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（1）事業環境の変化に対応した人材育成
国際競争が激化する中で、我が国企業が国内拠点を高

度化し、稼ぐ力を強化するためには、高品質の製品製
造、カイゼンを通じたコストの低減といった従来の方法
を超えての幅広い形での人材育成、市場ニーズを踏まえ
た製品を開発し、機械と人との最適な棲み分けなどによ
りものづくり機能を大胆に高度化するとともに、稼げる
ビジネスモデルづくりに取り組むことが必要となる。ま
た、グローバルでの環境変化に迅速に対応するための、
外部経営資源の活用、グローバルでの円滑な展開が鍵と

なる。
これらを実現するために必要な人材像として、（１）

市場ニーズを踏まえた製品を開発し、ものづくり機能の
大胆な高度化を可能とするイノベーション人材（研究開
発人材、生産技術分野のエンジニア）、（２）機械との棲
み分けを前提に最適領域で活躍する技能工、（３）企業
価値向上につなげていくマネジメント人材（高度人材）
といった３類型の人材が求められている。
「ものづくり」が必要とする人材を育成するため、初等・

中等教育、高等教育における取組は第２章及び第３章で
述べることとし、本項では主に社内育成における上記３
類型の人材について述べる（図 132–1）。

①市場ニーズを踏まえた製品を開発し、ものづくり機
能の大胆な高度化を可能とするイノベーション人材
単なる高品質の製品でなく、市場ニーズを踏まえた製

品を開発することが大変重要である。そのために、バ
リューチェーン全体を意識した研究開発ができる人材、
また、ニーズを汲み取るうえで、産学官連携や企業間連
携を促し、多様な技術やアイデアを組合せて革新的な研
究成果につなげられる人材が求められている。「イノベー
ションは、マーケットニーズをつかんで初めてイノベー
ションとなる。良い技術だけでは駄目。」という指摘が
あるが、開発から販売までを連続的な視点で捉えながら
研究開発できる人材の育成とその確保が急務である。

一方で、イノベーション人材は研究開発を行うにとど
まらない。研究開発の結果として新しい製品を生み出す
だけでなく、その製品の生産プロセスの革新を図り生産
性を高めることもまた、イノベーションである。この点
はものづくり機能の高度化として今後の日本の生産拠点
の国際競争力に直結する。その上で、ものづくり機能の
大胆な高度化を実現するため、暗黙知のノウハウを形式
知・組織知に高める取組を主導するなど、生産プロセス
のイノベーション、物流や部品在庫の持ち方など、生産
システム全体の効率化に取り組む人材（エンジニア）が
重要な役割を果たす。

資料：経済産業省、厚生労働省、文部科学省作成

図 132–1　各省が一体となりものづくりに携わる人材を育成

事業環境の変化に対応した人材育成と少子高
齢化に直面する中での全員参加のものづくり２
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データを活用して暗黙知のノウハウを形式知・組織知に高める取組　（株）上島熱処理工業所

東京都大田区にある（株）上島熱処理工業所では、金属熱処理の世界では希少なソルトバス（塩浴）熱処理
を今なお行っている。ソルトバス熱処理とは、塩化バリウムなどの中性塩を高温に熱して液体状態にした中へ
鋼を浸漬する処理方法で、加熱・冷却能力が優れている。しかしながら、他の方法に比較して手間がかかり生
産性が劣るため、業界では縮小傾向にあり、かつ、常時 1,200℃を越す高温で使用されるために耐火レンガ製
の炉寿命は短く、廃水処理などの環境対策も容易ではないため、現在まで当該処理を続けている企業は少ない。
それにもかかわらず、ソルトバス熱処理の継続を可能にしている秘訣は何であるのか。

