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 [概 要] 

今後の我が国機械工業が持続的な発展を目指していくためには、グローバル化対応力の

確固とした強化や従来にも増して一層の高度化を推進していくことが求められる。そのた

めには専門技術分野の知識とともに創造力や構想力、課題解決力など対応力や推進力とし

ての十分な能力を備えた技術系人材の育成確保が不可欠になっている。そこで、機械工業

の将来展望に基づく望ましい技術系人材像を探り、その育成方策等について調査研究を行

うため機械工業高度化人材研究調査専門部会（部会長・中浜慶和ダイキン工業㈱シニアス

キルエキスパート）を設置し、調査を進めている。 

平成 23 年度は、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を行った。 

 

１．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

争力等が最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1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（）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 

                                                   
1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
部署宛に実施。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）。 

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 

 

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。 
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図表 7 生産技術のイメージ 

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。 

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。  

       図表 8 生産技術のプラスイメージの要因 

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。 
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（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最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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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「最先端或いは戦略

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。  

図表 12 生産技術の海外移転の考え方 

同様にグローバル化が進んでいるところほ

ど「最先端技術」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）。最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。 

図表 13 生産技術の開発･高度化の海外移転の可能性 

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。 
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その他
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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 

生産技術系で最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） 
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注．図中の①、②、③---はアンケート調査結果から得られた重視度合いの強さ順を表す。 

 

（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。 

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最大の課題は、海外赴任者の絶対量不足の解消である（図表 

15）。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

国人についての最大の課題は、外国人の定着率のアップである（図表 16）。 

 
図表 15 海外派遣の日本人が抱える課題 

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。 

図表 16 海外現地の外国人が抱える課題 

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

答が最も多い。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。 

     図表 17 技術中枢と熟練技能の国籍別担い手 

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。 
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４．十分な事前研修
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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 
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（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。 
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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。 

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、

最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」が最

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最も高

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 



 

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。 

 



（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最大の課題は、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最大の課題は、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。 



（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。  

 

 


