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２4 生産技術者 

調査・研究報告書の要約 
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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。 

同専門部会では、我が国のものづくりを現場から実質的に支えてきた生産技術者に光を

当て、生産技術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。平成 24 年度は、前年度のアンケート調査によって中小企

業を含めた機械工業全般にわたる生産技術者とグローバル化の実態を把握したことを受け

て、委員企業から実際に海外赴任した人の実体験として現地で遭遇した問題や対応とグロ

ーバル採用の実情について報告を受け、今後に向けての課題と論点を整理した。また、平

成 20 年度以降、継続して実施した生産技術と生産技術者の調査結果の総括を行い、これ

らの成果を「グローバル新時代の新しい生産技術者像の構築～機械工業における海外赴任

体験談とグローバル人材の採用と育成」と題する報告書に取り纏めた。 

 

Ⅰ．平成 24年度事業 

１．平成 24年度報告の特長 

平成 24 年度事業では多くの海外体験事例を扱っている。これらは体験者自らの個人的

な見解を含むものである。個人の体験談を事例として採り上げ、調査報告に取り纏めたも

のは、従来の類書にはほとんどみられない。その意味で新しい試みであり、ユニークな報

告であると受け止めてもらえればと願うものである。 

２．今年度事業の位置づけ 

日本企業の海外生産拠点の増加や、海外市場の開拓・深耕の必要性が高まる中で、グロ
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ーバル化に対応しうる生産技術者が求められている。 

平成 23 年度調査においては、アンケート調査によって中小企業を含めた機械工業全般

に亘る生産技術者とそのグローバル化の実態について把握した。 

前年度調査を受けて平成 24 年度調査では、実際に海外に赴任した人の実体験を基に、

現地で遭遇した問題や対応についての委員企業からの報告とグローバル採用の実情につい

ての報告を受け、課題などを検討した。 

また、平成 20年度以降継続してきた生産技術と生産技術者に関する事業全般について、

グローバル化に伴う生産技術者の課題と実態、今後の生産技術者の確保・育成に関わる社

内体制や教育・育成等のあり方などについての総括を行った。 

３．海外体験事例 

赴任地での体験談～人材面（人材要件など）、採用・育成・指導面、管理面（労務・人事

管理、危機管理、業務管理）、文化・慣習面毎に事例をまとめた。特に、文化・慣習面では

宗教・文化・価値観、商習慣、社会の仕組み、法制度面での日本との違いなどが指摘され

ている。 

このほか赴任地における心構えや通訳と伝達率、現地でのコミュニケーション、日本か

らの出張者への対応など国内では気がつきにくい事象・心象にわたる報告が行われ、業務

面における“海外展開力”や現地の生活面における“滞在力”といったキーワードが、通

訳の“伝達率”という表現と共に海外赴任ならではの語句として紹介された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．グローバル化とグローバル人材の現状 

各社の経営戦略をみると、その目指すところは「グローバルな企業グループ」、「グロー

バルトップへ挑戦」、「グローバル事業展開の加速」、「真のグローバルエクセレント企業」、

「真のグローバル企業への変容」などであり、「グローバル化」が戦略の要となっている。 

戦略のうち市場面では「新興国」が、生産・調達面では「海外展開」がそれぞれ核とな
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っている。グローバル人材の課題をみると、「計画上必要とされるグローバル人材は質量と