このソルトバス熱処理は、技能者の経験や能力が品質に大きな影響を与える。具体的に技能者の経験や能力
が求められるのは、素材・形状に合った加熱や冷却のタイミングやその方法などである。これらの技能 ･ 技術
は長年の経験により得られるものであるが、上島熱処理工業所では、高機能の製品をより効率的に生産すべく、
従来熟練の技能者の判断に頼っていた製品や素材ごとの熱処理条件をデータベース化するために開発を行い、
完成させた。このデータベースは、言わば熱処理のレシピ集である。

例えば、鋼製の部品をソルトバスの中へ浸漬する際に、どれくらいの時間、どのような動きで加熱・冷却さ
せるかに関し、経験の浅い技術者であっても、これまで蓄積した知見や熟練技術者の経験を基に解析して得ら
れたデータや動画を参照することで、技能伝承が効率よく進み、品質の保たれた製品を能率よく生産すること
が可能になってくるのである。

こうした人材を育成する上で、①生産プロセス・シス
テム全体のイノベーションに対する評価、②必要な IT
インフラの整備（M2M ※ 1、生産データの活用）、③エン
ジニアの勤務環境改善などが重要な要素となる。

【参考】生産システム全体の効率化に取り組む人材（エ
ンジニア）に関する企業の声

ⅰ）生産プロセス・システム全体のイノベーションに
対する評価
「IT を単なる業務効率化のツールとしか見ておら

ず、イノベーションを起こすという観点からの IT
インフラの整備、IT 投資が十分にできていない。」

ⅱ）必要な IT インフラの整備（M2M 、生産データの
活用）
「新商品開発などわかりやすいものに目が向きが

ちだが、生産面でのイノベーションが非常に重要。
経営面でのプライオリティを高めることが必要。」

ⅲ）エンジニアの勤務環境改善
「若手エンジニアに経験を積ませることができな

い。教育する側の時間が確保できない場合や、教育
される側も教育時間を作ることが困難である場合が
ある。」

※ 1　機械と機械が通信ネットワークを介して互いに情報をやり取りすることにより、自律的に
高度な制御や動作を行うこと。

写真：ソルトバス熱処理の様子 写真：ソルトバス熱処理を経た製品例（切削工具）
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②機械との棲み分けを前提に最適領域で活躍する技能
工
高度な技能と生産性を武器に、機械との分担を行いな

がら、最適領域（アナログ領域や多品種生産の領域等）
で強みを発揮できる人材が求められている。そのような
人材の育成のためには、生産技術の高度化を踏まえ、そ
の上で将来的に求められる技能を特定した上で、個々の
技能の高度化や深化、熟練工から若手人材への継承が必
要である。

まず、個々の技能の高度化や深化のためには、「技能

検定制度」の一層の普及促進など、個々の技能を適切に、
かつわかり易く評価する仕組み作りが必要である。

さらに、人材の高齢化が進む中で、技術・ノウハウを
企業内の若年層に対して円滑に移転することが求められ
るが、若手人材の育成が困難な理由として「人材育成に
かかる知識やノウハウが社内に不足している」、「業務
上、人材育成に従事させる余裕がない」と回答する企業
が多く、企業内の OJT が十分に機能していないのが現
状だと考えられる。そのため、継承・育成に携わる人材
の確保やノウハウが求められる（図 132–2）。

③企業価値向上につなげていくマネジメント人材（高
度人材）
人材育成の課題として、「管理職層のマネジメント能

力の向上」や「将来の管理職を担う中堅社員のレベルアッ
プ」など、中堅社員のレベルアップをあげる企業が多い

（図 132–3）。

また、M ＆ A を行う際に、「M ＆ A を推進するための
人材・組織体制の不足」など資金面より人材や戦略策定
面を課題とする声が強く、海外進出する際に、「海外で
活躍できる人材の拡充」など、拠点などのハード面より
も人材面を課題とする声が強い（図 132–4・5）。
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図132–2　若手人材の育成が困難な理由

