人（JAVADA、他社等）

ニ．海外現地で実施   ニ．海外の現地の人が作成  

ホ．内外両方で実施  ホ．内外両ケースあり  

へ．他（         ）  へ．他（               ）

問 29-3．教育研修メニューの監修者  問 29-4．教育研修の講師 

イ．実施していない  イ．実施していない 

ロ．自社社員が監修  ロ．自社社員 

ハ．国内の自社外の人が監修  ハ．国内の自社外の人 

ニ．海外現地の人が監修  ニ．海外現地の人 

ホ．内外両ケースあり  ホ．内外両ケースあり 

へ．他（         ）  へ．他（         ） 

問 30-1．海外現地法人の役員 問 30-2．海外現地法人の管理職 

イ．海外人材を起用する  イ．海外人材を起用する 

ロ．海外人材を中途採用する  ロ．海外人材を中途採用する 

ハ．国内から派遣  ハ．国内から派遣 

ニ．他（           ）  ニ．他（            ）
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問 31．貴事業部門等では海外人材の登用・活用に際し、どのような点を考慮してい

ますか。優先度の高い順に◎○印を枠内に１つお付けください。～Ｂ 

以上で終わりです。ご多忙のところ、ご協力いただき、誠にありがとうご

ざいました。 

 

問 30-3．国内本社等の役員 問 30-4．国内本社等の管理職 

イ．海外人材を起用する  イ．海外人材を起用する 

ロ．海外人材を中途採用する  ロ．海外人材を中途採用する 

ハ．国内人材から登用  ハ．国内人材から登用 

ニ．他（           ）  ニ．他（            ）

海外人材の登用・活用に際し、考慮している点 

ヘ．企業理念・ビジョンの解説・示達 

ト．自社ローテーション、人事異動、人事評価の仕組み等の説明 

イ．暗黙知的な仕事のやり方の見直し（明示化、文書化） 

ロ．内部会議の進め方（会議の目的、議論の流れ等）の明確化 

ホ．報・連・相の必要性の解説・示達 

ハ．職務範囲の明確化、文書化（職務記述の詳細化） 

ニ．仕事の指示（5W1H）の明確化 

チ．その他（                           ） 
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２．アンケート調査票 Part2(震災部)  

一般社団法人 日本機械工業連合会 
 機械工業高度化人材研究専門部会 

[ 調査対象：日機連会員企業 並びに 団体会員（傘下加盟企業） ] 

本調査票全体像 

ご回答して頂く方について 

本調査はテーマとして生産技術を標榜しておりますので、 
 ご回答は貴社の“事業部門等①”の単位毎に生産技術を統括している部署にてお取

り纏めをお願いしたいと考えております。 
 但し“生産”の業種が多岐に渡る場合、“事業部門等①”の単位毎に複数ご回答いた

だければ幸いに存じます。 
ご回答にあたって 

① 本調査で“事業部門等”とは、「ビジネスユニット・社内カンパニー・事業部門・事業
部・事業本部・事業体等と称される組織を指し、主に業務の性質やリスクの種類が類
似した事業を推進する組織体」を指すものとしております。 

② 目次の中で末尾のＷ(=Whole)は全社対象を、Ｂ（=Business）は事業部門等単位を想定
した設問を表します。 

③ “その他”欄のスペースが足りない場合、その部分を拡張の上、自由にご記入くださ
い。 

回答期限について 

回答期限：2011 年 10 月 12 日（水）

―――――平成２３年度 調査票（Part2 震災部） 目次――――― 
５. 震災の影響・復旧と生産技術者～Ｗ 246 
（１）被害状況～Ｗ 246 
（２）．人的支援の有無～Ｗ 246 
（３）．人的支援以外の支援～Ｗ 247 
（４）．震災等非常時における生産技術者の役割～B 247 
 

調査票 Part１ 
（本体部） 
 

１．回答企業属性 
２．機械系工業におけるグローバル化の現状と展望 
３．生産技術者の重要性と生産技術の国際競争力の帰趨 
４．グローバル展開の中での人材育成の考え方 

調査票 Part２ 
（震災部） ５．震災の影響・復旧と生産技術者の役割 
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５. 震災の影響・復旧と生産技術者～Ｗ 

本事業と東日本大震災とは直接的には結びつかない面があります。 
しかし、震災以降、生産技術者はどのような状況下で、どのように対応したのかと

いうことを調べることで、平時には意識されなかった新たな役割を見出すことができ

るかもしれないとの思いから本問を設けました。 
 

（１）被害状況～Ｗ 

問 32．貴社は今回の東日本大震災で生産設備の停止等の被害を受けましたか。被

害の内容について該当する記号があれば○印を（複数可）お付けください。 
その他の場合にはかっこ内に自由にご記入ください。～Ｗ 

 

問 33．貴社は今回の東日本大震災でどの程度の被害を受けましたか。公表されて
いる被害額があればご記入ください。なお、無い場合は０億円と、公表して
いない場合は枠内に○印をお付けください。～Ｗ 

被害額 億円  公表せず 

 

問 34．貴社の今回の東日本大震災被害の復旧メドはいつ頃になりますか。公表さ
れているメドがあればご記入ください。公表していない場合は枠内に○印を
お付けください。～Ｗ 

