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「平成２９年度電力市場環境調査（質の高い電力インフラを確保するための発電分野におけ
る人材育成・資格制度の調査・分析）」は、資源エネルギー庁からの委託事業として、株式
会社 NI インテリジェントイニシアティブのコンサルティング事業部が実施したものです。本報
告書の引用・転載には、資源エネルギー庁の許可が必要です。
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調査報告書
平成 29 年度電力市場環境調査
（質の高い電力インフラを確保するための発電分野における
人材育成・資格制度の調査・分析）

調査概要

調査目的
電力の十分かつ安定した供給が、生活水準や経済活動に与える影響を鑑みると、電力不
足や頻繁な停電は社会にとって大きなリスクであり、火力発電インフラの質の維持及び向上
は、各地域で重要な課題である。特に急激な経済成長のさなかにある地域では、最も喫緊
かつ重要な課題となっている。電力の十分かつ安定した供給は、発電所の計画通りの運転
開始、安定した運転、供給期間を通して有効な O&M(オペレーション&メンテナンス) を実施
する事により達成できる。
また、温室効果ガス削減等の環境負荷を低減する取組は世界に共通する切迫した課題
で あり、環境影響により生じる社会的費用、環境対策費用及び対策効果等について適切に
配 慮しつつ火力発電インフラに起因する環境負荷を低減することが奨励される。
このような観点から、適切な O&M の適用により火力発電インフラの質の維持・向上を図るこ
とは、社会の持続可能性を高めることに貢献するものであり、日本の電力会社は、こうした適
切な O&M を担う人材を強みの一つとして、海外における発電 O&M 事業の受託或いはそ
の延長線上として IPP 案件の受託等に結び付けていくことが期待されている。
一方、O&M を担う人材の高齢化が進む中、これまで培った知識・スキルを体系化(Body
of Knowledge)し、ノウハウの伝承、人材育成に繋げていくことは各電力会社の重要な課題
であり、さらに、こうした知識体系の習熟度を測る認定制度の創設も、客観的に O&M 能力
を示す上で重要な戦略である。
このように、オペレーターの O&M の技術力を客観的に担保することで、海外における
O&M 事業の受託或いはその延長線上として IPP 案件の受託等に繋がると考えられる。
上述の論点を中心に、火力発電業務のオペレーション・保守/運用に係わる就業者の人材
育成・教育について、海外のベストプラクティスもベンチマークしつつ、調査・分析する必要
がある。
本調査は、こうした分析をもとに、今後の我が国の電力市場の政策立案に役立てること を
目的とする。

調査期間
平成 29 年 11 月 7 日から平成 30 年 2 月 28 日まで
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調査者
調査体制は、次のとおり。

図表 1：実施体制

調査方法 ( 計画 )
（１）	
  火力発電業務のオペレーション・保守/運用に関わる就業者の調査
労働力調査統計等の各種統計情報を活用し、就業者の数や年齢構成等についての現状
分析及び将来予測を行う。
（２）	
  就業者に対する人材育成・教育に関する調査
①	
  業務内容の分析及び職層別の人材教育
電力会社数社に対し業務内容のヒアリングを行い、国内外で共通する火力発電 O&M 業務
内容の分析を行う。
あわせて、人材についての教育方針について、弊社の有するより普遍的な人材育成に関
する知見をベースとして検討し、とりまとめる。
②	
  社内外における教育状況に関する調査
電力会社数社に対し社内外における教育状況に関するインタビューを行う。また、電力会社
（電力会社関連会社、協力会社を含む）数社及びその他電力会社、電気事業者に対しアン
ケートを実施し、とりまとめる。
③	
  人材確保の実態に関する調査
電力会社（電力会社関連会社、協力会社を含む）数社及びその他電力会社、電気事業者
に対しアンケートを実施し、とりまとめる。
（３）	
  人材育成・資格制度の設計
①	
  業界向け資格制度・既存資格制度（社内資格制度等）の調査
電力業界における公的資格制度の特徴等に関する調査を公開資料をベースに実施する。
また、社内資格制度に関するアンケート調査を行い、これら制度の特徴、実績及び課題
を分析する。
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②	
  海外の火力発電事業における人材育成・資格制度の調査
海外の電力業界における資格制度やスキル標準等について、海外企業等へのヒアリング調
査、文献調査を行い、特徴や実績等を分析する。
③	
  国内他分野における人材育成・資格制度の調査、検証
エンジニアリング分野における類似の資格制度、IT 業界、コールセンター業界、その他、
ISO/IEC 24773:2008 「ソフトウェア工学－ソフトウェア工学専門家の認証－比較の枠組み」
及び ISO/IEC 17024:2012「適合性評価−要員の認証を実施する機関に対する一般要求事
項」等の国際的な認証制度に基づく分析により、あるべき制度の要件を明確化する。
④	
  専門性とレベルによる職種・職層別の資格制度の構築案
①~③の調査により得られた知見に基づき、下記の点について検討のうえ、あるべき制度の
案を提案する。
l   資格の付与には、知識評価を実施するか。
l   資格の付与には、経験(実績）等の評価を実施するか。
l   資格の更新制度を導入するか。
l   知識評価は、客観式テスト、主観的テスト等、どのような形式にするか。
l   評価基準について継続性が維持できるものにするか。
⑤	
  資格制度構築の有効性・効果の検証
資格制度構築後の、資格制度自体の有効性・効果の検証に関し、上記調査で得られた情
報と、事業の目的に照らして適切な手法を考察し、提案する。
作業区分
計画

調査

火力発電業
務のオペレ
ーション・保
守/運用に係
わる就業者
の調査
就業者に対
する人材育
成・教育に関
する調査

人材育成・
資格制度の
設計

作業項目
プロジェクト管理

作業内容

詳細活動計画

事業実施計画詳
細化
現状把握

火力発電業務のオペレーション・保守/
運用に係わる就業者の規模、年齢構成
等の現状把握及び将来予測

将来予測

業務内容の分析及び職層別の人材教
育

【国内】ヒアリング

社内外における教育状況に関する調査

【国内】ヒアリング

社内外における教育状況に関する調査
人材確保の実態に関する調査
業界向け資格制度・既存資格制度（社
内資格制度等）の調査

【国内】アンケート

海外の火力発電事業における人材育
成・資格制度の調査

【アジア】ヒアリング

国内他分野における人材育成・資格制
度の調査、検証
専門性とレベルによる職種・職層別の

提案執筆
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分析の実施

【国内】文献、Web
調査
【国内】アンケート
【欧/米】ヒアリング

提案執筆

作業区分
調査（続）

報告

人材育成・
資格制度の
設計（続）

作業項目
資格制度の構築案

作業内容

資格制度構築の有効性・効果の検証

執筆

定期報告

定期報告

報告会

報告書（案）作成
報告会実施・提出

納品

閲覧用データ整理
等納品

図表 2：事業実施計画

調査方法 ( 実績 )
実際の調査と、当初計画との差異は次のとおりである。
l   就業者数の調査にあたり、既存の統計情報及び企業ヒアリングから得られた情報のみ
では、必要十分な数字を得られなかった。このため、ロジックに基づく推定に代えて数
値算出を行っている（就業者の年齢構成に関する分析は、基礎情報不足のため省略）。
l   企業アンケート項目に、「人材確保の実態に関する調査」を追加した。
l   ヒアリング途中で欧州企業より紹介された研修機関の視察を新規に組み入れた。
l   米国分の調査については、文献/Web 調査に振り替えることとした。
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調査結果概要

化石燃料をエネルギー源とする電気を製造する火力発電事業に国内の電力供給の約９
割(2015 年度）を依存する我が国では、その安定供給と効率的なエネルギー転換の使命が
極めて大きいと言える。
火力発電所は、火力発電事業により電気が消費先に届くまでの４つの行程（発電・送電・
配電・小売販売）のうちの電気の生産工場にあたる最初の「発電」行程に相当する。 その
使命の大きさから、火力発電所内のオペレーションとメンテナンス（以下Ｏ＆Ｍと略記）に従
事する技能者の確保と維持は日本社会全体のテーマのひとつと言っても過言ではない。
今回の調査は次の３つから構成される。
１．	
  火力発電所 O&M 業務の就業者規模を推定する。
２．	
  日本での各社へのヒアリング・アンケートを通じ、業務内容・社内外教育状況・人材確
保状況について調査する。
３．	
  資格制度の設計をする。
① 人材育成・資格制度の現状について、公的資格と、社内で設定する資格等に分
けて概観する。
② 海外での火力発電事業の人材育成・資格制度として、アジア（シンガポール）、欧
州（フィンランド・ドイツ・イギリス）、アメリカの３地域についての調査を行い、日本
との比較を行う。
③ 国内の他分野における人材育成・資格制度として、IT 業界・コンタクトセンター業
界・鉄道業界の３業種を取り上げる。
④ 人材教育・資格制度に関する調査結果から、火力発電に係る専門職員の専門性
の所在を考察し、資格制度構築に向けた検討を行うとともに、当該制度構築の
有効性・効果を検証する。
以下、調査の結果を記載する。
１．火力発電所Ｏ＆Ｍ就業人員の規模は現状も将来も１万人規模と推定される。
公開された統計データ(e-Stat)、２７年度国勢調査（産業分類・職業分類・詳細統計）から
全ての発電事業や変電所要員は約４万人規模の就業人員レベルと推定される。

各社へのヒアリング・アンケート等を通じた数値からは十分な情報が揃わなかったが、
「設備電力量」と「１人あたりの出力キロワット数」から就業人員算出ロジックを設定し
実数を当てはめると、現状約１万人規模の就業人員と算出される。
将来の就業人員についても、同様のロジックにいくつかの変動要素をシナリオとして盛り
込む形で、経済産業省「長期エネルギー需要見通し」を前提とした２０３０年時点での就
業人員を３つのシナリオで算出した結果、就業人員規模として約１万人レベルで大きな
変動はないと推定される。

２．各社 O&M 就業者への教育・研修は各社独自のプログラムで進められ、企業ごとの
方針と運用に任されたままになっている。外部連携は不活発であり、人材育成に必要なリ
ソースの共有や、業界横断型でのスキル標準化はほとんど試みられていない。
各社火力発電所の O&M 就業者への教育・研修の現状についてヒアリング（4 社）・アン
ケート（10 社中９社が回答）を実施した。
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オペレーションやメンテナンスの業務領域の教育・研修として、「社員全員が取得する」
総合的な基礎研修と、その後の個別専門分野の研修に分けつつ、さらに専門領域の技
術レベルを段階分けした縦横型の研修体系を準備し、社員の経験年数とゆるやかに関
連付けている。

各社とも社内教育としての社員に対する研修プログラムを準備して実施しており、ヒアリ
ング先（4 社）とアンケート先（9 社）の間で大きな相違は見られなかった。
社外教育についてはほとんど行われておらず、社外機関を活用した研修を行っていた
のはわずか１社であった。
業界団体による教育としては 火力原子力発電技術協会（以下「火原協」）大学講座・電
気保安協会（以下電保協）・職業能力開発校（ハローワーク）等の活用が一部の企業で
見られた。
外部の者に対する教育はほとんど意識されておらず、一部の企業で、グループ会社の
社員までを研修の対象としている以外には、協力会社や設備パートナー等の外部者に
対する教育は実施されていない。
各社の共通した特徴として、
専門的スキルの定義があいまいであり、何を組織内のノウハウとして残すべきかが明
確でなく、職制や職務上必要なスキルや専門性と厳密に紐づいていなかった。
業務と研修・訓練内容が各人のスキルや評価と直結していなかった。
人材調達の面では、人材流動性は他産業より低く、定年退職以外の人材流出リスクがほ
とんど考慮されていない一方、少子高齢化による人員不足やベテラン技術者のノウハウ
の継承等の課題が聞かれた。

３．① 火力発電所 O&M 業務全体を包括した公的あるいは業界としての社会的資格制度
は国内で存在しない。
資格は大きく次の２つに大別され、公的な義務で取る資格以外は社内認定制度になる。
・火力発電プラントを稼働させるための個別技術に特化した公的資格（ボイラータービ
ン主任技術者、電気主任技術者等）
・社内での業務修得レベルの目標を設定するための社内認定制度
各社の社内認定制度やスキル評価については、各自独自の制度の運営を行っているが、
評価・処遇と連携させているわけではない。

３．② 海外企業は火力発電事業の人材育成・資格制度として、業界や外部の教育機関や
社内の研修等を積極的に活用しており、国によっては育成専門機関が存在する。あわせ
て、スキル標準やコンピテンシーを定義し、発電所 O&M に必要な知識の網羅性やレベ
ル感を担保している。
調査対象：アジア（シンガポール）、欧州（フィンランド・ドイツ・イギリス）、アメリカ 3 地域
・シンガポール政府エネルギー庁（EMA）の取り組み
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政府として大学・研究機関と企業とのリエゾン役として様々なイベントや交流会を企画
業界（これは火力に限定せずガス等も含めたエネルギー業界）全体研修組織
PGA(Power and Gas Association)Training Institute での研修を実施
・フィンランド Pöｙｒｙ社：グローバルコンサルティング企業の取り組み
世界のグループ会社１００社以上で共通の研修体系を構築。PMBOK（プロジェクトマネ
ジメントの標準体系）に準じたガイドラインと研修（プロジェクトマネージャー研修・リーダ
ーシップ研修・技術研修）に力を入れている。
・KWS（KRAFTWERKSSCHULE E.V.）：発電業界全体での教育・研修の取り組み事例
ドイツのエッセン市にある発電業界の研修センター。NPO 組織として、1957 年に設立さ
れた。
年間３００コースの研修開催（延日数で 36,588 日間）、2,850 人が参加する NPO 研修組
織である。登録講師は 30 名、会員は 229 社に及ぶ。
成功要因は、非営利団体による運営と業界全体のバックアップであり、ドイツの職人育
成制度の文化とも相まって、社会全体の優秀な職能者育成システムとして機能している。

・イギリス、アメリカ：国内共通の教育・資格制度
電力、電気関連については、社会インフラであることから、政府レベルで何らかの免許、
資格を付与している。
イギリスでは、「Engineering Council」が、「UK STANDARD FOR PROFESSIONAL
ENGINEERING COMPETENCE（UK-SPEC）」を発行し、スキル標準の開発への出資
等を支援している。
アメリカでは、NSSBI:国家スキル基準審議会において自主的なスキル基準開発と採用
のパートナーシップの確立が促進されている。ASOPE（American Society of Power
Engineers）：アメリカ電力協会、The North American Electric Reliability Corporation
(NERC)：北米電気信頼性評議会、EGSA （The Electrical Generating Systems
Association)：発電システム協会をはじめとする多くの業界団体が、資格のための試験
実施、公的、半公的なレベルでその前提となるスキル標準を構築し、教育機関や社内
の研修での利用に資するとともに、特に職業の関係から、コンピテンシーも同時に策定
している。
３．③ 日本国内でも、他業界（IT 業界・コンタクトセンター業界）では、経済産業省の支援によ
り欧米的なモデルやスキルスタンダードを構築している例がある。

IT 業界では ITSS（IT スキルスタンダード）に基づく人材育成が実施されている。
コールセンター業界ではコンタクトセンターマネジメント知識スキル体系、Contact Center
Management Body Of Knowledge（CMBOK）を作成し、これを基礎として「一般社団法人
日本コンタクトセンター教育検定協会」がコンタクトセンター検定を実施。７年が経過し
ている。
なお、業界横断的な動きまでには至っていないが、国内他業界ではもう１つ、鉄道業界
において、一般社団法人日本鉄道施設協会・一般社団法人日本鉄道電気技術協会
では「鉄道技術検定」が実施されている。