資料：経済産業省調べ（14年1月）
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図132–3　企業における人材育成の実態調査
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図132–4 M＆Aを行う際の課題
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IT 化・標準化の工夫により専門知識を有しない女性従業員が活躍できる職場を確立

（株）井口一世（東京都千代田区）は、ＯＡ機器等の主要部品の精密板金加工を手がけており、ＩＴ化・標
準化した生産システムを確立することにより、専門知識を有しない従業員でもすぐに加工機械を操作し、高精
度・高品質の製品ができるような生産スタイルを採って
いる。例えば、熟練技術者の持つ暗黙知を顕在化させる
とともに、これまでの加工技術の蓄積から、材料物性・
加工特性・加工機械特性などのデータベースを構築し
た。これにより、レーザー、パンチ、ベンディングといっ
た加工機械の性能を最大限に引き出し、専門知識を有し
ない従業員でも直ぐに加工機械を操作することが可能と
なった。

男女における年収格差はなく、公正かつ公平な業務評
価を行っており、女性もキャリアアップできる環境があ
る。社長の井口氏は「最新鋭の工作機械を操るが、知識

さらには、多くの企業において、付加価値の高いビ
ジネスモデルの考案や製造から販売まで一貫して企
画・提案できる人材が不足しているのが実態である（図
132–6）。

企業戦略の多様化・グローバル化（M ＆ A、海外展開
等）が進展していく中で、高度な経営判断や管理能力を
有したマネジメント人材が求められている。

（２）少子高齢化に直面する中での女性、高齢者全
員参加のものづくり

第１節で述べたとおり、直近 2013 年の人口推計では、
32 年ぶりに生産年齢人口が 8,000 万人を割り込み、ま
た老年人口（65 歳以上）が全人口に占める比率が初め
て 25％を超えるなど少子高齢化は着実に進行している。
今後も生産年齢人口の減少が見込まれる中、我が国のも
のづくりに携わる人材を確保する上で、女性や高齢者の
参加が重要である。

①女性の参加を促す環境作り
女性の就業状況を見ると、全産業の女性比率が４

割を超える中で、製造業は３割程度に留まる（出典：
ILOLABORSTA 及 び ILOSTAT） 上 に、1990 年 代 初 め
をピークに減少傾向にある（出典：総務省　「労働力調

査」）。
生産年齢人口が減少する中で、ものづくり産業におけ

る女性の参画を促すことは重要である。女性の活躍を妨
げる要因として、家事や育児・介護の負担があげられて
おり、まずは、ワークライフバランスを重視した取組を
行うなど女性が働きやすい環境を整備することが必要で
ある。さらには、男女ともに使いやすい器具・設備など
の導入により、女性がいわゆるものづくり現場に携わる
ことが以前と比して容易となりつつある中で、製造現場
での女性の役割を見直すとともに、研究開発や営業など
製造以外の現場においても、個々の適性に応じた役割作
りが必要である。

また、イノベーションを起こす、多様性の中でガバナ
ンスを効かせるといった企業価値の向上に繋がる女性な
らではの職域、領域を発掘していくことも期待される。

34.0 

28.2 

25.6 

47.0 

30.7 

66.0 

71.8 

74.4 

53.0 

69.3 

0 20 40 60 80 100

(n=3,948)海外販売拠点の拡充

(n=3,952)海外生産拠点の拡充

(n=3,945)海外サービス拠点の拡充

(n=3,960)海外で活躍できる人材の拡充

(n=3,934)海外での製品ラインナップの拡充

そう思う そう思わない 

(%) 
 

 

 

 

 

資料：経済産業省調べ（14年1月）

図132–5　海外進出する際の課題
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図132–6 高度人材の確保

図　製造現場で働く女性社員
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女性の働きやすさは会社の将来性を測るバロメータ　（株）南武