もに大きなギャップがある」という企業があるなど、新興国の成長スピードが速すぎるた

めに課題が山積状態になっている。 

５．グローバル人材の要件 

現状では報告のあった各社の多くが、「グローバル化」を「無国籍のグローバル化」に求

めるというよりは、「軸足を日本に置いたグローバル化」を指向する傾向にある。このよう

なグローバル化に対応できる人材で、しかも、海外マネジメントもできる人材が求められ

ている。 

６．グローバル採用の考え方 

今後のグローバル採用の方針について、ある企業では「世界の優秀人材の把握と差別化

採用戦略」の立案へ向けた「人材マーケティングの実施」を挙げている。「人事制度はそれ

ぞれの地域の歴史、文化を反映したものであり、その制度の違いを正しく理解し、認識し

なければならない」と捉えられている。 

別の企業では、それぞれの「地域の歴史や文化を尊重」することができ、「互いの違いを

理解し、認め合うことができる」人物を採用することとし、グループ全体の基本方針に基

づき、各地域の事情を反映した、その地域に相応しい人事制度を構築するとしている。 

７．グローバル人材の課題 

今後の課題をみると、ある企業では「地域別の偏り」と「処遇制度等の整備」の２つが

挙げられている。また、別の企業では「企業哲学」などを軸とした企業ビジョンの理解と

徹底を課題としている。これから「グローバル司令塔が勤まるような若手のリーダー候補」

を選抜・育成していくことが大きな課題となってくる。 

８．提言に代えて 

生産技術者の海外展開支援のため 海外赴任に際して求められる能力・知識・素養のう

ち業務面を“海外展開力”、生活面を “滞在力”と呼ぶ。“滞在力”とは、海外で実際に生

活し、暮らし、現地に受容され、溶け込むことができる力を表す。そのためには「現地法

制・税制等の知識」や「現地文化・風習・歴史の知識・理解」が欠かせない。 

こうした知識はその国に進出したどの企業にとっても共通の研修テーマである。海外赴

任者の負担軽減のために、現地の文化・風習・歴史や法制・税制などに関する知識・素養

の研修を、いつでもどこでも相応の負担で受講できることが望ましい。海外赴任者が各社

共通で受講できる制度を、日本全体のインフラとして整備していくことが期待される。 

 

Ⅱ．５年間のまとめ 

１．５年間事業の総括 

本事業では「生産技術者に光を！」というテーマの下、５年間の活動を継続してきた。
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生産技術とは何を指すのか、生産技術者はどのような仕事をしているのか、現在の役割・

課題は何か、現代に求められる新しい課題は何か、それは従来とはどう異なるのか、大規

模災害の時やグローバル化の進展に伴う海外赴任時にはどのような役割が求められ、どの

ような機能を発揮できるのか、このような問題意識から生産技術について様々な角度から

現状を把握し、分析を行ない、課題を探ってきた。このように本事業では、生産技術につ

いて考えられる限りの調査研究を行い、その深堀と整理・総合、体系化に努めてきた。 

２．生産技術とは 

生産技術とは業種・製品特性の違いによって非常に幅1があり、多義的で多様な技術であ

るといえるが、当部会では様々な意見を集約し、以下のように規定している。 

「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・コスト競争力が最

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。」 

３．生産技術者の仕事 

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。 

 

生産（ 整備※ ）技術
製造（ 整備※ ）

要素技術
＝専門技術

要素技術
＝専門技術

要素技術
＝専門技術研究・

開発・
設計

経
理

生産プロ
セス開
発・プロセ
ス設計

保全・改善
製造のサポート
・立ち上げ

調達・
購買

技術開発
の戦略
（計画）

設備
導入・
検査

詳細
製品
設計

サービス

生産戦略

生産計画・
準備・検討企画標準整備

生産管理

海外拠点・

被災地など

 

 

４．生産技術者に求められる知識 

生産技術者が上記の仕事・業務を遂行するにあたり、必要となる知識についてみると、

「必須の知識」、「必須に近い知識」、「備えることが望まれる知識」の 3つの領域毎に多く

の知識が必要とされることが明らかになった。（次頁の図の左端の函を参照） 

                                                   

1 航空機整備業の場合には、従来から「生産」を「整備」と読み替えることにしている。 

生産技術が携わる領域（平成 24年度版） 
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５．生産技術者に求められる能力 

生産技術者に求められる能力には、「課題発見・設定力とその解決能力」「なぜを反復・

考究する力とその習慣化」「体系的構造的思考力と全体俯瞰力・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と判断力」「海外展開力と現地滞在力」「非常時対

応力」などがある。他にも「変化を捉える感性」が重要とされており、「実行後のシナリオ

や世界を描ける力」、「対外発進力とコミュニケーション力」、つまり、「人を動かす力」や

「リーダーシップ力」が求められる。更に「幅広いサポート人脈」を持っていて「語学力」

があれば更に望ましい。 

 

６．生産技術者が活躍する場面と求められる能力 

海外特有の業務を遂行するには、様々な知識・素養が必要である。その中でも「適切な

技術・技能の解説・指導」ができることと「現地の人を納得せしめるだけの技術・技能・

ノウハウ」を持っていることの２つが海外派遣されるための最低限のベースとなる。 

 

生産技術者とは（求められる役割・使命、業務、知識、能力）（平成 24年度版） 
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国 内

新工場・ラインの

立ちあげ

国 内

既存工場・ラインの

運営

海 外

新工場・ラインの

立ちあげ

海 外

既存工場・ラインの

運営

被災地

被災工場・ラインの

復旧支援

被災地

被災工場・ラインの

立ちあげ支援

グローバル化の進展、海外赴任震災等の非常時対応

生産技術者の活躍する舞台

 

このほか、「チャレンジ精神」「未経験業務をやり抜く力」「トラブル対応力」「異文化と

の衝突を乗り越える力」などの精神力に加え、「適時適切な意志決定」「現地人材からの高

い信頼」「非常時のリーダーシップ」「様々なトラブルに対応できる」などの人間力が必要

である。 

 