４． 以上に鑑み、我が国の発電所 O&M の資格制度構築では次を提案する。
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・火力発電所 O&M 業務は高い専門性に基づく業務であると同時に、スキルセットとし
て包括的な内容を含むものである。日本において、技能者としての認定および上位層
の技術者を認定してゆくことは検討に値する。
・今後の火力発電所 O&M 業務における資格としては米国を参考に
ü   発電プラントマネージャ
ü   発電プラントオペレータ
ü   発電プラント保守エンジニア
などの職能資格が考えられる。
・エネルギー業界全体の視野での資格制度を検討する
・	
  今回の調査では、世界的には、火力発電にとどまらず、広くエネルギー産業全体の
労働力の確保及び高度化を目指して、人材の確保・育成にあたっていることがわか
った。
・	
  我が国における電力の自由化を始めとするエネルギーシステムのパラダイムシフトに
あって、少子高齢化等に伴う従業員の年齢構造の変化、非正規雇用の増加等就業
構造の変化、さらには他業種や海外からの新規事業者参入等に立ち向かうにあたり、
従来のように、発電事業者が人材育成を個々の企業努力に依存している状況はい
ずれ限界となる。
・	
  ドイツ KWS のインタビュー結果にもあるとおり、質の高い研修を継続的に実施してゆ
くためには、相応のコストがかかることから、各企業が個別に実施している当該関連コ
ストをすべて、受益者たる電力利用者に課すことは、公益企業としての性質から望ま
れない。各企業の置かれた立場からみても、海外企業との自由化、コスト競争に勝て
なくなるというリスクを有する。
・	
  電力の安定供給のため、産業全体で、質の高い安定的な人材の育成・確保はどの
企業にとっても重要な課題となっている。このような中で、各企業で少しずつ動きはじ
めた研修や育成の外販活動を阻害せず、むしろ社内独自の研修実施に代えるなど
して、既存の取り組みや資源を最大限に各社が活用できるように方向転換することが
必要である。
・	
  全体として１万人規模の就業人員から考えても、人材育成について、民間企業の新規参
入によるビジネスとなることは期待しづらく、業界関係者全体での支援が必要である。具
体的には、研修の品質を担保し、全国レベルで適切に研修内容の網羅性を確保できる
仕組みを構築して、国内産業としての育成コスト軽減と、安定的、継続的な人材の育成・
確保を検討すべきである。
・	
  このための具体的な制度的保障策として、まず業界内共通でのスキル標準、コンピテン
シーモデル、知識体系等を整備し、資格制度、認定制度を構築することが有益 と考える。
・	
  さらに、産業全体の共通事項から、職種特有のスキル、コンピテンシーの標準化も設
定され、安定的な人材の確保につなげていけるように、火力発電に限らず、エネルギ
ー・電力産業全体での共通した取り組みとして、横展開できるように、モデル構築を
含む制度設計が行われるべきであろう。
・資格制度導入設計にむけた検討要件
特に検討の必要な要件として、資格の対象者、認定のベースとなるスキル標準・知識体
系、認定の方法、資格制度の運営、その他がある。
・	
  資格制度の対象者
専門性を有する技術者を対象とするか、技能者を対象とするかを検討する必要があ
る。

13

・	
  標準・知識体系
O&M に関する専門分野の知識は、知識体系（Body of Knowledge）として明示的、
体系的に提示されていることが必要であり、それらをベースに評価及び研修等が行
われる必要がある。
・	
  認定の方法や制度の運営体制
各種のモデルを参考に、継続的な運営が可能な体制を構築する必要がある。
５． まとめ

今回の調査により、発電分野における必要人材の定義状況、人材教育のシステムやこれに
伴う資格制度の制定状況に関し、国ごとに特色が分かれることが判明した。
社会の基盤であるエネルギー産業の人材育成は日本全体の競争力維持に繋がる重要な
事であるため、現状の維持ではなく、さらに一歩踏み出す必要がある。
以下の政策や施策を推進することを強く推奨する。
１．	
 政府のエネルギー政策に基づき、今後の市場の変化も見つめながら、業界全体の人材
育成のグランドプランの構築が必須であると考える。
２．	
 グランドプランに基づいた人材のポートフォリオを構築して、将来的に業界全体のどのよ
うなスキルと組織的なケーパビリティ育成が必要なのかを検証する必要がある。
３．	
 ますます進む自由化の中に在って、電力業界のみならずガス業界をも交えた、全ての
将来エネルギー人材を検討する研究会開催など経済産業省、資源エネルギー庁等の
イニシアチブによる継続的な施策が望まれる。
経済産業省が推進するグローバル化・ISO 化への対応、総合資源エネルギー調査会の下
に設置されている「電力インフラのデジタル化研究会（e-Tech 研究会）」で議論されている。
BOK（電力産業オペレーション知識体系）による標準化等、政府の新たな取り組みに対する
業界共同での教育・研修・訓練の開発が望ましい。あわせて、電気事業連合会等の既存業
界団体に対しても、より強力なイニシアチブの発揮を求めたい。
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調査結果詳細

１．火力発電業務のオペレーション・保守 / 運用に関わる就業者の調査

１−１．発電事業の中の火力発電の位置づけ
「電力」は、我が国のエネルギーバランス・フローで見た場合に、都市ガス・石油製品・石炭
製品と並んで、調達されたエネルギー源（これを一次エネルギー源と呼び、原子力・水力/
再生可能エネルギー・天然ガス・石油・石炭等）を他のエネルギーに転換させて、エネルギ
ーの消費先（一般家庭・企業/事業所のオフィス・運輸旅客サービス・運輸貨物）へ提供され
るエネルギー製品のひとつである。
電気・都市ガス・石油製品・石炭製品といったエネルギー製品を作り出すエネルギー転換の
担い手は、大きく作る製品によって、「発電」「石油化学製品」「石炭製品」「自家用熱利用」
に分けられ、「発電」はさらに「事業用（生産して販売するビジネス」と「自家用（個人と企業で
自ら発電する部分）に分けられる。
一次エネルギー源

原子力発電

事業用発電
電力

水力・再生可能エネルギー
(水力）
(太陽光・風力・地熱
バイオマス等）
天然ガス
(輸入LN G）
(国産天然ガス）

石油
（原油）
（石油製品）
石炭
（一般炭）
（原料炭）
（石炭品）

エネルギー転換の
担い手

自家発電
電力
都市ガス製造
都市ガス

石油製品・石油化学
灯油・LPG・ガソリン
軽油・発電用C重油
他石油製品
自家用蒸気・地域熱利用
自家用蒸気
熱

石炭製品製造
石炭製品

最終エネルギー
消費先

一般家庭
冷房・暖房・給湯
厨房
動力・照明
運輸（旅客）
乗用車（自家用）
乗用車（営業用）
バス・鉄道
船舶・航空
運輸（貨物）
陸運
船舶
航空・トラック
企業・事業所
製造業（鉄鋼・化学・
紙パルプ・非鉄製造）
オフィス業務部門
(動力・照明・冷暖房）

図表 3：エネルギーバランス・フローの中での「電力」
（エネルギー白書 2017 我が国のエネルギーバランス・フロー概要 を参考に作成）
この電力の生産は、大きく「原子力」「水力」「火力」「その他（再生可能エネルギーとして太陽
光・風力等）」によりエネルギー変換されて、最終エネルギー消費先である一般家庭・運輸
（旅客）・運輸（貨物）・企業・事業所等に流されていく。
通常、火力発電所は、下の図で示すように、天然ガス・石油・石炭等を一次エネルギー源と
して、事業用・自家用に電気を生産する部分を指す。
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図表 4：電力事業の中の「発電」と 発電の中の「火力発電所」
（電気事業便覧平成 28 年度版、エネルギーサービス構築の基礎知識を参考に作成）
本調査では、就業者数の推計にあたり、原子力及び水力を除く「事業用発電」を行っている
火力発電の電気事業者を対象とした（図表 5 参照）。発電所数は、444 社である。
火力発電所数

444
87
60
125
172

石炭
LNG
石油
その他
図表 5：火力発電所の原材料に基づく発電所数（2017 年 9 月現在）
資源エネルギー庁統計資料データより作成
「火力発電」は、その原材料として主に石炭・石油・天然ガスをもとにタービンの回転エネル
ギーから電気エネルギーを得る発電方法であり、我が国の電力安定供給の主力を担う存在
である。
なお、発電事業は、「発電」に加えて送電・配電および系統運用・小売販売までをサービ
スとして大きな電気事業として捉えることもできるが、本調査では「発電」部分の機能にのみ
注目する。
東日本大震災以降、わが国では、原子力発電の代替発電燃料としての化石燃料の割合が
増加しており、エネルギー白書(2017)におけるエネルギー国内供給の内訳においても、直
近のデータ（２０１５年度）で、石油（41%）,石炭（25.9%）,天然ガス（24.3%）と化石燃料が合計
で 91.2%になっている。火力発電の担う安定供給のための役割は極めて大きいものといえる。
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１−２．火力発電の設備・業務と人材について
電気は回転磁界が電流を発生することで発電機によって生成される目に見えない生産物
である。 電気事業の製品としては火力・水力・原子力・その他再生エネルギーなど、生産
工程は違っていても、顧客に販売される段階ではすべて同じ電圧の電気のみの単品になる。
生産者による製品の識別管理やロット番号別の管理がない（つまり電気に生産の色がつけ
られない）ことから、メーカーの生産工程で発生するような生産品の品質検査や、在庫管理
の業務は発生しない。
他方で、電気エネルギーは大規模な蓄積ができないため、発電所では発電量をその時々
の需要量（消費量）にあわせて同量の生産を柔軟に調整することが求められる（発電負荷の
制御による安定供給）という特徴をもつ。電力需要が発電量を上回った場合は、電気系統の
一部もしくは地域全体の停電につながる可能性もあるため、電力会社は、絶えず予備供給
力を一定の比率で確保しつつ、火力・水力・原子力・その他の発電も含めた各発電方式に
よるベストミックスによる調整やコスト・環境面からの総合判断が常に求められている。
自由化の流れはあるものの、各電力企業は、社会のインフラを担う公益企業としての側面
を有し、公益性・地域性の高いサービスであるといえる。
ではひとつの火力発電所発電業務を生産事業活動としてみた場合に、発電所内の総務・
管理的な事務業務を除いて必要な業務にはどのようなものがあるか。
本調査では、大きく生産業務（オペレーション業務）と設備管理業務（メンテナンス業務）
があるものと想定した。
生産業務（オペレーション業務）
・原材料の調達・管理ができること（良質な原材料の確保、品質管理）
・発電システムの運転操作が安全にできること（含：２４時間稼働対応）
・障害対応に対して迅速かつ適正な対応がとれること
設備管理業務（メンテナンス業務）
・設備の保守・点検ができること（含：定期点検）
・設備の導入と改良ができること
・中長期的な設備設計
※生産量は地域全体の需要予測をもとに割り当てられると想定
なお、この点に関し、各社ヒアリングでは、オペレーションとメンテナンスの業務として、次
のような回答が得られている。
（オペレーション業務とメンテナンス業務）

A社
オペレーション業務は、「操作・運転」業務として定義され、各発電所に、当直によるシフト制
度により職員を配置している。燃料受入も担当する。
メンテナンス業務は、保修、外注管理（工事管理）などがある。工事の実施は、連携しなが
ら実施している。
B社
社内標準に基づき、次のように定義している。
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オペレーション業務：「給電指令、その他に基づく火力設備などの操作、監視、試験、巡回
点検など」。	
  
メンテナンス業務：「火力設備の点検、拡充、改良、修繕および事故処理に関する計画、
立案、実施記録、報告、効果の確認など」。いわゆる定期点検はメンテナンス業務として位
置づけられる。
「など」とある部分については、明確ではない点もあるものと思われた。
C社
オペレーション業務とメンテナンス業務を定義したものはないが、それぞれを発電所の運転、
保守と置き換えて定義すれば、社員が前者を、後者は委託契約に基づき、子会社 X が担
当するとのことであった。保守に関する C 社の役割は、工事計画策定と法的手続きのみで
あり、工事実施と施工管理は子会社 X が主体的に担うとのことであった。
また、発電所以外の屋外設備については、子会社 X が運転を担当している。
分析
いわゆるユーティリティ企業として、各社のオペレーションとメンテナンスについての漠とした
定義は存在するが、個別作業ごとに明確に区分されたものは存在しない。
全体の傾向としては、オペレーションは計器類の情報、画面の情報を見ながら総合的な判
断を行うこと。メンテナンスとしては、具体的な設備の維持、機械類の保修的な、作業の実施
を意味している。うち、メンテナンスは、社員自らがこれを業務として行うわけではなく、外部
企業に委託している傾向がみられ、業務の管理や品質確認等が主だった職員の業務となっ
ている。

メンテナンスについては、発電所が有する次のような施設・機器それぞれについて必要であ
る。
電力の生産活動に伴う、各機器の稼働状況や生産状況の把握と出力調整、操作等は、
オペレーション業務として、コントロールセンター等で実施される。
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（火力発電所設備）

図表 6：石炭火力発電所（汽力）の設備
画像引用元：
①   日本ストック株式会社 http://www.stock-jp.com/gvi.html
②   東北電力株式会社 https://www.tohoku-epco.co.jp/enviro/ecolog/st_power/150128.html
③   株式会社日立製作所 http://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2010/12/1207b.html
④   ミカド電装商事株式会社 http://www.mikado-d.co.jp/m-online/post-401
⑤   糸川産業株式会社 http://www.itogawa.co.jp/product_cat04.html
⑥   株式会社リンカイ http://www.kk-rinkai.co.jp/products/haien/index.html
⑦   株式会社カタオカ http://www.eonet.ne.jp/~kto/sub2.htm
⑧   泉環境エンジニアリング株式会社 http://www.izumi-ee.jp/product/product.php?pid=mhj005
⑨   昭和電機株式会社 https://www.showadenki.co.jp/product/fan_tokucyu_popup.html#32
⑩   株式会社大阪送風機製作所 https://www.osaka-blower.co.jp/products/exhaustgas.html

図表 7：コンバインドサイクル発電（ガスタービン発電：概念図）
画像引用元：
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⑪   関西電力株式会社 http://www.kepco.co.jp/energy_supply/energy/thermal_power/shikumi/

１−３．就業人員の調査
以下、前項の定義を活用し、火力発電所におけるオペレーションとメンテナンス業務就業者
数の市場規模推定を行う。
なお、推定に際し、当初計画では、個別電力会社等へのヒアリング・アンケートにより
➀ 業務別の就業構成・発注構造
➁ 現在の人員構成（職位・職制・外注別）（年齢別）
を得る予定であったが、後述のとおり、スキルや業務の定義が各社によって微妙に異なるこ
と、及び、年齢別就業者データについては社外秘情報として提供を得ることが困難であった
ことなどから、本項では、人員推定のための一般的ロジックを立て、これに各社より感触的に
得られた数字をあてはめる手法を用いている。

１−３−１．統計データからの推計値
総務省統計局による労働力調査統計では、平成 27 年国勢調査抽出速報集計（総務省統
計局 e-Stat）において日本国内の発電所の就業人員を捉えるうえで参考になる統計データ
は詳細統計のレベルで２種類の数値がある。
①  
②  

日本標準産業分類 （331 電気業）
日本標準職業分類 （641 発電員，変電員）

142,800 人
32,800 人

①  の日本標準産業分類での電気業としては「発電所（発電機，原動力設備，その他の電気
工作物を設置して電気を発生する水力・火力・原子力・地力発電の事業所）及び変電所
（構外から送電される電気を更に構外に送電又は配電するための事業所）」の合計値
②  の日本標準職業分類での中分類 「64－定置・建設機械運転従事者の中で、発電所・
変電所・電気動力室において、発電・配電装置の操作・監視・点検・保守の仕事に従事
するもの」の合計値
である。
この２つの統計を組み合わせた場合、「火力＋水力＋原子力＋地熱」の「発電所＋変電所」
での合計としての 32,800 人であることがわかる。
日本産業分類
331
発電所
変電所