がない人間の方が余計な知識が邪魔にならず人材として
伸びやすい」と語る。実際に、会社全体の 7 割が女性、
製造現場でも、文系出身の女性社員が多く活躍している。
また、素人の社員のひらめきと、ものづくりで広い知識
を持つベテランの経験者との多様な人材の能力の組み合
わせもよりよい製品にしていくために役立っている。

生産システムや公正・公平な評価を実施した結果、同
社には優秀な女性社員が多く働くようになり、彼女たち
がより働きやすい環境作りにも力を入れている。

特殊油圧シリンダーの設計・製造を手がけ、製鉄用ロータリージョイントでは世界シェア３割を誇り、グロー
バルニッチトップ企業 100 選にも選定された（株）南武（東京都大田区）は、1998 年に製造現場の技術職と
して初めて高卒の女性を採用し、以降、リーマンショックなどの非常時を除き、継続的に女性を採用してきた。
現在、事務職を含めた女性社員の数は従業員の約４分の１に相当し、NC 旋盤やマシニングセンターを巧みに
操作する女性社員は “ドリルガールズ” と呼ばれ、同社の重要な戦力となっている。

同社が現場に女性を採用するようになったきっかけは、地元女子高から就職の面接に来た生徒に工場を見せ
た際、人手不足もあって現場に興味がないかどうかと尋ねたところ、「是非やってみたい」と関心を示してく
れたこと。当初、ベテランもいる現場は若い素人の女性の採用に戸惑いを隠せなかったというが、女性は男性
に比べて持続性があり、こつこつと正確に仕事を行うため失敗が少なく、今では NC 旋盤などの機械操作はむ
しろ女性に向いているのではないかと感じているという。

女性が製造現場で働くようになり、男性社会であったものづくりの現場が明るく清潔になったという。女性
は５S 運動（整理・整頓・清掃・清潔・しつけ）に率先して取り組み、工具の取扱いも丁寧でソツがなく、コ
ミュニケーション能力も高い。男性社員の意識も大きく変わり、職場での言葉使いも穏やかになり、服装も清
潔になった。

また、同社では、結婚後も女性が働き続けることができる職場づくりに腐心している。技能や技術を継承す
るためにも、若い人達がものづくりの現場に入ってきてもらう必要がある。女性が働きやすい会社とは、すな
わち若者が働きやすい会社であり、女性が活躍できる職場をつくることが技能や技術の継承につながっていく
と考えている。

写真：女性社員（“ドリルガールズ”）が作業する様子
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我が国ものづくり産業が直面する課題と展望

女性が働きやすい環境と役割作り・・・（株）天彦産業

②高齢者活躍の場の更なる形成
生産年齢人口が減少する一方で、健康であり、かつ働

く意思・意欲を有する高齢者が増える中、高齢者の活躍
の場を形成することは重要である。継続雇用制度の浸透
により、高齢者の活用が進んでいるものの、退職前と同
じ事業所・同じ仕事に従事する割合が８割を超えるとい
う（出典：（独）労働政策研究・研修機構）。

高齢者が有する技能を若年層に継承することがものづ
くり現場において喫緊の課題であるものの、高齢者の活

躍の場は同じ職場・企業に限られない。例えば、中小企
業においては、販路開拓や海外進出に際しての現地マネ
ジメント人材が不足しているという。第２節で述べたと
おり、グローバルニッチトップ企業においても、大企業
の OB 人材を求めているものの、「適当な人材を見つけ
にくい」、「企業文化が合わない」、「報酬・処遇の決め方
が難しい」などの声もある。高齢者が、出身企業のみな
らず他社でも活躍できるような環境整備が必要である。

多くの企業がワークライフバランス推進を掲げ、女性が働きやすい環境作りに邁進している中、一般的に男
性社員が多いとされる鉄鋼業界で、ダイバーシティ経営に成功し女性の力を有効活用している企業がある。大
阪府に本社を構える（株）天彦産業は特殊鋼やステンレスといった素材販売と加工販売を手がける会社で、従
業員数は 39 人（2014 年４月時点）。