海外赴任生産技術者の業務
（グローバル人材）

海外現地生産拠点

立ちあげ、管理・運営

現地人材への

指導・協力

総責任者として

管理・運営

日本人出張者

へのケア

日本国内の

関係部署
仲介・調整

T.技術・技能等

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・技能・ノウハウ

S.精神力面

チャレンジ精神

未経験業務をやり抜く力

異文化との衝突を乗り越える力

P.対人関係面

適時適切な意志決定

現地人材からの
高い信頼

非常時のリーダーシップ

激しい競争を耐え抜く力

様々なトラブルに対応で
きる

L.海外展開力・滞在力

現地文化・風習・歴史の
知識・理解

現地法制・税制等知識

トラブル対応力

事前研修システム

各社共通のインフラ
産学官連携支援
教材製作・研修コース

 

 

７．生産技術に関する問題点 

５年間の事業で明らかになった“生産技術に問題あり”として指摘されたことは、①中

堅層と若手を中心とした生産技術者の量的不足感、②技術レベルや技術指導力の低下にみ

られる生産技術者の質的不足感、③生産技術の国際競争力と長期的展望についての検討の

海外赴任者に求められる能力・知識・素養（平成 24年度版） 

 

生産技術者が活躍する場面（平成 24年度版） 
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不十分さの３つである。 

８．問題点の背景 

生産技術者の量的・質的不足感の背景には、生産技術部門のイメージの問題と社内位置

づけの相対的な低さがある。生産技術は拡大・深化する一方であり、生産技術者の活躍の

舞台も生産の海外進出・移転等の影響を受け、従来とは比べものにならない位に広範化・

多様化してきている。生産技術が変化してきたという現実に対する社内の理解と評価との

間にギャップがある。これが不足感の背景にある。 

また、生産技術の国際競争力という視点の希薄さを生んでいる背景には、次の３つの問

題があると推察される。すなわち、①目先の業務に追われていること。これは、生産技術

についての“技術革新の理想像”を長期的展望に立って描き、その実現に携わるだけのゆ

とりをもつことができないという問題、②海外新興国の追い上げと海外の“現地も絶えず

成長している”ことに対する危機感の薄弱さの問題、③国内生産現場の減少に随伴する生

産技術力の国際競争力の脆弱化に対する感度の低下の問題、の３つである。 

９．生産技術の課題 

生産技術の第１の課題としては、自社生産技術力の“見える化”、“客観化”の工夫であ

る。第２の課題は、自社の生産技術力を高める方策を企画・実践することである。自社に

とっての最善・最良の理想像を考究し、長期的展望の下にその実現を目指すことが求めら

れる。 

次に、生産技術者の不足感についての第１の課題は、社内における生産技術部門の位置

づけを、“重要な強化部門”とするためのアピールを行うことである。第２の課題は、生産

技術者の育成強化である。 

１０．我が国機械工業の生産技術が目指す方向 

生産技術に関する課題を一言で言えば、社内の強化部門にすることを通じて“日本の宝

としての生産技術に光りを”当て、“生産の要”としての部門のイメージアップを図り、一

人ひとりの生産技術者が“誇りとプライド”をもって活躍できるような環境作りを行うこ

とであろう。 

生産技術に光を当ててイメージアップを図り、「生産技術をやりたがる応募者」や「生

産技術部門への希望者」を増やしていくことによって、モノづくり立国を支える生産技術

の競争力を高めていかなければならない。 

１１．“これからの生産技術”への期待 

①早急に取り戻すべき生産技術力の圧倒的国際競争力 

我が国の生産技術力の国際競争力は危機にさらされている。生産現場は国内から海外へ

シフトしつつあり、若手生産技術者が経験を積める現場が国内から喪失しつつある。海外

生産の拡大に伴い、我が国の生産技術は海外に流出していく。海外現地の生産技術力も日
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に日に成長しており、急速に力を付けてきている。 

日本企業は“改善”に強みがあるが、もはや“改善”だけに安住していることは許され

ない状況にある。早急に革新的な生産技術力と国際競争力を回復すべく知恵を出し合い、

行動に移していくべきである。 

②“自社生産技術の将来ビジョン”を明確に！ 

将来ビジョン策定とは各社それぞれの“生産技術の理想像”を考究しつくす過程を経る

ことである。その際、現状打破に向けた改革・革新の問題意識を持つとともに、生産技術

を最強化部門の一つに位置づけることによって、はじめて新しい強力な生産技術力が生ま

れる素地ができてくる。 

③生産技術力の国際競争力強化のための長期的展望と行動を！ 

生産技術は、“生産面における QCDの最適最良化”によって付加価値を生み出すことが

できる。生産技術力は絶えず磨き続けることによって、その刷新を目指さなければならな

い。生産技術面においても、国際競争に勝ち抜こうとする長期的な覚悟と知力・行動力が

強く求められる。 

１２．生産技術に関わるグローバル人材のありよう 

グローバル人材とは単に“外国人を雇う”、或いは、“外国語に堪能な人材を採用する”