142,800 人 (2015年国勢調査)

火力

水力

原子力

地熱
その他

日本職業分類
641
発電員
変電員

32,800 人 (2015年国勢調査)

発電所設備容量

143

45

42

1

231 百万K W
(2018年３月エネ庁データ）

図表 8：日本産業分類・職業分類からの統計データ
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この 32,800 人から、火力発電所かつ発電所の部分を概算で求めるためには
・全発電の中の火力発電部分
・発電と変電の中の発電部分
の比率を仮置きする必要がある。
・火力発電所部分を抜き出すために、事業認可された発電所の最大出力数（火力・水力・原
子力・その他の合計）より、火力発電部分を按分する。 (143/231)
発電所と変電所の就業人員から発電部分を抜き出すために、変電所は出力レベルで複数
の段階があるが、ここでは変電部分の就業人員は組織上、すべて送電・配電部門に所属し
ていることとし、発電部門に比較し人員的にも少ないものと想定した。
ここでは発電部門の人員を組織全体の４割～７割と置いている。

図表 9：発電から変電までの流れ
http://www.fepc.or.jp/enterprise/souden/keiro/
電気事業連合会 WEB ページ「送電の仕組み・電気が伝わる経路」より抜粋
結果、
32,800 人 × (143/231) × (0.4～0.7) = 8,122 人～14,213 人との試算結果が得られる。

１−３−２．ワット数からの推計値
次に、火力発電所の就業人員算出の精度向上のため、以下の算出方法を用いる。
【算出ロジック】

＝

「火力発電所の就業人員」
「（A）１キロワット発電量あたりの火力発電所の就業人員数」
×
「（B）全国の火力発電所の総キロワット数」
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火力発電所の数は 2017 年 9 月現在で全国 444 か所存在するが、その就業人員は発電
所の規模によって異なるため、次の３つの要素で分類することでデータ精度の向上を考えた。
（その１：発電所の規模による違い）

１火力発電所での就業員数を発電所の規模により２つに分ける。
大規模：10 大電力会社＋1 社
小規模：その他
大規模、小規模の発電所内の就業人員数を発電能力に対する概算値を置く。大規模では
200 万キロワットで内部社員数として X 名、小規模では 20 万キロワットで Y 名とする。

従業員数
A

定義

従業員数（人）

発電能力(kW)

大

X

2,000,000

小

Y

200,000

図表 10：発電所の規模による従業員数の想定（ヒアリング結果からの概算推定）
（その２：オペレーション業務とメンテナンス業務の詳細化と必要人員想定）

発電会社によって呼び方や組織上の所属は異なるが、ヒアリング等で得られた結果から、先
のオペレーション業務とメンテナンス業務を詳細化し、火力発電所内は、おおざっぱには
「当直」「技術管理」「燃料管理」「運営」「メンテナンス」「総務」の６種類の業務で構成される
こととした。
オペレーション業務 ＝ 「当直」＋「技術管理」＋「燃料管理」
「当直」

発電設備と燃料設備の運転管理を担当するオペレーション業務で、
２４時間・３交代制で勤務する。夜間におけるシフトがあることから当
直という表現が使われるが、夜間シフト時点での当直班長は障害・ト
ラブル対応判断という責任を伴う。

「技術管理」 発電技術性能・実績管理、環境化学的な管理を行う部署（発電所に
よっては、発電所長付きとして兼務する場合もある）。
技術的なバックグラウンドが必要な人材を配置する場合が多い。
「燃料管理」

メンテナンス業務
「運営」

LNG・石炭・石油等の受入、貯蔵設備の運用・設備管理
（企業・組織によっては、燃料資材調達も兼ねる場合もあり）

＝ 「運営」＋「メンテナンス」
発電設備の運用管理、運転支援、委託・購買、保安・防災等、当
直以外の日々の管理に関連する業務

「メンテナンス」 特に機械・電気制御系の設備補修計画、設備管理、工事設計、
工事管理等があり、この部分は外部の設備系協力会社による委
託による作業とする部分もある。
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設備の定期点検作業（部品の分解による精査も含めて）等の管理
もここで行う。
管理・総務業務

＝ 「総務」

「総務」

所内の総務・管財、人事、労務管理等全般を行う部署で、発電所
によっては各種行政手続・報告、視察・監査対応の窓口になる。
規模の小さい発電所では、需要予測に基づく発電量の指示や、燃
料調達のための価格交渉や指図等も兼ねる場合がある。

＜火力発電所内の業務と人員構成＞
火力発電所内を、上述のオペレーション業務・メンテナンス業務・管理業務の流れに沿って
描くと次のような組織構成となっている。
ここでは、モデルプラントとしてガスタービンコンバインドサイクル発電 100KW 規模）を想定
してみた。
発電所長

発電所全体の総括
リ ス ク 管理全般

（ 電気制御系１ 名） 電気主任技術者

（ 機械系１ 名） ボイ ラ ータ ービ ン 主任技術者

メンテナンス業務

オペレーション業務

管理業務

管理者名＋担当者

３ 交代制

日勤のみ

当直責任者
（ 発電設備の

技術/運営
管理職

管理部門
管理職

オペレ ーショ ン 班長）

日勤のみ

設備運営部門
作業員

当直作業員
オペレ ーシ ョ ン
作業員

設備の保守、 メ ン テ ナン ス管理

管理部門
事務員
各種行政手続、 燃料調達交渉、 視察対応

性能・ 実績管理、 環境科学
発電設備、 （ LN G） 燃料設備の運転管理

設備系
外部委託先

設備補修計画、 設備管理、 工事設計、 工事管理

図表 11：火力発電所内の業務と人員構成
ヒアリング等を通じて、発電所内では、オペレーション業務は原則社員による運用とされ、メ
ンテナンスについては、設備・機器のエンジニアリングサポートを外部に委託することから
その比率をこのモデルでは２：１とした。
（その３．発電に必要となる就業人員の中の本部機能の取り扱い）

大規模の会社では、発電所内の人員と発電会社の管理本部要員に分けて、管理本部部署
では、需要予測、官庁への実績報告、原材料発注、品質管理部門等の業務を実施するた
めにα名が必要と置く。この機能は大規模発電会社では１か所とした。
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小規模発電会社では、発電に必要となる諸資格は、外部業者委託部分も含めてすべて各
地域の発電所で調達できるものと仮定し、上述大規模発電所ではα名とした本部機能は発
電所内で吸収されるとしゼロとした。

定義

本部（人数）

大
小

火力発電所内（％）
オペレーション

メンテナンス

管理

α

60

30

10

0

60

30

10

図表 12：火力発電所の機能と本部機能の概要
以上、O&M 就業人員算出のロジックは次のとおりである。
・社員数と発電能力量から、１kw 発電量あたりの火力発電所の就業人員数 A を算出 ①
・全国の火力発電所の総キロワット数の平均値を算出 B ②
・①と②より、火力発電所の就業人員を得る。 X ③
・③と火力発電所内のオペレーション(60%)・メンテナンス(30%)・総務(10%)の比率から
オペレーションとメンテナンスの就業人員を算出

図表 13：O＆M 就業人員算出ロジック
【算出結果】
上述の算出ロジックに実際の数値を当てはめることで、火力発電業界の O&M の現在就業
人員を算出してみる。
集計にあたっては以下の数値を使用した。
従業員数としての対象は定義付け内の企業の公表数値を使用する
火力発電所としての対象は資源エネルギー庁の統計資料「電力調査統計表」上の以下の
数値を使用する。
・火力発電所数（29 年 9 月時点）
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・火力発電所を持つ会社数（29 年 9 月時点）
・火力発電量（29 年 9 月時点）

発
電
能
力
B

定
義

能力 kW（最大出力） 29 年 9 月

1 年間（ｋW）

会社
数

発電所
数

石炭

LNG

合計

大 33,110,573

32,770,000

75,126,000

141,006,573

1,692,078,876

11

160

1,991,055

13,462,642

6,337,263

21,790,960

261,491,520

138

284

小

石油

図表 14：発電所の規模による人員数
上述算出ロジックを用いて、仮にα（管理部門就業者数）を 20 名、X（大規模発電所人員数）
を 130 名、Y（小規模発電所人員数）を 30 名と置くと、現在の就業人員は約 10,000 人の規
模と推定される。

図表 15：O＆M 就業人員算出試算

１−３−３．将来の就業人員規模の予測
【将来の就業人員予測ロジック】
以下、国内火力発電業務の就業規模の将来予測を行うためのロジックを設定する。
将来予測にあたっては、予め、各種のドライバー（外的要因）（内的要因）を定義し、これを
変動要素として位置づけた。
現在の就業人員規模を前提に、将来の就業人員を次の前提で試算する。
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・	
  経済産業省「長期エネルギー需給見通し(2015 年 7 月発表)」におけるマクロフレー
ムを前提とし、その後の環境変化（外部要因＋内部要因）により、３つのパターンの
予測を行うこととする。
（基本パターン）

将来予測就業人員
＝ 現状の就業人員×電力需要変化率×火力電力比率変化率×就業人口変化率

基本パターンとして、長期エネルギー需給見通しでの諸前提をもとに、
５つの因子での変化を合成した計算式を用意することとした。
・火力発電所の就業人員を変動させ得る因子
（外部要因）
１．	
  エネルギー需要
（エネルギー需要サイドの要因）
２．	
  発電電源構成（火力発電比率） （エネルギー供給サイドの要因）
３．	
  就業人口全体の増減（少子高齢化・コスト削減・環境保護・自由化）
（内部要因）
１．	
  （少子高齢化を契機とした）マルチスキル・マルチタスク化
２．	
  自動化（デジタル化）
将来予測にあたって、上記の要因すべてをシミュレーションすることも可能ではあるが、変動
要素が大きすぎることにより、試算結果範囲が広くなりすぎる恐れがあった。
そこで、本調査では、後述の議論（制度設計）に必要なレベルとして、要素を次の２点に絞っ
て試算した。
（要素１） 電力需要が経済成長の回復に伴い大幅に増大する場合
（要素２） 他発電機能の増強・回復により火力発電による発電シェアが減少する場合
【算出結果】
上述のロジックに実際の数値を当てはめることで、火力発電業界の O&M の将来の就業人
員を算出してみると、パターン１、パターン２ともに、2030 年時点での火力発電所の就業人
員は約 1 万人規模と予測された。
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図表 16：2030 年時点での火力発電所の就業人員の予測結果
パターン１：電力需要が経済成長の回復に伴い大幅に増大する場合
→ 電力需要変化率が 1.4％から 18.4％に増大
パターン２：他発電機能の増強・回復により火力発電による発電シェアが減少する場合
→ 火力発電比を 11%に減少
基本パタ
ーン
パターン
１
パターン
２

現状就業
人員

電力需要
(1.4%)

火力発電比
(21%)

就業人口(7.8%)

火力発電所内人
員(-10%)

将来予測
人員

10,283

1.014

1.21

0.922

0.9

10,469

現状就業
人員

電力需要
(18.4%)

火力発電比
(21%)

就業人口(7.8%)

火力発電所内人
員(-10%)

将来予測
人員

10,283

1.184

1.21

0.922

0.9

11,224

現状就業
人員

電力需要
(1.4%)

火力発電比
(11%)

就業人口(7.8%)

火力発電所内人
員(-10%)

将来予測
人員

10,283

1.014

1.11

0.922

0.9

9,604

図表 17：将来予測３パターンのまとめ

ただし、化石燃料に依存した火力発電の課題としての、環境問題への対応面に関しては、
上記の予測よりも大きな動きを見せる可能性がある。
大きな点は、2015 年 12 月にパリで開催された気象変動条約第 21 回締結会議（COP21）の
開催により、温室効果ガス削減の枠組み「パリ協定」が合意された点である。我が国は 2030
年には 2013 年比で CO２排出量を 26%削減の約束目標が設定された。この達成のためにエ
ネルギー自給率の回復、電力コストの引き下げ、欧米レベルの地球温暖化防止目標が基本
方針とされ、火力発電に関連する政策として 2016 年に「エネルギー革新戦略」「次世代火力
発電に係る技術ロードマップ」が提示され、高効率発電技術の開発・省エネ促進等が進めら
れている。
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その他、我が国の環境規制にのっとり、火力発電においても、大気保全（燃焼に伴う窒素酸
化物の低減/排ガス中の塵の除去等）・廃棄物削減・水質保全・騒音/振動対策・緑化・景観
対応等への対応が世界最高水準で進んでいる点も重要である。
日々の安定供給のためのベース供給源を担いつつ、そうした特徴から電力生産に求められ
るのは、上述の電力事業の特徴を考えた場合、次の４つの目標をいかにバランスさせるかに
ある。
① 生産工場としての生産の安全性 （Safety）
②   需要への的確な対応ができるかの安定供給 (Energy Security)
③   電気エネルギーをより効率的に得られるか（エネルギー変換時の損失の極小化）
（Economic Efficiency）
④   地球温暖化防止対応、環境規制への適合 (Environment)
この４つの英語の頭文字をとった「３E＋S」は経済産業省が 2015 年７月に掲げる「長期エネ
ルギー需給見通し」で示した政策であり、この４つをいかにバランスさせるかにより、火力発
電ひいては発電業界の大きなエネルギーミックスの変化が促進される可能性が高い。

２．就業者に対する人材育成・教育に関する調査
２−１．業務内容の分析及び職層別の人材教育
前章１−２にて記載したとおり、各社それぞれに、新規採用した職員を育成するためのおお
ざっぱな業務分類と、職層分類を実施している。具体的には、オペレーションやメンテナン
スの業務領域において、「社員全員が取得する」総合的な基礎研修と、その後の個別専門
分野の研修に分けつつ、さらに専門領域の技術レベルを段階分けした縦横型の研修体系
を準備し、社員の経験年数とゆるやかに関連付けている。
応用レベル内の段階区分は企業によって異なるが、オペレーション業務については、一
般的には全員が直接の指導を受けずとも、オペレーション業務（当直）に就ける「一人前」と
なり、そこから当直のチームを仕切れるリーダークラスを経て、技術研鑽と活動実績を重ねた
少数の者が「マスター」称号を得、後継者の育成指導に当たる、といった流れとなっている。
オペレーション

メンテナンス

その他

（運転操作）

（保修）

（計画/管理等）

高度

高度
ター
ビン

ボイ
ラー

ガス

マネ
ジメ
ント

電気

性能
管理

制御

機械

化学

応用
（トラブル対応）

応用

環境

（分野別）
計画

基礎

基礎
図表 18：業務と職層のイメージ
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法令

２−２．社内外における教育状況に関する調査

２−２−１．社内教育
社内教育としては各社とも社員に対する研修プログラムを準備して実施している。
全員が O&M の基礎を学んだ後、電気制御、機械、化学などの専門知識を学ぶもしくは応
用へのステップアップをするという順序が多く見られる。