英語が堪能な女性社員に育休からの復帰後も活躍してもらうため、男性社員中心の営業のセールスパート
ナーとして、海外向けの女性ウェブ販売チーム「天彦ウェブセールス（TWS）」を結成したところ、およそ２
年で海外売上高が倍増したという。
「社員第一主義、社員と社員の家族を非常に重要視。一方、社員に対しては、お客さん第一主義でやっても

らう。」2014 年４月の安倍総理の訪問に際して、樋口社長はこう語った。実際に TWS の中心となった女性社
員も、まず産休や育休を安心してとることのできる会社の仕組みについて、子どもとゆっくり向き合う時間が
取れたことはもちろん、家族構成が変化した後の仕事の続け方について考えることができたこともよかったと
語る。

TWS が立ち上がり、海外向けサイトで案内を出したところ、１年で中国やインド、東南アジアからの問い
合わせが殺到し、販売ルートの新規開拓につながった。「いろんな事をトライ・アンド・エラーしながら取り
組み、国内と海外からウェブを通して新規顧客等から様々な問合せがあるが、会社が『あなたはここまででい
いよ』と上限を設けず、ある程度責任をもった形で仕事を任されるので、できる限りのことをやろうと取り組
んでいる。知識不足があっても社内や取引先の方々にお力添えを頂ける環境にある。」と TWS のメンバー女
性社員が語るように、彼女たちがやる気を持って能力を十分に発揮する環境が天彦産業には整っている。また、
営業経験のない女性社員に対し、商取引上のルールや特殊鋼の知識など、周辺の男性社員が惜しみなくスキル
を伝達し合って協力し合った結果、海外売上高の向上につながった。

単に男性の中に女性が入って、そして女性の比率を増やすというだけではなく、結局企業にとってもプラス
になったという天彦産業の事例は、多くの企業や女性にとって興味深い事例であろう。

写真：天彦ウェブセールス（TWS）
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海外進出する中小企業での OB の活躍

国内需要が頭打ちになる中で海外需要の取り込みも重要となっており、大企業のみならず、中堅・中小企業
も海外進出する機会が増えてきている。中堅・中小企業にとって、海外で事業を行う際には、現地で管理・マ
ネジメントする人材の不足が課題として挙げられている

このような状況の中、大企業の OB 等経験豊富な人材が即戦力として活躍することが期待されるため、経済
産業省では、特に進出ニーズの高い新興国市場に進出プランを持つ中堅・中小企業に対し、JETRO が現地で
のビジネス経験豊富なシニア人材を専門家として派遣することにより、現地での拠点設立等の支援を行ってい
る。

当該支援により、製造業や卸売・小売業において主にアジア地域で経験や人脈を広げた OB がタイ、ベトナ
ム、インドネシアなどに進出を考えている中堅・中小企業に派遣され、現地でのマネジメントを支援した（2013
年度の実績は 200 名採用）。
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図　中堅・中小企業が海外進出する際の課題

資料：経済産業省調べ（13 年２月）

図1　専門家の属性

資料：ＪＥＴＲＯ

企業側の進出希望国と同様に、専門家の得意とする
国・地域もアジアが中心です。ほかにも中南米やロシ
ア・CISでのビジネスに知見を持つ専門家もいます。

製造業を得意とする専門家が半数以上を占め、次いで
卸売・小売業、サービス業と続いています。160人
を超える専門家が様々な業種をカバーしています。

専門家の年齢は60代が7割以上を占め、次いで50代
が2割弱を占めています。海外での豊富な経験を活か
して、企業の海外進出をきめ細かく支援しています。

>>>経験豊富な50～60代が多数在籍>>>製造業、卸売・小売業を中心に、多様>>>アジア地域を中心に幅広くカバー

得意とする国・地域は? 得意とする業種は? 年齢層は?

東欧 1.2%
中東アフリカ 1.2%
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