復旧メド 平成   年   月頃   公表せず 

 
（２）．人的支援の有無～Ｗ 

問 35．貴社は他社から人的支援を受けましたか。或いは 他社に対する人的支援
を実施しましたか。該当する記号を選び、枠内に○印を（複数可）お付けく
ださい。その他の場合にはかっこ内に自由にご記入ください。～Ｗ 

問 32-1．自社関係の影響 

  イ.特に被害はない   ロ.工場等建屋の損壊  ハ.外国人研修生等の一時帰国

ニ.自社生産ラインの停止  ホ.従業員等の人的被害  ヘ.原発避難・屋内待機地域 

ト. 自社生産設備の損傷  チ. その他（                       ）

問 32-2．社外からの影響 

イ.特に影響はない  ロ.水道の供給途絶  ハ.道路網の損壊 

ニ.外注品の供給途絶  ホ.ガスの供給途絶  ヘ.鉄道網の損壊 

ト.取引先の被災  チ.石油等燃料の供給面  リ．港湾の損壊 

ヌ.計画停電、節電義務  ル.電話、ウェブ等通信手段の障害  ヲ．空港の損壊 

ワ.その他(                                       ) 
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（３）．人的支援以外の支援～Ｗ 

問 36．貴社は人的支援以外
．．．．．．

の支援を受けましたか。或いは、他社に対する人的支
．．．

援以外
．．．

の支援を実施しましたか。該当する記号を選び、枠内に○印を(複数

可)お付けください。その他の場合にはかっこ内に自由にご記入ください。～Ｗ 

問 37．貴社が生産現場におい
．．．．．．．

て
．
自社の復旧や他社の復旧支援を実施したときに、

実際に活躍した部署
．．．．．．

はどこですか。該当する記号に○印を（複数可）お付け

ください。その他の場合にはかっこ内に自由にご記入ください。～Ｗ 
 

 

 

 

 
（４）．震災等非常時における生産技術者の役割～B 

問 38．貴社が非常時
．．．

対応として、生産現場において
．．．．．．．．．．．．．．

自社の復旧や他社の復旧支援を

問 35-1．他社からの人的支援 問 35-2．他社に対する人的支援 

  イ.受けなかった   チ.実施しなかった 

ロ.受けた→国内他社から   リ.実施した 

ハ.受けた→海外子会社から    

ニ.受けた→海外他社から    

その理由   その理由 

ホ.自社の主体的判断   ヌ.自社の主体的判断 

ヘ.他社からの要請   ル.他社からの要請 

ト.他（          ）   ヲ.他（        ） 

問 36-1．他社からの人的支援以外の支援  問 36-2．他社への人的支援以外の支援 

イ.受けなかった  ロ.受けた   イ.実施せず  ロ.実施した 

       

 

ハ. 工場敷地 
提供 

 ニ．資金援助 
 

 
ハ. 工場敷地提

供 
 ニ．資金援助 

 

ホ. 工場と機械
設備提供 

 
ヘ．海外外注先 

紹介 
 

 
ホ. 工場と機械

設備提供 
 

ヘ．海外外注先 
紹介 

 

ト．部品・部材
提供 

 チ．海外移転支援
 

 
ト．部品・部材

提供 
 チ．海外移転支援

 
リ．代替生産  ヌ. その他

(      ) 
  リ．代替生産  

ヌ．その他
(      ）

自社又は他社の復旧支援を実施した部署 

  イ.生産技術系部門  ロ.工務・工事系部門 

ハ.生産管理系部門  ニ.生産設備の保守・保全系部門 

ホ.製造系部門  ヘ.検査系部門 

ト.その他（                        ） 
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実施したときに、貴社の生産技術者が実施した復旧支援内容についてお答えく

ださい。以下の枠内にできる限り具体的にご記入ください。～B 
問 38-1．自社内の復旧支援内容  
・                
・                
・                
・                
・                
・                
・                
・                
・                
・                

問 38-2．他社への復旧支援の内容 
・                
・                
・                
・                
・                
・                
・                
・                
・                
・                

問 39．貴社では今回の震災経験を踏まえ、生産技術者の役割についてどのように

お考えですか。該当する記号に○印を１つお付けください。もし“変化した”

とお答えの場合はその内容についてかっこ内に自由にご記入ください。 
その他の場合にはかっこ内に自由にご記入ください。～B 

 
☛ 後に、貴社の概要についてお伺いいたします。→本調査結果の概要を貴社下
記宛先にお送りする予定でございます。 
１．郵便の宛先   〒番号  ご住所    
  
   宛先：企業名   部署名     
２．ご回答者ご芳名       
  

 

☛なお、せっかくの機会ですので一般社団法人日本機械工業連合会、或いは当機械工
業高度化人材研究調査専門部会の活動（含む、本アンケート調査）に対するご要望
やご意見などが有れば下欄にご自由にお書きください。 

自由回答欄； 

 

 

☛以上で終わりです。ご多忙のところ、ご協力いただき、誠にありがとうございました。 

 

今回の震災等によって生産技術者に生じた役割の変化 

  イ. 特に変化したとは思わない 

ロ. 緊急対応時を除き、平時と変わらない 

ハ. 緊急対応時ばかりでなく平時も変化した（                ）

ニ. その他（                               ）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成23年度 グローバル化に対応する生産技術者の 
確保・育成に関する調査研究 

－機械工業高度化人材研究調査専門部会報告書(Ⅳ)－ 
       

平成24年３月 
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