図表 19：社内教育研修体系
以下、インタビューでの各社回答状況である。
D社
能力段階に応じて、業務遂行に必要な専門スキルの修得目標を定め、各種育成ツール（テ
キストや研修）を活用しながら、自己啓発とＯＪＴにより修得を図るとともに、上司が専門スキ
ルの修得状況を確認して人材育成を行っている。
育成初期の共通基礎段階では、対象者全員に運転（発電）と保守（保修）の両職種を経
験させ、その後運転と保守の各職種ごとに、基礎・応用Ⅰ・応用Ⅱの３段階で育成すること
になる。応用Ⅰ段階までは、育成期間の標準目標を定めて育成している。
E社
入社以降、「基礎知識・技術修得期（約 10 年）」、「エキスパート期」、「プロフェッショナル期」
の３ステージに分けて人材育成を実施しているほか、火力発電部門では「運転研修（発電所
／研修機関）」「火力保守技術研修（研修機関）」を実施している。
社員が担う運転（オペレーション業務）スキルについては、ほぼ全社員が 10 年内に獲得。
この他、薬品、危険物の取扱などにおいて、法定で必要とされる資格については、取得時に
祝い金を出すなどして奨励している。
F社
人材開発に特化したセンター施設を中心に社員を育成。当該センター施設では異なるタイ
プのシミュレータを備え、実機訓練が可能である。運転訓練、保修訓練、及び環境・化学・
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性能管理等その他の分野で約 130 の研修コースを実施している。運転訓練では、具体的に
は、人為的にインストラクターが設定したトラブルについて、計器等の情報から総合的に判
断して対応するなどの内容となっている。このような研修では、チームワークが必要とされる
ため、実際のチームに対し、シフトの一環としてスケジュール化し受講させたりしている。
保修訓練では、機器類の分解・組立等の作業体験を通じてこれらの技術・技能を習得する
こととしている。
運転操作及び保修工事の２分野で現業技術・技能認定制度による認定を実施している。
スキルについては「〇〇できること」を数百規模で定めるとともに、上記の認定制度とあわせ、
社員の自己研鑽に資することとしている。
G社
入社後基礎的な研修を行い、一通りの実務を覚えた後、5 年を目安にオペレーションでは、
現場作業及び補機の運転管理、 メンテナンスでは日常保修の管理補機の定期点検までが
できるように育成している。
メンテナンスについては共通のカリキュラムを用いているが、オペレーションについては各
発電所のマニュアル、カリキュラムを活用している（発電所設備が異なるため）。評価につい
ては、自己評価及び上司のチェックにより行っている。
その他アンケート先
公的に取らなければならない資格（ボイラー技士、公害防止管理者、エネルギー管理士等）
については、外部研修を活用し資格者を育成している。あわせて、大手電力会社において
は、業務部門別に研修体制を整えているなどの回答を得た。
オペレーション面でのシミュレーター活用研修や養成、社内研修の仕組み等は一通り揃
っている。研修については一部 OJT 並びに訓練として人材育成に取り組んでいる、基礎研
修とそれ以上の専門研修に分けているなど、ヒアリングを実施した企業との大きな相違はみ
られなかった。
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２−２−２．社外教育
ヒアリング実施対象の企業中、社外機関を活用した研修を行っていた社はほとんどなく、他
では、社外教育は行われていない、又は意識されていない状況にあった。
特定企業による教育
国内に、社外教育を専門的に担う企業として、「株式会社パワー・エンジニアリング・アンド・
トレーニングサービス（以下「ＰＥＴ」）」が知られている。同社は、平成１４年４月１日に中国電
力株式会社の出資により設立され、発電所診断やソフトウェア開発等４つの事業を主軸に
営業展開している。
同社の技術研修事業部において、「発電」、「電気」、「機械」、「制御」、「環境」それぞれ
の関係分野において約 20 のコースを開催しているほか、運転操作のシミュレータや、蒸気
タービン開放点検などのテーマ特化型によるオーダー研修を受け付けている。
PET の受講者は、グループ内企業が中心ではあるものの、1/3 はグループ外からとなってお
り、今回の調査対象企業からも、社員教育の一環として PET に受講者を派遣している旨の
回答を得ている。

＜PET 受講者数実績（平成 28 年度）＞
中国電力グループ 国内

海外 合計

1,180 名 470 名 70 名 1,720 名
※	
  PET 社 HP より参照

さらに、アンケート回答企業の中では、自社関連で教育研修専門のグループ会社を活用し
たり、委託先のメーカー（プラントメーカー、ポンプメーカー、計器機器メーカー等）による研
修を社員研修に活用しているとする社が複数あった。
また、特定の一社にあっても、社員研修のために設立した研修センターにおいて、自社の
有する研修ノウハウ及び施設を活用したトレーニングプログラムの社外販売が開始されてい
る。
現時点では、主たる社外の受講者が国外であったり、グループ会社のみであったりなど、
必ずしも市場として活性化しているわけではないが、将来的に、企業による教育が活発化し
ていく可能性はあるものと考えられる。
業界団体による教育
我が国には、電気事業関連の業界団体として、「電気事業連合会（以下「電事連」）や「火力
原子力発電技術協会（以下「火原協」）」、「電気保安協会（電保協）」、及び一般的な職業能
力開発のための施設が存在しているが、各社におけるこれらの人材育成での活用状況はま
ちまちであった。

電事連のホームページによれば、同会の事業として「電気事業に関する知識の普及、啓発
および広報」があるが、同ホームページ上に掲載されている実際の成果物や広報資料、活
動実績などから、ここでいわゆる知識とされているものは、社会一般的な電気事業に関する
知識であって、特定の発電業界内で必要とされるレベルでの専門的知識を意図しているわ
けではないものと考えられる。また、各社からも電事連が社外教育に寄与しているとの情報
は得られていない。
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火原協であるが、ホームページによれば、同協会は昭和 25 年に火力発電研究会として発
足し、各種の変遷を経て現在に至る一般社団法人である。現在は、火力発電及び原子力
発電に関する技術等に係る「調査研究・規格標準等の作成」、「情報の収集及び提供、技術
者の育成」、「内外関係機関との交流協力」を推進することにより、発電技術等の発達改善を
図り、わが国の経済発展に寄与することを目的として各種の活動を実施している。
うち、技術者の育成に係る事業として、各種の講座や講演会を開催しているほか、会員の
自己啓発や若手技術者の育成を目的として 2008 年 10 月から大学講座を開講している。大
学講座については、2017 年 3 月 27 日現在まで、登録講師数 80 名、延べ受講者数 4,200
人 をそれぞれ超えつつあり、さらに、開講の地域も、東京から全国規模へと広がってきてい
るとのことである。
大学講座は、以下のとおり、座学・理論の面では多様な内容構成となっている
参考：火原協大学講座・講義メニュー
l   ボイラ
l   蒸気タービン
l   ガスタービンコンバインドサイクルプラント
l   発電機・遮断器・変圧機
l   制御技術
l   補機設備
l   配管設計・管理
l   非破壊検査・溶接・材料・防食・水質管理技術
l   燃料部門
l   環境技術部門
l   産業用・自家発用発電設備部門
l   エネルギー概論（世界情勢・再エネ対応技術等）
l   エネルギーの基礎・歴史等
l   再生可能エネルギー
しかしながら、具体的に、各社担当者より個別に得られた感触としては「（火原協の講座は）
アカデミックにすぎ実務的ではない気がする」、「セミナーが中心であり、将来的なビジネス
プランを得たりするのには有用だと思う」などのものが中心で、調査者の所見としては、これ
らの活動、特にセミナー以外の大学講座の内容が関係機関に十分に認知活用されていると
は言い難い状況にあるものと思われた（研修のスタイルとして、対象となる設備や機材がモノ
として存在せず、座学中心となっていることに起因している可能性もある。）。
電保協は、全国に 10 ある一般財団法人で、電気保安を通じて地域社会に貢献することを
使命に活動している。全国組織として、電気保安協会全国連絡会が存在し、調査・保安・広
報の３業務分野にわたって活動している。
ホームページ上では、技術者の育成や研修の実施に関する直接的な記載は見当たらな
かったものの、保安業務の一つ「試験・技術業務」について、電気主任技術者が選任されて
いる事業場等の電気工作物の点検・測定を行うほか、官庁手続きの指導業務、PCB 含有分
析、防保護具絶縁耐力試験などを行っているため、何らかの指導や技術面のアドバイスが
なされている可能性がある。
職業能力開発校は職業能力開発促進法に規定されている公共職業能力開発施設の一
つであり、各都道府県に設置・運営されている。主に中学・高校卒業者、求職者
を対象に様々な分野の技術取得を行える施設である。	
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電気設備技術や電気システム、設備システムに等に関する技術を 1〜2 年間で習
得でき、各種資格（ボイラー技士等）を取得することができる。	
 
また、一部地域ではキャリアアップやスキルアップのための講習を定期的に開催
している。
その他教育としては、保税業務の講習会や労働安全衛生法による各種講習会に参加して
いる事例もある。

２−２−３．外部の者に対する教育
一部の企業で、グループ会社の社員までを研修の対象としている以外、外部の者に対する
教育については余り意識されていない状況であった。
個社ヒアリングでは、発電所 O&M の業務を外注する際に、「請負」として契約している場合
は、専門的知識があることを前提として契約しているため、教育は実施していないとの回答
があった。
その他、セキュリティ確保の観点から、発電所業務に就く際に施設概要の紹介やクイズな
どを実施しているが、協力者がどの程度の専門的知識を有するかについての把握は積極的
には行っていないと回答した企業もあった。
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２−２−４．各社ヒアリングを通じての特徴（国内企業）
国内のユーティリティ企業には、次のような共通的な特徴がみられた。
l   専門的スキルの定義があいまい
今回の調査では、インタビュー対象企業から、企業内での「職層」の定義と該当の社員数、
及び特定の職層に求められる専門的スキル等に関する詳細な情報は入手できていない。
分野別に「何ができるか」を評価用のスキルとして定めている企業もあったが、これらが職制
や職務上必要なスキルや専門性と厳密にマッチングされているわけではないようであった。
先の章２−１．業務内容の分析及び職層別の人材教育において述べた、技術面での最高
峰とされる「マスター」職についても、どのような者がなれるのか、どのような条件を満たせば
就けるのかなどについては、公表ベースで定義・明確化されているわけではない。
これは、次項目とも関連するが、一般的に日本企業の特性として、個別の専門性スキル
の有無ではなく、「全人格的評価、経験」を旗印とし、総合的な人事の評価や異動配置が行
われていることに起因するものと考えられる。
l   業務と研修内容・各人スキルが直結していない
社内人事制度・キャリアパスは研修と連動しているかに関する調査項目に対して明確に
「Ｙｅｓ」と回答した企業は皆無であった。特定人材の業務配置等に関し、「社内資格」取得に
関する社内ルールは存在せず、または緩やかであり、唯一、法令に基づき必要とされる資
格者配置（本報告書「３−１−１．公的な資格制度」参照）のみが意識されている。
前述の業務分析の結果から、オペレーション業務においては、全体を見て総合判断でき
るスキルが求められる一方で、メンテナンス業務については、原則としては、設備・機器類の
保修作業を意味しており、設備構造、個別の機器の役割や特性に関する理解が求められる
と解するべきであるが、ユーティリティ企業においては、直接このような作業を実務としてもつ
要員はおらず、外部に委託していることが多く、工事管理的なスキルに焦点が置かれていた。
そのような中で、メンテナンスの研修内容として、「分解・組み立て実習」等が多く含まれて
いるにもかかわらず、実際に（委託先等）当該作業を担う者に対する教育の実施はしていな
いうえ、育成状況の把握等も積極的には行っていない。このように、メンテナンスの研修が、
あくまで「管理監督・品質適正確保」を目的として行われている実態については、有効性・コ
スト効果の面から、若干の疑問が残る（なお、この点に関し、「（研修制度として確立している
わけではないが）委託先が委託先社員に対して行うメンテナンス作業研修に社員を参加さ
せたことがある亅旨の回答を１社から得ている。 コスト効果的かつ合理的な手法と感じられ
るので一考ありたい。）。
人材流動性に乏しく、中途採用者が少ないことにも起因していると考えられるが、入社以
降のキャリアアップが個人の意思に委ねられている。先の「マスター」称号を受けた者に対す
る特定の褒賞制度があるわけではなく（着衣の色で区分するなど）「名誉職」的な意味合い、
シンボリックな社内の立ち位置にとどまっている。
以上のことから、仮にこれらの者が外に出たとしても、経験業務の内容と適切にマッチングし
た定義スキルとを体系的・網羅的に示すことが難しく、特にグローバル市場で優位を説明す
る根拠に乏しいものと思われる。

２−３．人材確保の実態に関する調査
各社ともに、人材調達については中長期で計画し、個別の採用・育成を実施しているとのこ
とであった。具体的な数字などについては、各社からの情報は得られていないが、一般的に
は、人員の調達計画は発電計画と連動し、発電量とプラントの規模から必要人員数を算出
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して、現行人員数のシミュレーションと突き合わせて調達計画に組み入れるという手法をとっ
ている。全体の人員数は、デジタル化等の流れを受けて、減少傾向にある模様である。
離職や同業他社への転職等の人材流動性は、各社ともに「（他業種に比べて）低いと考えて
いる」との回答があり、「中途採用等も、発電計画で大幅な需要が発生しなければあまり実施
されない」とのことで、定年退職以外での人材流出リスクはほとんど考慮されていない状況で
あった。
喫緊の問題意識としては、少子化等による採用候補者数減少に加え、技術力を有するベテ
ランの者が退職する時期となっていることから、技術力の後継及び必要な技術人材の確保
が複数企業において課題となっていた。これらの対応については、各社ともに「工夫し、適
切に対応することとしている」とのことであった。
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３．人材育成・資格制度の設計
３−１．業界向け資格制度・既存資格制度（社内資格制度等）の調査

３−１−１．公的な資格制度
火力発電業界に対する公的あるいは業界としての社会的資格制度については、国内にお
いては存在しないものとみられる。
但し、火力発電プラント等の稼働に必要な法的要件を満たすために、複数の公的資格の保
有が義務付けられているものもあり、それ等は、人材育成上もほぼ必須の業務要件となって
いる。それらの公的資格については、概ね以下のものがある。
l  
l  
l  
l  
l  
l  
l  
l  
l  
l  
l  
l  
l  
l  

l  
l  
l  
l  
l  
l  
l  
l  
l  
l  
l  
l  
l  
l  

電気工事士
（第 1 種電気工事士/第 2 種電気工事士）
電気主任技術者
認定電気工事従事者
電気工事施工管理技士
液化石油ガス設備士
ボイラー・タービン主任技術者
ボイラー技士
ボイラー整備士
高圧ガス製造保安責任者
公害防止主任管理者
公害防止管理者
特殊電気工事資格者
保安技術職員
線路主任技術者

技術士
管気工事施工管理技士
建築施工管理技士
土木施工管理技士
エネルギー管理士
作業環境測定士
溶接管理技術者
溶接管理技術者
計装士
消防設備士
危険物取扱者
建設業監理技術者
電気通信主任技術者
他

図表 20：公的資格一覧
しかし、火力発電所の運転及び補修、保守について特定した資格は見当たらない。発電所
にあっては、「１−２．火力発電の設備・業務と人材について」において記載したとおり、多様
な専門技術者、技能者による複合的、総合的管理を行う必要があり、このための能力を明示
的に評価する仕組みが求められる。

３−１−２．社内資格等の人事制度
法律の規定により、以下のような体制を組むことが必要となっている。
l   ガスタービンコンバインドサイクル発電では、各法律に則り、資格保持者を設置する
必要がある。具体的には、電気主任技術者、ボイラー・タービン主任技術者、ボイラ
ー技士、危険物取扱者、高圧ガス製造保安責任者の資格保持者を１名常駐させる
必要がある。
こうした要件を満たすため、オペレーションについては、ほぼ社員による 3 交代の運用に
なっているところが一般的である。
また、設備の保全、補修、保守対応は、基本的には、子会社、関連会社又は外部事業者
に委託しているところが多く、社内では、これら外部事業者の管理及び統括を行っているこ
とが多い。
そのため、社内資格的には、オペレーション人員に対する制度化を行っているところが主
流である。但し、設備の保守についても、実際の作業を実施することは少なく、監視、管理
業務を中心として、認定制度を持つところもある。
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多くの企業で、専門技術技能者、専門技能認定制度、プロフェッショナル制度、指導員制
度等、一定の資格・認定制度が構築、運用されている。
人事評価的には、後述する研修制度とも関連させて、スキル評価システムを導入運用し、
技能面の評価、経験等も加味して運用されている。但し、「２−２−４．各社ヒアリングを通じて
の特徴（国内企業）」でも記載しているように、これら社内資格と処遇等を連携させているわ
けではない。
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３−２．海外の火力発電事業における人材育成・資格制度の調査
以上、国内について述べてきたが海外では、国家ベースで共通の資格制度を有している例
もある。
今回調査では、アジア（シンガポール）、欧州（フィンランド、ドイツ、イギリス）、米国の概要
を説明する。