というようなレベルではないことだけは明らかである。 

本事業では、生産技術に関わるグローバル人材として“海外に赴任する生産技術者”を

採り上げ、海外赴任で遭遇する問題や、そうした問題に遭遇したときの対応など、グロー

バルに活躍できる人材の確保・育成の問題とその課題を探ってきた。 

海外は日本とは何が異なるかといえば、それは日本国内2であれば空気の如く当然視され

るような我々ビジネスマンの“思考形態、行動様式や社会の風習・制度などの仕組み”で

ある。一言で言えばその国の“考え方・やり方”が日本とは異なることが多いのである。 

双方の違いに直面したときに、違いの中には“乗り越えられるもの”と“乗り越えがた

いもの”があることを理解し、その違いを受け入れたうえで納得したり、或いは、相手の

納得を得たり、現地の人や社会を批評家の目でみるのではなく、現地社会に溶け込もうと

することができるような人材が求められる。粘り強い交渉力や討論する能力・技量が高け

                                                   

2 日本で“当たり前のこと”、或いは、“そうありたいこと”といえば例えば、過度の自己主張はしな
い、自慢・自画自賛より謙遜・謙譲を美徳とする、人が悪いのではなく自分が悪いと考える、自信

満々よりは自己卑下しがち、悪口を嫌う、礼儀正しく品行方正を尊ぶ、自分のことよりは相手の立

場に立ってものを考えようとする、自分のことを棚に上げて人にものを言わない、人を信じやすい

（騙されやすい）、無駄を嫌い「もったいない」という発想をする、整理・整頓・清掃・清潔好き、

高信頼性社会、社会が信用で成り立っている、経済原則より倫理観を優先する（相手の足元を見て

値を上げる行為は忌避される、数量制限に際し値上げよりは規制を好むなど）、車が来なくとも赤信

号が変わるまで待つ、人前は憚ろうとする、行列して並んで待つことができる、水道水が飲める、

犯罪発生率が低い、停電が少ない、公衆道徳は総じて高い、電車がほぼ時刻どおり、電車の運行単

位が秒単位、公衆電話があれば通じる、等々が挙げられる。 
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れば高いほど、海外で結果責任を伴うような厳しい仕事をやり抜くことができる。 

１３．生産技術者が海外赴任する上での課題 

生産技術者が、技術以外の海外展開力や滞在力を身につけていくためには、海外体験に

加えて極力事前に座学による教育・研修が受けられることが望ましい。しかも、どの企業

にとっても利用可能な産業インフラの一つとして次のような体制整備が望まれる。 

まず、国内のどの企業でも使えるような赴任地に関する事前教育研修用のテキストを整

備することである。 

次に、現状は個人個人のノウハウとして埋没されている先人の無数の海外体験知を発

掘・収集・整理・分類・検討することによって、国全体としての体験知として体系化し、

事例集としてテキスト化することである。そしてグローバル研修センター或いはグローバ

ル研修講座のようなところで、海外赴任予定者が事前に教育研修を受けられるようになる

ことである。 

１４．おわりに 

本事業は５カ年の長きにわたる。なぜ生産技術を採り上げるのか、そもそも“生産技術

とは何か”、或いは、“生産技術者の役割・機能とは何か”、という根源の問いからこの事業

はスタートした。 

次に、生産技術者を取り巻く環境についての検討と当事者の意識を探ることとし、そこ

に潜む問題点として、生産技術者の不足感と生産技術部門の不芳なるイメージを明らかに

するとともに、このままでは生産技術力がますます劣化していくという強い懸念を示して

きた。その課題を一言で言えば“日本の宝である生産技術にもっと光を”である。これま

での事業の中でも“生産の要”としての生産技術部門を、社内強化部門に位置づけること

の重要性を訴求してきた。 

グローバル化が叫ばれる中であくまで国内生産にこだわりを見せる企業があるように、

付加価値の源泉を商品企画やメンテナンス・アフターサービスなどのスマイルカーブの両

端に求めようとするファブレス企業のような動きや考え方もみられる。 

しかし、この部会での一貫した姿勢は、生産技術は生産工程における QCD の最適化を

図る技術であることから、生産技術部門にはスマイルカーブの両端に勝るとも劣らないだ

けの付加価値を生み出せる潜在力（生産技術力）があるとの信念を持って本事業を進めて

きた。 

この信念を実現していくために乗り越えるべき課題は、現代の生産技術が如何に拡大・

深化し、その対象が広範化・多様化しているかという現実を、全社的に正確に認識し、理

解させる営為を実行できるかである。生産技術を社内強化部門として位置づけ、将来ビジ

ョンを構想し、長期的展望を持って生産技術力に磨きを掛けることができるか。それが日

本のモノづくり力とモノづくり産業の活性化、ひいては国際競争力の強化に資することに

なると信じるものである。 
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