３−２−１．アジアの事例： Energy Market Authority
Energy Market Authority （以下 EMA）はシンガポール政府におけるエネルギー庁に相当
する機関であり、Power System Operation Division からの説明として以下を確認した。
公的資格制度
発電所内で最低限必要となるボイラー管理資格等の機器管理・電気制御系・安全・環境関
連の資格はあるものの、O&M の業務を行う上での公的資格は存在しない。
また政府としても発電所内の教育について個別具体的な規制は行っておらず、各企業の手
法に任せている。良い人材教育投資が出来ているところはビジネスとして結果を残すものと
考えている。
政府としては、規制をするというよりも、業界と大学(工科大学等)との橋渡しに注力してい
る。
具体的には、大学での研究テーマと民間企業のビジネスをマッチングさせるために、さまざ
まなイベントを企画し実施している。こうした活動に対する副次的な効果として学生の採用支
援にもつながっている。

また、業界全体での教育機関として PGA(Power and Gas Association) Training Institute をも
っている。業界のベテラン技術者が個別の発電事業者の注文に応じてテーラーメイドの研
修プログラムを開発し講義を実施している。
各コースは 2 日間～2 週間で構成されており、内容は WEB で公開されている。
Singapore Institute of Power and Gas

（https://www.spgroup.com.sg/what-we-do/training）
コース番号
PGC01
PGC02
PGC03
PGC04
PGC05

コース名
発電所概要
電気及びガスの作業安全
発電所のオペレーション原論
発電工程の管理と監視
発電所のメンテナンスの原理と戦略
図表 21：発電所向け研修プログラム（一例）

実際に行われている発電所向け研修プログラムの例としては、次のようなものがある。
PGC03 発電所のオペレーション原論
コース目的
・発電所の設計と運用の原理の理解
・発電所内の主要な設備の理解
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研修内容
・発電所の設計概念
・発電所のオペレーション理論
・プラント設計図面作図演習
・発電所内設備の操作方法
・発電所の運用実施
・発電所の標準運用規定の設計・レビュー・導入
・ケース・スタディ：運用部門のための管理・ガイダンス・技術管理方法の提供
研修期間 ２日間コース
金額
S$2,386.10 (約 19 万円)
PGC05 発電所のメンテナンスの原理と戦略
コース目的
・発電所のメンテナンス活動に関する概念と理論の概要の理解
・停止時間の極小化と安全な電力供給確保のための運用・是正対策・予防のためのメンテ
ナンス計画とスケジューリングの理解
・運用・建設・オペレーションに関するリスク軽減のための回避方法の理解
・生産能力増強のための重要インフラと設備のライフサイクルの拡張について
研修内容
・日々のオペレーションとメンテナンスに関する内外の標準化と規制
・ケーススタディ：トラブルの原因調査と根本的な解決
・ケーススタディ：予防的なメンテナンス
研修期間 ２日間コース
金額
S$2,386.10 (約 19 万円)

また工科大学の中では夜間コースを開催していて業界とも連携をとった内容にしているとこ
ろもある。
GE 等海外大手の OEM 業界が大学のオーナーとなり、活用する形も出てきている。
またアジア各国とは定期的に意見交換をしている。特に隣国のマレーシアとはインシデント
管理等の安全管理については緊密に連携をとっている。

社内資格制度
個別企業ごとに社内での資格制度は用意しているが、シンガポール国内では発電事業者
に関する規制はなく、O&M に関しても発電事業者が自らのビジネスの獲得のために個別に
ガイドラインやルールを内製している。
スキル標準
業界全体のスキル標準は作成していない。こちらも個別企業ごとの対応になっている。

今後のデジタル化による影響は避けられない。発電所はたくさんの設備があり、その維持管
理には人が必要であるが、結局、OEM 業者に渡している部分をどうするかにかかっている。
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発電所内での人材はかなり人員を絞ってきて一部無人化・自動運転しているところもあるが、
マルチに担当一人に負担させても限界がある。一人にすべてを理解させるのは無理である。

３−２−２．ヨーロッパの事例
欧州地域に関しては、北欧フィンランドの企業及びドイツの非営利研修機関へのインタビュ
ーを実施するとともに、イギリス、米国におけるスキル標準化等の状況についての文献・Web
調査を行った。
社内資格制度：Pöyry 社
Pöyry 社（JaakkoPöyry から改名）は、フィンランド国のヴァンタに本社を置く上場企業
（NASDAC：ヘルシンキ証券取引所）であり、エネルギーおよび産業分野で 40 ヶ国、130 拠
点でグローバルにコンサルティングおよびエンジニアリングサービスを展開している。従業員
数約 5,000 名を擁する同社のビジネス領域は、発電、送配電をはじめ、林業、化学＆バイオ、
鉱業＆金属、輸送および水処理など多岐にわたる。

Pöyry 社は、年間約 10,000 件のプロジェクトを遂行している。同社の主なエンジニアリング・コ
ンサルティング・サービスには、次のようなものがある。
l   ラス・アル=カイアル世界最大規模の電力淡水化計画（サウジアラビア）
l   下部メコン川の最初の水力発電ダム、サヤブリダム（ラオス）
l   国内最大、エネルギー効率最高の廃棄物エネルギー工場（フィンランド Vantaa Energy
社）
l   世界最大のオフショア風力発電所の 1 つ、Lillgrund Wind Farm、Sweden
Pöyry 社では、社員向けの研修を複数実施している。
l   プロジェクトマネージャ研修
教材として PMBOK を参照した社内のガイドラインが存在し、包括的な内容のもの（20 名く
らいで１週間かかるプログラム）及び個別詳細的なものの 2 種類がある。
l   リーダーシップ研修
中間管理層から上に上がる者に対して実施している。
これらのプログラムは来年度に全面改定を実施し、キックオフする予定。
l   ビジネスアカデミー
Nordic area において、セールスからプロジェクトマネージャ、リーダーシップなど多領域を
カバーする研修が実施されている。
プロジェクトマネージャ研修及び技術研修は社内講師が担当し、リーダーシップ研修のみ、
外部のコンサルタントに講師を依頼している。
キャリアと研修は直結しており、５段階でマネージャを定義している。具体的には、 プロジェ
クトマネジメントの基礎がわかるレベル１から、トップの場合は EPC レベルの複雑なものに責
任を持つ。上位資格には必ずオン・ザ・ジョブ・トレーニング(OJT)を交える。
さらに、トレーニングとあわせてアセスメントを実施する。PMO のドキュメントなどあちらこち
らでアセスメントを実施する。
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プロジェクトごとに、必要なレベルの者を指定して参加してもらうようにし、プロジェクト実施
時に、独立型で別途のアセスメントを実施しながら「彼はもうレベル３に進んで大丈夫」など
の判断をする。
Pöyry 社が有するガイドラインの構成上、特定のサービス・タイプではミニマムレベルがプロ
ジェクトマネージャの資格所有が前提となっており、かつ、テクニカル面では ET1-ET6（最高
が６、Principle engineer、修士号、20 年程度の経験等など）までが存在する。
キャリアと直結しない研修は実施していない。少なくとも Pöyry 社としてスポンサーになるも
のはない。
公的資格制度

Pöyry 社のヒアリング実施時に、ドイツの状況について国内最大級のユーティリティ企業であ
る RWE 社の社員より簡単ではあるが、聴取することができたので記載する。
＜スキル定義＞
ドイツ国内には分野とレベルで標準的となるスキルセットが存在し、国内で転職する場
合はそのマッピングで自分がどこにいるかを示すだけで、どの企業に行ってもすぐに通
じる。
ただし、こういった資格はあくまで国内のみとされ、例えば隣国フランスでは通用しない。
＜電力自由化の影響＞
従来、ドイツでは業界内ネットワークが機能し、全体に持ちつ持たれつで企業が相互に
強み弱みを補いあうなど牧歌的な状況にあった。
現在、自由化によってそのような文化は徐々に失われ、業界のネットワークは弱体化し、
各企業が孤立した状態となってしまっている。
Pöyry 社にあっても、運転免許のような国際資格や、EU 共通資格が存在しないことから、実
際の採用に当たっては、都度の能力評価や、職種・経歴等から個別評価しているとのことで
あった。
発電所を想定した大学というのはないため、メカニカルエンジニアや、電気のエンジニアな
どの学位はあるが、ベーシックな理解に加えて就労経験が求められ、その中で各種の分野
のスペシャリストや修士をとっているかなどが評価される。
なお、Pöyry 社からは社内資格に関する意見のみならず、業界全体の見通しその他様々な
観点からコメントをいただいた。
加えて、ヒアリングの準備段階で、ドイツに KWS（KRAFTWERKSSCHULE E.V.）1という発電
所運営に特化した研修機関が存在するという情報が得られたため、本調査の当初計画を一
部変更し、当該機関への視察を実施した。
KWS へのヒアリングで、ドイツの公的資格制度に関する情報としては次を得た。

KWS：１９５７年に設立されたドイツ電力業界の研修センターであり、年間３００コースの研修開催（延日数で
36,588 日間）、２，８５０人が参加する NPO 研修組織。
設立当初に導入したパワープラントシミュレータ研修が成功し、そこから徐々に拡張 ISO を取得することで国際
認識、信用度を確保、調査実施時点で登録講師は 30 名、会員は 229 社に及ぶ。（日系企業では、現地ドイツグ
ループ会社で数社加盟）
1
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＜公的資格＞
ドイツでは大学に行かない青年の職業訓練として、教育（２日）と仕事（３日）をデュアル
に機能させる制度があり、期間は３年間、16 歳から 19、20 歳までの間に、特定の職務ス
キルのマイスターとしての公的な資格取得をすることとなる。
パワープラントもその一環であり、この時点でオペレータとして雇用され、その後実務を
経て 16 週でテストを実施する。21〜22 才で卒業する。
＜人材の流動性＞
ドイツにおける人材の流動性は少ない。同スキルであればどの企業でもだいたい同じよ
うなサラリーになるので、いったん雇用先が決まれば最低でも 10 年くらいは動かない。
（昨今は職場の安定性が低下したため、少し変わってきた。）
KWS 視察は本調査の目的に照らして非常に有意義であり一つの方向性を示唆するも
のとなった。結果を本報告書の別添１にまとめているので、あわせて参照されたい。
スキル標準
スキル標準については、イギリスの例を取り上げる。
イギリスにおいては、プロフェッショナルエンジニアの規制機関である「Engineering Council」
が、「UK STANDARD FOR PROFESSIONAL ENGINEERING COMPETENCE（UKSPEC）」を発行している。イギリスでは、プロフェッショナルエンジニアを Charted Engineer と
呼んでいるが、これとは別に、エネルギー関連の業界の技能者のスキル標準について、上
記機関が出資する「Energy & Utility Skills Group」が開発し、資格や研修等の実施を複数企業
群で実施している。

この中に、「Maintenance & Operations Engineering Technician」として、特に公益事業（Utility）
の技能者の Skill Standard として、評価制度とともに制定している。
分野としては、
・Electrical Technicians
・ Mechanical Technicians
・ Control & Instrumentation Technicians
・ Wind Turbine Technicians
・ Electrical System and Process Control Technicians
・ Electromechanical Technicians and Plant Operations Technician
のそれぞれについて、定義されている。
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３−２−３．アメリカの事例
A）   1994 年に「GOALS 2000: EDUCATE AMERICA ACT」中の国家スキル基準法に基づき
National Skill Standards Board（NSSB:国家スキル基準委員会、2003 年に NSSBI:国家ス
キル基準審議会となった）が設置されている。役割は、自主的なスキル基準開発と採用
のパートナーシップの確立を促進し、スキル基準達成の評価と認定を促進する媒介を
行う、としている。この法律をもとに、国家レベルのスキル標準の開発が進められ、
SCANS2000 プロジェクトとして、Employability の整備と、産業別の専門スキル標準の開
発が進んでいった。（Energy Industry Skill Standards 等）
公的資格制度
米国の場合は、国家として資格認定を行うことはまれであり、一般的には非営利のプロフ
ェッショナル団体若しくは業界団体が、一定の手続きに則り実施され、上記の法律の趣旨に
則って国がそれらを支援している。Certification は認定と訳されるが、その意味には、資格の
更新、維持を含むことが多い。国際標準の ISO１７０２４（JIS Q 17024）で認定制度における
更新の必要性を定義している。Qualification も資格と訳されるが、その時点での条件を満た
していることを保証するという趣旨である。雇用時の採用テストや、教育の卒業資格などが該
当する。
専門分野の技術者の認定制度について、米国においては、Professional Engineer（PE）制
度が一般的で、the Nevada Society of Professional Engineers（NSPE）が運営しており、試験
区分として、Operation & Maintenance(O&M)の分野の資格区分は、「Electrical and
Computer: Power」発電分野を設置している。日本の技術士制度も戦後この PE 制度を参
考に設置された経緯もあり、電気電子部門に、「発電・送配変電 ： Power Generation,
Transmission, Distribution & Substation」がある。これらの類似制度は国際的に普及している。
そのほか、Operation & Maintenance(O&M)の分野で、2，3 団体が資格制度を実施している。
米国の例として、ASOPE（American Society of Power Engineers,）：アメリカ電力協会、The
North American Electric Reliability Corporation (NERC)：北米電気信頼性評議会、EGSA
（The Electrical Generating Systems Association)：発電システム協会の例を紹介する。

A ）「 American Society of Power Engineers（ ASOPE ）：アメリカ電力協会」
ASOPE は、Power engineering の技術者の社会的な資格認定を第三者的に実施するため
に設立された団体であり、以下の３つの分野のライセンスを提供している。
１．主電力エンジニアコンピテンシーライセンスプログラム
２．補助電力エンジニアコンピテンシーライセンスプログラム
３．特殊電力エンジニアコンピテンシーライセンスプログラム
1 の主電力エンジニアライセンスが、エントリーレベルで、その後のエンジニアキャリアが続い
ていく。他のものは補助的な役割を果たしている。
1 の後のフローを図表：22 に示す。
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図表 22：エンジニアキャリアフロー（出典：ASOPE 資料）
このように、エントリーの後は、第 3 種⇒第 2 種⇒第 1 種⇒チーフ⇒上級チーフといったキャ
リアパスが設計されている。
職種は、プラントオペレーティング（Plant Operating）と複合 CT(Combustion Turbines)プラント
オペレーティング（Combined CT Plant operating）に分かれていて、最後はマスター（Master）
となる。これらすべての段階での資格試験（Qualification Test）が用意されている。
例えば、Chief Engineer だと以下のような認定条件を課し、必要なトレーニングも条件として
いる。
・	
  資格（Qualification）
・	
  最低年齢 - 成人
・	
  教育 - 高等学校の卒業証書/ GED または同等のもの
・	
  経験 - 5 年間
・	
  試験 - 書面（必要に応じて口頭または実践）
・	
  前学年の最低時間 - 1 年間
・	
  プライムムーバー馬力（無監督） - 無制限
・	
  最大ボイラーサイズ（管理なし）HP - 無制限 BHP - LP - 無制限 BHP
・	
  冷凍または空調（監督なし） - 無制限トン
・	
  最低限の研修カリキュラム：
・	
  発電所の安全
・	
  発電所の蒸気発生器の構造とタイプ
・	
  発電所の水質化学
・	
  発電所の凝縮液および給水処理装置
・	
  発電所の蒸気発生器の燃焼空気および燃焼ガスシステム装置
・	
  発電所の蒸気発生装置の燃料システムおよび装置
・	
  発電所の水蒸気加熱システムおよび装置
・	
  発電所の蒸気発生器の継手および付属品
・	
  発電所の計装
・	
  発電所圧縮空気システムおよび装置
・	
  発電所の燃焼および燃焼装置
・	
  発電所の電力
・	
  発電所の数学 - 科学
・	
  発電所タービン建設および関連機器
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・	
 
・	
 
・	
 
・	
 
・	
 
・	
 
・	
 
・	
 
・	
 
・	
 
・	
 
・	
 

発電所のコンデンサーおよび循環水システムおよび装置
発電所の抽気蒸気およびヒーターおよび関連機器
発電所空調/冷凍
発電所環境機器
発電所の燃焼副産物の処分と除去
発電所の逆流防止
緊急ディーゼルシステムおよび関連機器
発電所人事管理
発電所のコンピュータ管理
発電所の予防保守
発電所蒸気発生器の検査
発電所ボイラー試験

B) The North American Electric Reliability Corporation (NERC)：北米電気信頼性評議会
NERC は、1968 年に設立（2006 年に名称変更）された北米における大電力システムの信
頼性と安全性を保証することを使命とする非営利の国際規制当局であり、連邦エネルギー
規制委員会（FERC）に国家電気信頼性機関（ERO）として指定され、全米の電力の信頼性
を維持するために、信頼性基準を策定し、施行している。また、 業界従業員の教育、訓練、
認定を行っている。
・System Operator Certification Program システムオペレータ認定制度
NERC の使命を支援するため、システムオペレータ認定プログラムは、最低資格を満たすシ
ステムオペレータの労働者を雇用主に確保することにより、北米の大電力システムの信頼性
を促進する。 NERC は、北米のシステム管理センターで働く 6,000 人を超えるシステムオペ
レータに必要な資格情報を保持している。 NERC のシステムオペレータ認定試験では、職
務スキルと信頼性基準に関する特定の知識がテストされる。 また、オペレータは、通常およ
び緊急時に大電力システムを処理するように準備される。 認定は、NERC 認定の継続教育
プログラムのコースおよび活動を完了することによって維持される。 これらの業界で受け入
れられている国際的に認知されたプロセスと手順に準拠している。
＜試験種別＞
Operator Examinations
Examination Title
・Reliability Operator Certification Examination
・Balancing, Interchange, and Transmission Operator Certification Examination
・Transmission Operator Certification Examination
・Balancing and Interchange Operator Certification Examination
C) 「 The Electrical Generating Systems Association (EGSA)」発電システム協会
EGSA は、オンサイト発電を行う製造業等の企業によって設立された団体であり、世界各
国の 800 社余が加入している。EGSA	
 は、発電システム技能者の認定制度を「Electrical
Generator Systems Technician Certification Exam」を実施している。現在 2,000 名弱の認定技
能者がいる。  
D) The National Institute for Certification in Engineering Technologies (NICET)
NIECT は、米国内のエンジニアリング技術者および技術者の認定を取得するために
1961 年に設立された組織であり、米国エンジニアリング技術者協会 NSPE（National Society
of Professional Engineers）の認定プログラムを担っている協会である。エンジニアリング技術

45

者の分野として、電力技術者分野が設定されている。この認定プログラムは、電力機器の点
検、試験、および定期的なメンテナンスに従事する技術者、およびサービスの受入れ、継続
的な保守性、または必要なメンテナンスのためのそのような機器の評価を対象としている。
評価は４段階の認定レベルが設定されている。

社内資格制度、業界としての資格制度
米国の大手電力会社での資格制度の例として、EEI 、TVA 及び業界としての資格制度構
築標準を策定しているＥＰＲＩをとりあげる。
A)   ＥＥＩ（Ｅｄｉｓｏｎ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）：エジソン電気協会
EEI は、米国のすべての電気会社を代表する協会である。メンバーは、約 2 億 2 千万
のアメリカ人に電力を供給し、50 の州とコロンビア特別区で活動している。 全体として、
電力業界は、米国全土のコミュニティで 700 万以上の雇用を支援している。
この協会では、業界の従業員の雇用の際に実施する「雇用テスト」を実施している。
・EEI 雇用テストコンソーシアム
EEI の雇用テスト部門では、資格のある従業員を選ぶ最も効果的な方法の一つである
有効な雇用テストを会員企業に提供している。 EEI の雇用試験用ツールは、公益事業
業界内の雇用メンバー向けに特別に検証され、企業はより良い選択をすることができる。
これにより、高スキルの従業員とますます複雑な仕事に進むことができる適格な従業員
の連携が生まれる。EEI の雇用試験用バッテリは、発電所オペレータ、メンテナンスおよ
び技術職、電力派遣職、顧客サービス担当者など、特定のエネルギー業界の就労家族
向けに設計され、検証されている。
ü  プラントオペレータ選抜システム（POSS）：
発電所の作業員（化石、原子力、水力）の従業員を選択するのに役立つ。
POSS の対象となる雇用の例は、発電所オペレータ、制御室オペレータ、原子炉
オペレータがある。
ü  発電所保守整備者選抜システム（MASS）：
化石、原子力、水力発電所の発電所保守整備業務を行う従業員を選抜するの
に役立つ。 MASS の対象となる仕事の例としては、機械工、機械工、電気技能者、
溶接機、配管工などがある。
ü  技術者の職業選択システム（TECH）：
一般的に大学の学位を必要とする技術者としての従業員を選択するのに役立
つ。 TECH がカバーする雇用の例は、実験室、環境または化学技能者である。
ü  流通計画技術者;
通信または電気通信技術者; ドラフター。 推定器。
ü  システムオペレータ/配電整備選抜システム（SO / PD）：
システムオペレータ、システムコントローラー、配電などのエネルギーコントロー
ルセンターの求職者を評価するために使用される。
ü  メーターリーダー適性バンク（MRAB）：
従業員がメーターを読み取り、データを記録する必要がある職務に適用される。
ü  カスタマーサービス担当者のテストバンク（CSR）：
ジョブのように「見える」インタラクティブな体験を応募者に提供するコンピュータ
ーベースのテスト。 CSR テストバンクの対象となる仕事には、カスタマーサービス
担当者と、コールセンターおよび支払いセンター担当者が含まれる。
ü  支援業務および庶務業務選抜システム（SASS）：
電気事業者内の幅広い事務職の従業員を選択するのに役立つ。
ü  キャリアアセスメントと診断ツール（CADI）：
従業員の基本的なスキルと能力、職業的関心、および作業スタイルの好みをプ
ロファイルする貴重な診断とキャリアプランニングツール。 CADI は、管理職の従
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業員だけに提供される、キャリアプランニングと開発ガイダンスを企業に提供する
費用効果の高い方法である。

B)   TVA（Tennessee Valley Authority：テネシー川流域開発公社）
TVA においても、雇用にあたり、EEI の提供する雇用テストを活用している。
雇用後のキャリアプランやトレーニングプログラムが整備されており、プラントメンテナン
ス、オペレーション職のトレーニングプログラムとしては、以下のようなものが提供されて
いる。
・O&M トレーニングプログラム
・燃料、水力、および原子力プラント研修
-訓練生発電プラントオペレータ
-計器メカニック
-電気技能者
-機械技能者
-水力技能者
-燃焼タービン技能者と複合サイクル運転技能者
・トランスミッション/電源トレーニング
-施設整備者
-配線技能者
-電気技能者
米国の大手電力会社においては、社内のキャリアプログラムを整備しているのはもちろ
んであるが、非営利の業界団体及び The Center for Energy Workforce Development
(CEWD)のような育成機関のプログラムを使っている。
C)   ＥＰＲＩ（The Electric Power Research Institute）電力研究所
ＥＰＲＩは、1972 年に米国にある電力産業に関する問題の研究を行っている非営利団
体であり、メンバーは、主に電力産業企業、行政、団体で、世界 35 か国、1000 社以上
が支援している。発送電、配変電、再生可能エネルギー等の研究を行っている。  
ＥＰＲＩでは、プラントオペレータの社内育成制度や研修及び資格の認定についての
基準を策定、電力産業における人材の育成に寄与している。  
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スキル標準：POWER GENERATION SKILL STANDARDS
米国においては、「Energy Industry Skill Standards」の一環として、「POWER GENERATION
SKILL STANDARDS」が作成されている。以下のような sub domain で米国労働省の SCANS
プロジェクト2の一環として、2006 年～2010 年に Washington State Center of Excellence for
Energy Technology Centralia College が中心となって開発発表したもので、その後の教育制
度、労働市場に適用されている。
Ø   POWER GENERATION SKILL STANDARDS：発電スキル標準
ü   Plant Operators：プラントオペレータ
ü   Plant Mechanics：プラント設備技能者
ü   Combustion Turbine Technician：燃焼タービン技能者
図表 23 の第 3 層に該当する専門分野のスキル標準の一つである。
米国における Skill Standard の開発は様々な産業分野で実施されている。
体系としては、図表 23 に示す通り、階層的にスキルを分類し、基礎的なものから応用分
野へと積み上げている。特に、入口にあたる階層は、すべての社会人に必要な
Employability Skill と位置付けているところが特徴的である。
経済産業省が推進している「社会人基礎力」と類似の構想である。
例
・会社の方針および組織のプロトコルの知識および遵守
・業界用語の理解および効果的利用
・業界の法的要件の知識および遵守
・会社および製品の基準の知識および遵守

第 3 層

第 2 層

ITの例
・ソフトウェアおよびハードウェアツールの使用
・インターネット技法の能率的な使用
・ハードウェア／システムアーキテクチャの理解

1

基礎スキル
現場でのコンピテンシー
・基本的スキル
・時間および資源の管理
（読み書き、算数）・対人技能
・思考スキル
・情報の管理および利用
・個人的資質etc ・システムの理解および管理
・テクノロジーの利用

第

層

図表 23：3 層スキルカテゴリー
（出典： POWER GENERATION SKILL STANDARDS 資料）
このような基本コンセプトをもとに、発電技能者のスキルスタンダードが開発された。
以下に、プラント設備技能者とプラントオペレータの主要業務機能分類を示す。

A.
B.
C.
D.
E.
F.

2

主要業務機能
安全な業務環境維持
装置の保守と修理
補助機器の操作
設備の設置
共同作業者とのコミュニケーション
特殊装置、工具、部品、システム製作
図表 24：プラント設備技能者の主要業務機能

https://wdr.doleta.gov/SCANS/
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A
B
C
D

主要業務機能
プロジェクト機器の操作と監視
プロジェクトシステムの管理
装置のメンテナンスのサポート
安全・環境プログラムの遵守

図表 25：プラントオペレータの主要業務機能

コンピテンシーモデル： The Center for Energy Workforce Development (CEWD)の活動
この団体は、非営利の団体で、メンバーは、代表的全米電力会社の約 85％が加入し、
メンバー合計売上で 4,500 億ドル以上となる。
CEWD では、エネルギー関連従業員のスキル標準の開発を行っており、図表：２7 のような
コンピテンシーモデルを発表し人材育成に利用している。図表：２8 は、図表：２7 をキャリア
群で括った時のモデルである。
第 4 層が、エネルギー業界に共通の技術関連のコンピテンシーで、第 5 層は、エネルギ
ー種別に特有なコンピテンシーである。原子力、電力、ガスなどがある。
第 6~8 層は、職種に特有なコンピテンシーである。
・Plant Operator / Instrument & Control Technician/ Instrument & Control Technician/
Alternate-Fuel Technicians などがある。
さらに 2006 年に、Pacific Northwest Center of Excellence for Clean Energy (PNCECE)が Skill
Standard の制定プロジェクトを実施し、その中に、「Plant Operator」「Plant Electric Engineer」
などの Competency Skill の定義を行っている。一部を下記に掲載する。
	
  
	
  

プラントオペレーター
1 プラント機器の操作、モニター
2 プラントシステムの管理
3 支援機器のメンテナンス
電気、機械、計測自動制御技術者
1 科学、工学理論と概念
2 熱力学の概念
3 機器の維持と修復

図表 26：主なコンピテンシー項目
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図表 27：PNCECE コンピテンシーモデル（出典： CEWD 資料）

職業別要件
職業別技術要件
職業別知識分野
産業別技術要件

キャリア群
経路別知識及びスキル

産業横断技術要件

キャリア群
基礎的知識及びスキル

職場共通要件
キャリア群
必須知識及びスキル
基礎的学力要求

学術的要件

個人的有効性
キャリア群/エネルギー効率化・発送配電における熟練技師のためのエネルギーコンピテンシー階層モデル

図表 28：キャリア群/ エネルギー効率化・発送配電における熟練技士のためのエネルギーコ
ンピテンシー階層モデル（出典： CEWD 資料）
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３−２−４．分析
以上、アジア（シンガポール）、欧州（フィンランド、ドイツ、イギリス）、アメリカの３地域につい
て火力発電事業における人材育成・資格制度を調査した。
共通して言えることは、電力、電気関連については、社会インフラであることから、政府レベ
ルで、何らかの免許、資格を付与している。これは、日本政府においても同様である。
そのことを踏まえて、資格のための試験が実施されているが、イギリスやアメリカでは、公的、
半公的なレベルで、その前提となるスキル標準を構築し、教育機関や社内の研修等に利用
し、特に職業の関係から、コンピテンシーモデルも同時に策定している。
これらについては、アジア地域ではまだ開発そのものが行われておらず、産業界内、若し
くは個別企業内に閉じた形で、研修が行われている実態がある。
そのほか、国際的にはアメリカ発祥の Professional Engineer 制度が共通して定着しており、
他分野の技術者と同様に、共通の制度として相互認証している。2013 年からは、IPEA
（International Professional Engineer Agreement）の国際エンジニアとして発展してきている。
日本の技術士制度も 2015 年からこの枠組みに参加している。
この制度には、電気、発電関連の技術者部門（発電・送配変電 Power Generation,
Transmission, Distribution & Substation）も設置されている。（前出）
一方、発電産業の従業員のために、技能者の雇用及び育成制度が整備されており、スキ
ル標準、コンピテンシーモデル等の整備、それらに基づく教育研修の開発が行われており、
国際的な広がりを持っている。
最後に１点、補足する。
次に示す通り、日本の産業界では、電力業界に限らず「技能者（テクニシャン）」と「技術
者（エンジニア）」の言葉の使い方が曖昧であり、エンジニアという言葉がより広範囲に使わ
れており、先進諸国のそれとは明確に異なっている。
日本語では、技術者と技能者の用語については、必ずしも、明確に使い分けられておらず、
「日本では技術者は明確な定義のないまま使用されているため、自然科学や工学に立脚し
ない職業においても、スキルを持つものを技術者と呼んでいることが多い。技術者に関する
歴史的な背景を持つ欧米諸外国では、多くの場合定められた定義により技術者を名乗るが、
日本では技術者は単なる呼び名と認識され幅広く名乗られている。」(文部科学省大学にお
ける実践的な技術者教育のあり方に関する協力者会議,2010)。
本調査の中の海外の資格制度等の記述においては、Engineer と Technician の二つの用
語の訳語について、基本的には、Engineer：技術者、Technician：技能者の訳語をあてた。そ
のほかに、Technologist という表記については、技術者としている。
欧米では、エンジニアとは Certificate（卒業証書・免状）を与えるもので、電力業界の場
合に当てはめると、工学知識を持つ設計/工程管理ができる人材がそれに相当する。またテ
クニシャンとは一定の教育を受けた科目に対して Qualification（資格）を与えるものであり、
今回の調査で対象とした O&M の教育・研修はほとんど技能者の範疇に入るものである。
本調査では便宜的に、火力発電所における Operation & Maintenance 業務を行う従業員
という点から、技能者としての資格とその関連としての技術者の資格という整理としてとりまと
めを実施した。
以下、これら概念の違いについての審議会提言を引用して本件分析を終了する。
「国際化が進む中、わが国においても技術者を Engineer に対応 する者に限定して、技能者
を含み技術に係わるもの全てを指す曖昧な意味付けから脱却しなければならない。
Engineer （Ingenieur) とは：学士レベルの自然科学・数学知識を基礎に、人工物・人工シス
テムの開発、設計、製造、管理に関する技術業に携わるものという国際的了解がある」（科学
技術・学術審議会第２３回人材委員会,2004）。
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３−３．国内他分野における人材育成・資格制度の調査、検証
ここまで、発電所に関する国内外の状況を見てきた。本章では、国内他分野における人材
育成や資格制度としてのどのようなものがあるかについての調査結果をまとめている。

３−３−１．IT 業界
資格制度として、IT 業界では、政府が行っている情報処理技術者試験が有名であるが、
この試験においても、知識体系及びスキル体系をもとに、試験制度が構築されるように変化
してきている。タスク、スキル標準、試験の体系は図表：29 の通りである。

図表 29：共通キャリア・スキルフレームワークの体系
（出典：独立行政法人情報処理推進機構 刊行 共通キャリア・スキルフレームワーク(第一
版・追補版) ）

それ以外のベンダー試験等においても、知識体系及びスキル体系は、必須要件になっ
ており、次の図表：30 示す標準的な方法で資格制度、試験制度の開発が行われている。
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能力認定制度及び試験開発プロセス
•ヒアリング調
査結果等

業務分析
（ ジョブ、
タスク分析）

予備テスト
（α版）
の実施

判断基準の
設定

10

スキル体系・
知識体系の構築

•BOKの構築

項目分析

試験制度
の設計

•資格制度概要

質問項目
の選択

11

テストセット
（β版）
の実施

12

テスト基本設計
テスト項目
の作成

•スキル表
•知識表
•出題基準

本番テストの
実施と検証

テストの
維持管理

制度の
維持管理

図表 30：能力認定制度及び試験開発プロセス
一方で、情報処理技術者試験とベンダー試験の差異としては、取得した資格の有効期限
及び資格の更新制度の有無であり、1960 年代から実施されている情報処理技術者試験に
おいては、更新制度は導入されていない。昨年度から始まった、情報処理安全確保支援士
においては資格の登録更新を義務付けるようになっている。
さらに、情報処理学会が運営する、認定高度情報処理技術者制度（2015 年）においては、
国際標準（ISO17024）に準拠した制度設計構築を行っているものもあり、標準化は日本にお
いても相当進んできていることがわかる。

３−３−２．コンタクトセンター（コールセンター）業界
国内のコールセンター業界の要員のスキル認定を行う試験制度として、（一社）日本コン
タクトセンター教育検定協会が実施する「コンタクトセンター検定試験」がある。
こちらも、図表：31 に示す通り、国際標準に近い方法論で開発、実施運営されている。
コールセンターの実態調査
（業界・業種別、請負・派遣形態含む）

コールセンターの職位レベルごとに「専門性」を定
義する。人材採用・育成から内部管理プロセス、要
求される主な法令一覧化を行なう。

国内外の既存資格制度の調査
（ITSS、ビジネス能力検定、厚生労働省
のビジネスキャリア検定、HDI、ISO、
COPC等）

調 査

共通性／業界・業種の特殊性の調査

各レベルの専門性の重要度の調査

知識体系化
知識体系＝BOK（Body  of  Knowledge）の作成

業界・職種／職層別の
適用ガイドライン作成

「スキル標準」作成

スキル標準
の開発

評価者資格を含む評価検証プログラムの完成
資格制度設計
（評価手法／教育ガイドライン／認定ガイドライン）

図表 31：コンタクトセンター検定試験開発プロセス

53

資格制度
の開発

構築のステップとしては、次のとおりである。
①  
②  
③  
④  

調査による専門性の定義
知識体系の作成
スキル体系の開発
資格制度と認定基準の開発

３−３−３．鉄道業界：東日本旅客鉄道株式会社
国鉄の分割民営化に伴い、国鉄事業が民間法人に業務継承されたことは一部年齢以上
の国民が記憶するところである。本調査では、社会インフラを担う公益企業として、自由化の
流れに身を置く電力業界とも類似する点があるものと想定し、JR 東日本グループをはじめと
する顧客の専門的人材の供給や育成をサポートする株式会社 JR 東日本パーソネルサービ
ス社にインタビューを実施した。
東日本旅客鉄道株式会社における人材育成は大きく 2 つに分かれる。ライフサイクル採用
は、駅・車掌・運転士の３つのステップにより構成され、ライフサイクルで育成が行われる。具
体的には、新規採用直後は駅に配属され、3 年目の夏に車掌となるための教育、車掌 2 年
目に運転士試験（社内）に合格すると、運転士への国家資格取得に向けた教育が行われる。
会社としての安全教育等を経て１年、見極め後に独り立ちする。通常、７年目で運転士にな
ることとなる。
他方で、メンテナンス職の採用では、３つの分野に分かれる。
・車両
・施設（保線・土木、機械（エスカレータ等）、建築）
・電気（踏切、電力・信号通信・給電）
施設と電気は、それぞれ 7 年間で 1 人前にしようという教育目標を持っている。研修にあた
っては総合研修センターがあり、OJT や座学を行っている。研修カリキュラムは自前で開発
されたものであり、鉄道技術には汎用技術が少ないことから通信教育等を含め社内で実施
している。
公的に必要な資格は外部の研修に頼っているが、一般社団法人日本鉄道施設協会・一
般社団法人日本鉄道電気技術協会において鉄道技術検定を実施しており、研修内容・試
験制度は WEB で公開されている。
検定は、他社の鉄道会社からも受験を受け付けているとされるが、実情としては、JR 東日本
における一定年数の実務経験が受験条件となるなど、同社内からの受験者にほぼ限定され
ている。
部門
保線

土木

レールエンジニア
（在来線・新幹線）
レールエキスパート
（在来線・新幹線）
土木構造メンテナンス技士

信号

シグナルエンジニア

試験区分
保線に対する基礎知識・技術を取得しており、それら
の基本指導ができるレベル
保線に関する幅広い高度な応用知識を有しており、
保線部門の指導者になれるレベル
鉄道土木構造物に関する基礎的な知識・技術を取
得しており、それらの基本指導ができるレベル
鉄道信号に関する基礎的な知識・技術を取得してお
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電力

り、それらの基本指導ができるレベル
シグナルエキスパート
鉄道信号に関する幅広い高度な応用知識を有して
おり、審査業務全般を主体的に実施できるレベル
電力支持物設計エンジニア 電力支持物の強度計算に関して基本的な知識・技
術を取得しており、それらの基本指導ができるレベル
図表 32：鉄道技術検定試験区分（出典：鉄道技術検定受験資料）

現場長が認め、それぞれの企画部門の責任者が評価した時、マイスターとなれるが、マイ
スター評価されたときのインセンティブとして教育手当や役割手当がつく。

図表 33：JR 東日本 社員年齢構成（出典：JR 東日本事業概要資料）

55 歳以上の社員が 14,190 人おり、このベテラン社員のノウハウの継承と高齢者のスキル維
持・向上が課題。最近は事故が減ってきてはいるものの自動化とシステムに依存する部分が
多く、一度起きると大規模な事故になることが多い。そのための訓練・教育のあり方も今後の
検討となる。また、技能教習所は、営業線と同じ設備や機器などを使用して訓練するため若
手社員の教育訓練に適している。
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３−４．専門性とレベルによる職種・職層別の資格制度の構築案

３−４−１．資格制度としての在り方
資格制度の必要性
国内及び海外の資格制度に関する調査の結果から、以下のことが言えよう。
・	
 海外と日本では、産業構造、産業政策等背景となる事情は異なるが、エネルギーミック
ス化、少子高齢化や就業構造の変動に伴う従業員構成の変化、環境問題への対応等
が求められる中で、エネルギーの安定的な供給のための質の高い人材の安定的確保、
育成が共通の課題となっている。
・	
 人材の育成・確保について、日本の場合は、業界としての取り組みも一部に見られるも
のの、基本的には各企業による育成が行われており、企業規模による差も見られる。一
方、海外においては、社会インフラでもあるエネルギー産業との位置づけからも、産業
政策として、人材の継続的確保及び質の確保のために資格制度、能力認定制度を設
けているところが多い。（米国においては、他産業も含め、業界ごとに専門性を認定して
いく仕組みが設けられており、O&M においても同様）
・	
 海外におけるこうした資格制度、認定制度の存在は、業種、職種にかかわらず、評価の
公平性からもスキル標準やコンピテンシーモデルをベースとして、専門性の識別や専
門性を定義する根拠とするための基となる知識体系（Body of Knowledge）が整備されて
いる。これらをもとに教育研修の開発が行われ、制度として実施されていくことが共通し
ている。
・	
 この点、日本においては、個別化していることも一因であるが、共通したなスキル標準、
コンピテンシーモデル、知識体系等は構築されておらず、一部個別企業内で整備が行
われているのが現状である。
・	
 日本における電力の自由化及びエネルギーの多様化、社会的少子化、従業員の高齢
化、非正規雇用の増加及び、他業種から参入や新規事業者の参入等も進んでいくな
かで、相応のコストが必要とされるシミュレーション・トレーニングを含む人材育成や訓練
を個々の企業努力に依存している状況は、研修コストの増大、または、コスト面を重視
した場合は研修品質の劣化につながるリスクが高く、いずれ限界に至るものと考えられ
る。電力の安定供給を担うインフラ産業として、質の高い安定的な人材の育成・確保に
ついて従来の手法から一歩踏み出すことが重要と考える。
・	
 この際、産業としての人材育成・確保について、ドイツの KWS という発電所運営に特化
した研修機関やシンガポールの PGA(Power and Gas Association) Training Institute、イ
ギリスの NSAP: National Skills Academy for Power のような国家レベルの研修機関によ
る取り組みなどが参考となる。
・	
 わが国でも、各企業で少しずつ動きはじめた研修や育成の外販活動もあり、こうした既
存資源を最大限に活用しつつも、研修の品質を担保し、全国レベルで適切に研修内
容の網羅性を確保できる仕組みを構築して、国内産業としての全体の育成コストを減ら
し、安定的かつ継続的な人材の育成・確保を検討すべきであろう。
・	
 まずはそのための制度的保障として、スキル標準、コンピテンシーモデル、知識体系等
を整備し、資格制度、認定制度の構築も有益であろう。
あるべき制度の要件
・	
 Professional Engineer (IPEA 国際エンジニア)制度のように、上位のプロフェッショナルエ
ンジニアについては、各国ともに同様な資格制度により、人材育成、認定を行っている。
O&M 関連は、電気・電子部門の専門分野に発送配変電(Power Generation,
Transmission, Distribution & Substation）という分野が設定されている。
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・	
 これらのプロフェッショナルエンジニアは、一部の専門家であり、実際には、O&M 関連
業務に従事する技術職（技能職）の従業員の育成及び安定的確保の為の制度におい
ては、日本と海外では大きな差がみられた。
・	
 米国の EEI の標準雇用テストのように業界を挙げての産業界で標準化されたエントリ
ーのためのテストを共同で運用していることも参考となる。
特に検討の必要な要件として、資格の対象者、認定のベースとなるスキル標準・知識体
系、認定の方法、資格制度の運営、その他がある。
ü   対象者
・	
  資格制度の対象者として、専門性を有する技術者を対象とするか、技能者を体
操とするかを検討する必要がある。
これまでの調査において、各企業において、必要な人材についての育成につ
いては、実施されていることから、これらの先行事例をベースに、エントリーレベ
ルのテストや見習者を含む技能者、さらに技能者の管理者および、設備全体の
運営に係る技術者/上位技術者なども検討対象となる。
・	
  但し、技術士や他の国家資格等で要求される個別専門分野の資格などに関す
るものは除く必要がある。
ü   スキル標準・知識体系
・	
  O&M に関する専門分野の知識は、知識体系（Body of Knowledge）として明示
的、体系的に提示されていることが必要であり、それらをベースに評価及び研修
等が行われる必要がある。
・	
  また一方で、グローバル化が進み、標準的な業務能力が求められることから、国
際的な基準からの定義と、日本国内で蓄積してきた技能面での評価をうまく組
み合わせることも必要である。
・	
  対象業務に必要なスキル及び知識についての標準化、体系化が必要である。
・	
  これらをもとにした研修体系、技能習得体系等の整備及び実施主体の整備に
ついて検討する必要がある。
ü   認定の方法
・	
  認定方法には、知識、スキルの客観テストを使った客観的評価による方法と、記
述式テストや技能の実務評価などの主観的評価があるので、これらを目的に合
わせて組み合わせていくことが必要である。
業務経験の必要性、研修修了要件なども検討対象となりうる。
ü   その他
・	
  資格の更新については、継続的に業務を行っていくことを前提にすると、特に更
新を義務付ける必要はないが、上位の技術者としての能力認定（いわゆるプロ
フェッショナルエンジニア的なもの）には更新制は必要となる。
・	
  業界としての流動性も考慮するのであれば、業界としての認定資格とすることも
可能である。
能力認定としては、客観性と継続性の担保（信頼性と妥当性ともいう）と、能力の維持管理
のための登録と更新制の導入が不可欠である。
プロフェッショナルの認定制度についての世界各国の専門職の認定制度、資格制度を調
査すると、現在では、国際標準の ISO17024（JIS Q 17024）で専門性を有する要員の認定制
度における要件を定めていることに準拠することが求められている。
ü   制度の運営体制
・	
  資格制度の構築主体及び運営体制等について検討する必要がある。特に個別
企業としてではなく産業全体としての取り組みの検討も必要である。
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・	
  育成、確保のために、教育研修制度、及び研修カリキュラムやコースの開発、技
能習得も含んだ研修の仕組みも必要となる。
・	
  運営体制の要件としては、一般的な運営制度例を以下に示す。
ü   一般的な制度運営モデル
産業界における資格制度の要件としては標準的なモデルがある。
図表：34 にコンタクトセンターにおける専門性を持った社員の認定制度のモデルを示す。
特に、認定制度の構築、運用機関と育成にかかわる教育研修機関、制度に参加する企業
のそれぞれの役割と責任を明確にすることが必要である。
特に認定機関においては、認定に責任を持つ認定委員会と育成に責任を持つ教育研修
委員会のように体制を分離しておく必要がある。こうすることにより、認定の公正性と透明性
及び適切な人材育成の確保が可能となる。
外部評価機関
ア セッ サーの
登録認定/派遣

認定機関
・ 事業主体
・ 認定事業から の収益の管理
・ 試験の実施

• 試験後、 受講者の職場を 訪問
し 実務スキルの評価状況

教育開発グループ

認定委員会

・ 企業の実務者、 専門家
で構成さ れる 部会

・ スキル標準、 認定基
準、 試験テ スト 開発や
その運営

スキル標準に基づく
「 ト レ ーニン グガイ ド
ラ イ ン 」 の有無

試験や評価に基づく 個人認定
証の発行
教育機関（ 講座） の認定の有
無

資格認定の社内評価制度
への適用と 申請の有無

教育機関
・ 専修学校
・ 研修機関
・ 社内研修部門

スキル標準に準拠し た研修講
座の提供の有無
資格試験の実施と 個人の認定
状況

Ｏ Ｊ Ｔ を 中心に、 資格取得者
個人の実務スキルを 客観的基
準に基づき 評価する ア セッ サ
の登録・ 認定等の有無

資格制度
参加企業

図表 34：専門性を持った社員の認定制度モデル（コンタクトセンターの例）

３−４−２．職制・職位レベルごとの「専門性」の所在
Ø   対象職種
ü   発電プラントマネージャ
ü   発電プラントオペレータ
ü   発電プラント保守エンジニア

体系として参考となるのは、図表 22：エンジニアキャリアフロー（出典：ASOPE 資料）
に示す、米国のモデルで、特に下位層は、技能者としての認定として、また上位層を技
術者としての認定としていくことも、日本において十分検討に値するであろう。
業界へのエントリー段階での共通雇用テスト的な取り組み、及び、見習者制度による
技能者の育成なども現実の社内制度にもみられることから、業界全体としても検討でき、
職員のキャリアパスを設定するのに役に立つであろう。
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保守業務に関しては、設備依存性が高く、製造企業の専門的保守を前提としている
ことから、これらの保守に関する管理業務を主とすることについても検討する。
Ø   業界・業種の特殊性
発電は、電力及びエネルギーの全体で見ると一部でしかない。実際は、発電、配電、
変電、さらには、利用者への販売に関するメーターの検針など非常に広い範囲の専門
的な業務によって成り立っている。また、エネルギーの多様性から、水力、火力、原子力、
再生可能エネルギーである、風力、地熱など多種多様な資源の違いによる専門性の違
いも存在する。
ただし、今回の調査により、世界的には、広くエネルギー産業全体の労働力の確保及
び高度化を目指して、人材の確保・育成にあたっている。
そこでは、エネルギー産業全体の共通事項から、職種特有のスキル、コンピテンシー
モデルの標準化も設定され、安定的な人材の確保につなげていけるように工夫している。
そうした動向の分析から、今回の火力発電に限らず、エネルギー・電力産業全体での
共通した取り組みとして、横展開できるように、モデル構築を含む制度設計が行われる
べきであろう。

３−４−３．職種/職層別の適用ガイドライン（イメージ）
資格制度の設計にあたり現段階での、制度設計上の前提条件を以下に示す。
ü   産業全体の基本的事項、職種共通事項の評価も可能とする。
ü   職種の専門性に関する事項のレベル設定と専門的事項の評価を行う。
ü   上記２項目についてのコンピテンシー及びスキルモデルを開発する。
ü   職種ごとの実務能力、技能の評価について、業務経験等のレポートの利用も検討
する。
ü   教育研修、訓練にあたっては、コンピテンシー及びスキルモデルを活用した展開が
できるようにする。
ü   資格制度は、国際標準に準拠するように設計する。結果として、能力の客観的評価、
資格の更新、能力維持義務、登録等が必要である。
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３−４−４．まとめ
以上のとおり分析と考察を実施したが、まとめると、火力発電に係る専門職員の業界標準
としての資格制度は、次のような要件を含む形で構築を検討する必要がある。
・	
  電力の公益性及び今後のエネルギーの多様性と効率性を考慮すると、安定的、
持続的に火力発電プラントの人材を確保・育成していくために個別企業の育成
努力に委ねることには限界がある。電力業界全体にわたる、O&M 共通的資格
制度の構築が必要である。
・	
  今後の国際的な展開も考慮し、国際的に共通性のあるスキル定義及び資格制
度設計とし、上位資格については資格制度の国際標準に準拠したものにする。
・	
  資格制度は、発電プラントの管理、運営、保守に関する、技術者、技能者を中
心としたものとする。
・	
  各職種の業務に必要なコンピテンシーモデル、スキル標準を構築する。
・	
  スキルレベルについて、３から５階層程度の設定とそれぞれのレベルで担当す
る業務、役割、責任性等を明確にして、それらを資格区分及び育成のための教
育研修・訓練に活用していけるよう制度構築を行う。
・	
  資格認定にあたっての 実務能力或いは技能の評価の方法については、制度
の効率性と実効性の観点から各企業内の扱いも含む十分な検討が必要である。
・	
  原則としては規制によらない仕組みとし、発電プラントの稼働に必要な法的要
件となる公的資格等については、必要に応じ制度設計において考慮する。
・	
  技術士又はプロフェッショナルエンジニア資格の扱いについては、その位置づ
けを考慮するものとする。
・	
  制度運営設計にあたっては、欧州及び国内他業種で一般的とされるモデルを
参考とする。

３−５．資格制度構築の有効性・効果の検証
一般的に、資格制度を構築する利点としては、次のようなことが考えられる。
●	
  個人
Ø   自己のスキルについて、客観的な根拠が得られる。
Ø   （資格取得が昇進や雇用の条件として明確に定義されれば）キャリアアップに向け
ての目標が明確となり、勉強しやすい。
●	
  企業
Ø   （社内テストを減らすなど）人材採用や育成、評価にかかるコストが減らせる。
Ø   有資格者の存在で、サービスの利用者や顧客の信頼や安心感が得られる。
Ø   契約相手の能力について、一定の品質が保証される。
これらを考慮すると、資格制度の有効性や効果について、次のような指標を設定し、定期的
な測定・検証を繰り返すことにより、制度自体のブラッシュアップ及び真に必要とされる資格
制度の運用につながり得るものと考えられる。
＜指標例＞
資格取得者数
採用や昇進にあたっての、有資格者に対する優遇措置状況（有無及び内容）
入札等契約条件としての資格者の記載
このほか、資格取得者や、資格取得者を活用している企業に対するフォローアップ調査など
も有用であろう。
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資格制度が形骸化せず、実効性が担保されるようにするためには、エネルギー産業全体
の戦略をもとに、今後の多様化していくエネルギー産業の人材高度化及び継続的人材の確
保のために、電力産業だけでなくオンサイト発電企業等も巻き込んで、制度の活用を推進
する必要がある。
また、学校教育から職業教育、職業訓練との連携も含め、米国で実施されている電力産
業共通の「雇用テスト」のようなものも、検討してみる価値がある。
そのうえで、業界に高品質で多様な人材を持続的に確保し、変化に対応していくことが望ま
れる。
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K R A F T W E R K S S C H U L E E . V. イ ン タ ビ ュ ー 結 果

インタビュー概要
l   インタビューに至る背景・インタビューの目的
ヒアリング対象企業より、ドイツ国内に限らず海外からも含めた業界全体の研修・教育機
関の成功事例であるとの紹介を受けたことから、関係者に直接インタビューを実施し、
施設を視察することとしたもの。
l   インタビュー実施日
2018 年 2 月 16 日（金） 14:00〜18:00
l   インタビュー対象者
KRAFTWERKSSCHULE E.V.
Mr. Ume Moller、International Activities
Senior Project Manager
経歴：機械工学 原子力中心 教育から国際派へ オーストラリア
Mr. Gerald Schreiber、International Activities
Project Manager
経歴：原子力 1900 年代から 45 年間エンジニア
プロマネとトレーナー、ポンプなどの機械に詳しい
Dr. Volker Meyer、Division Manager
Technology & Service
経歴：技術部門でのトップ 10 年間 ソフトエンジニア
CEO のサポート業務を実施
Mr. Ralf Wiescher、Conventional
Power Plant Technology/International Activities
経歴：12 年前に KWS で準修士（Diploma）取得 南アフリカでのトレーニング実施

（左から、Dr. Volker Meyer 氏、Gerald Schreiber 氏、Ume Moller 氏、Ralf Wiescher 氏）
l   インタビュー実施者
NI3 島崎、河合、西岡
l   インタビュー場所
KRAFTWERKSSCHULE E.V.内 （ドイツ エッセン市）
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インタビュー内容
〇 KWS について
KWS は 1957 年に設立されたドイツ電力業界の研修センターであり、年間３００コースの研
修開催（延日数で 36,588 日間）、2,850 人が参加する NPO 研修組織である。
最初に導入したパワープラントシミュレータ研修が成功し、そこから徐々に拡張 ISO を取
得することで国際認識、信用度を確保し、講師は 30 名、会員は 229 社に及んでいる。
（日系企業では、現地ドイツグループ会社で数社加盟）
〇 Meyer 氏より施設のインフラ関係のプレゼン
創業は、プラントを運営していた企業のインフラを借り受けたこと、および、事故による認
識の高まりから発生した研修所である。現在、フランスには２つのシミュレータを備えた施設
があると聞いているが、シミュレータのメンテナンスには非常にコストがかかるので、KWS ほ
ど管理運営できている施設は類を見ない。
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発電所としては、小規模組織による運営が最近増えている。以前は 10 名いたシフトが２
〜３名程度に縮小するなどしており、結果、個人の相性、人間関係のトラブルが生じがちに
なっているとのニーズから、「Organisation Development」の講義の必要性が増大している。
１つのコースにつき 10-20 名、原子力に関しては国の規制で１コース MAX25 名である。
〇 施設見学
●入口
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●廊下１
壁のパネルや表示は企業による宣伝・人材リクルート用に活用されており、提示場所によ
って値段が異なるとのことであった。
● セミナールーム１

向かい側に寮があり、一人部屋、テレビ等完備している。受講者要望によりキッチンは５
名程度で共有できる。
月曜から金曜まで５日間、朝８時から数コマ入れるパターンで１年間受講に集中できる環
境が整っている。
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教材は、市販のものと講師が自ら作成するものとの組み合わせになる。後者は都度メン
テナンスし最新化しているとのこと。
工学分野は一般により高いスキルを要するとして、講師のサラリーは高めである。
● 機械設備の部屋
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油の分量により出力調整する原理を説明するため、30,000-50,000 バレル使うものをミニチ
ュア化しておいたもの。
実際は瞬時に行われる事象をスローモーション化することで、受講者が視覚的に原理を理
解できるように工夫している。新しい設備はブラックボックス化していることがあるので、旧い
設備もあえて置いてある。
● 廊下２：
タッチパネルにより、教材やライブラリに保存された資料類の閲覧が常時可能となっている。
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休憩スペースにタブレットを配置し、端末からシミュレータ画面を復習可能
熱帯魚のビデオ、魚がオペレータの気持ちを静める効果があるとして投影

（１つのシミュレータで画面は 200 ほど準備）
● シミュレータルーム
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実際のコントロールルームを模したもの。この部屋では、800MW 規模、３Stations、４つの
画面で malfunction（悪い機能、トラブル発生）への対応を訓練する。後方席にトレーナーが
配置され、理論と実践を繰り返しつつ、チームによる解決を目指す。
シミュレータは高額だが、KWS では各発電所に実際に導入されているソフトを購入してか
ら、メンテナンスする手法をとっている。シミュレータの内容は受講者の人気・要望に応じて
変更している。CCT、例えば現在ならレクナイトが最も人気である。
● 廊下３：レクリエーション

受講者のストレス軽減のため、サッカーゲームを配置
● コンファレンスルーム

KWS の運営の一つの新規の目玉として施設貸も検討している。10/16 にコンファレンスを
実施した。試験などもこちらで実施する。
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● 廊下４：施設の歴史、水力発電のモデル

● 視察時の聴取事項
受講者年齢は 20 代から 50 代まで様々である。
RWE 社のパネルが壁面にあるが、RWE はドイツでは最大級、非常に効率的・効果的な
発電所運営を実施している企業であるとのこと。
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〇 Moller 氏より教育プログラムのプレゼン
原子力・水力・火力その他電力すべての分野についての研修プログラムが用意されている
が、ここでは以下の火力発電に絞って記載する。

● 職業訓練

＜プラントオペレータ研修＞
16 週の研修後にテストを実施し、１年間の実務経験後プラントオペレータ資格を取得できる。
ドイツでは大学に行かない青年の職業訓練として、教育（２日）と仕事（３日）をデュアルに
機能させる期間が３年間もうけられている。16 歳から 19、20 歳までの間に、特定の職務スキ
ルのマイスターとしての資格取得をすることとなる。
パワープラントなら、この時点でオペレーターとして雇用する。その後実務を経て 16 週で
テストを実施する。21〜22 年で卒業する。
人材の流動性は少なく、同スキルであればどの企業でもだいたい同じようなサラリーになる
ので、いったん雇用先が決まれば最低でも 10 年くらいは動かない（昨今は職場の安定性が
低下したため、少し変わってきた）
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＜シフトスーパーバイザー（一人前）研修＞

シフトスーパーバイザーになるための１年研修。
シフトスーパーバイザーは責任が重く、いざというときには自分で判断をせねばならない
（※当直のイメージ）。教育に関しては、KWS の教育費以外に、宿泊・交通費、通常の給
料も加わるので全体としては一人年間 120,000 ユーロほどかかる換算である。ここに至れば
マイスターと呼ばれる。
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● キャリアパス（学歴制）

火力については規制がないが、原子力の場合は政府の法に基づく教育を実施する必要
がある。
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グローバル研修の場合に悩ましいのは、例えばエジプトなどは受講生がドイツの基準に照
らせば「何ももっていない」状態で資金もないのに突然育ててくれと言われたりすることであ
る。
少なくともドイツであれば共通の基準で評価されているので不要だが、新規の場合はアセ
スメントからはじめねばならない。
● E-learning

E-learning は開発コストが高い。
現在のように、シフトの人員数（絶対パイ）が少ないとコスト超過となる。
一定数の確保が必要だが、現在は１シフト２人程度まで落ちているので悩ましい。
専任講師については、近年で 70 名から 50 名に減らしたりしている。運用が厳しくなって
きているため、収益のためにコンファレンスルームの貸し出しなど他の業務を検討している
〇 質疑等
・マーケットの規模について
これまできっちりと検討したことはない。KWS を経由した人数だと 2600 名前後で、数字と言
われるとこのあたりしか出せないが、他の施設もあるので、全体の半分くらいではないか。一
般的に 40-50、石炭火力はちょっと多くて 70-80。メンテナンスとアドミニストレーションなど。ガ
スのコンバインだと、３人で 5~6 シフト、なので 15〜20 名くらい。石炭火力の方は、１シフトに
つき 5〜6 人程度。あくまで推測だが、卒業生の数から考えて 1 万人くらいと思われる。
・企業が業界全体で KWS を支援する背景
次のような理由が考えられる。
非営利団体のため、教育コストがそんなに高くない。
皆が来ているので、業界内のネットワークが構築できる。
トレーナーの品質が良い。
メンバーについては、受講の際の割引がある。
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KWS による方が、資格の取得が早くて効率的である。
登録料は主に、発電容量の MW から出している。一般的には年間 75,000 ユーロくらい。
・最近開発しているプログラム
研修プログラムについては毎回、Training Committee が検討し承認している。
廃物処理などは比較的新しい。最近では難民に対する就業支援的なプログラムには、政
府補助があることがあるので、そういった点も考慮している。
受講者からは常にフィードバックを受けており、人気や必要性をうまく反映しながら運営し
ている。
開発における強みは、政府からの直接的な援助がなく、中立的な団体であること。すなわ
ち、必要だと講師が考えればすぐ開発に向けて動くことができるなどがあげられる。
・今後の発電業界の方向性について（エネルギーミックスとしての検討）
ドイツでは、2002 年には火力撤廃の方向性が出されている（CO2 削減）ので、火力は減り、
風力が増加しそうだ。
ただし、太陽光についてはヨーロッパではそもそも太陽光の発電量が少ないことや、運営
や維持が困難であるなどの理由から、ほとんど注目されていない。
教育機関の運営という側面から考えれば、（非営利ではあるものの）水力のように年間１
週間だけ特定の受講者しか来ない(教えることが少ない）ものよりは原子力のように複雑で、
多くのトレーニングを要するものの方が嬉しいという側面はある。
・デジタル化や遠隔管理、遠隔研修など IT ネットワークへの依存度が高まる中での、セキュ
リティ研修についてのニーズ
そういった研修は実施していない。KWS は、受講者の要望があるものへの対応を原則とし
ている。これまでにそのような要望が出されたことがなく、各企業でも、現時点ではあまり意
識されていないものと考える。
以上

（ヒアリング実施状況）
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