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日本経済は今や息の長い景気回復局面にあり、いざなぎ越えをうかがう状況にある。日本

の製造業は景気回復に支えられて収益の好調さを持続しており、今後重要な課題はひとづく

りであると指摘する声は多い。企業収益好調の背景には、中国をはじめとするアジア地域の

需要拡大といった要因の他に、リストラなどで人的資源を犠牲にしてきたことが寄与した側

面もあり、この景気上昇局面は人材面での建て直しをする絶好の機会であることは間違いな

かろう。 

また、2007 年以降に団塊世代が退職し、彼らが培ってきた技能が次世代にうまく受け継

がれるかどうか（「2007 年問題」）懸念されている。2004 年版ものづくり白書によると現場

の技能継承について、63％の企業が危機感を抱いているという。一方、受け継ぐ次世代にし

ても、若年層の製造業離れや気質の変化もあってこのままでは受け皿として不十分である。

中小企業の場合、人不足は深刻で一企業だけで人材育成を行う余力もない。 

本稿は、こういった逆風が吹くなかで、技能社員の人材育成を積極的に行っている企業を

取り上げたい。特に今回は「2007 年問題」を控えてベテラン社員から若手社員への技能継

承の仕組みに焦点を当ててみることにする。また企業のなかには、社内だけでなく、地域の

中小企業に対して人材育成の協力を行っているところもあり、このような動きや背景につい

てまとめ、企業における技能継承と今後の人材育成について考えてみたい1。 

 

 

構 成 

１．逆風が吹く企業の人材育成 

２．ひとづくりにかける元気な日本のものづくり企業 

2-1 金型技術を明文化して技能継承を目指すアルプス電気 

2-2 先進企業の幅広い技能継承への取り組み 

３．地域の中小企業の人材育成にも協力する企業の人材戦略 

・産学連携製造中核人材育成事業その１ 

 「自己革新型ものづくり企業群育成に必要な重層的産業人材育成事業」 

・産学連携製造中核人材育成事業その２ 

「テクノフェイスプログラム－高度機械部品の開発・設計・生産能力を有する融合型 

人材の育成」 

・産学連携製造中核人材育成事業その３ 

「輸送用機器製造業を支える人材育成システムの開発」 

４．最後に～大企業には日本を元気にする意識を期待 

 

 

１．逆風が吹く企業の人材育成 

技能継承は依然として OJT 頼り 

企業が現場の技能継承についての危機感を抱いていることははじめに触れたが、危機感 

                                                  
1 本稿作成にあたって、浜松商工会議所の常任相談役柴田義文氏、同中小企業振興部次長兼情報推進課長

加茂隆信氏、財団法人東北産業活性化センターの常務理事木村富雄氏、慶應義塾大学理工学部の学部長稲

崎一郎氏、同教授青山英樹氏、アルプス電気株式会社技能研修所の所長税所誠氏に快くインタビュー取材

に応じていただいた。この場を借りて御礼を申し上げたい。 
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図表1 年齢別人口構成（2004年）

（出所）総務省「人口統計資料集（2006年版）」
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を抱く理由として、製品の品質低下、不良品の増加、製造現場の事故の発生だけでなく、製

造現場の高齢化（図表 1）やグローバル化・デジタル化などものづくりをめぐる環境の変化 

をあげている2。業務が高度化し専門化した一方でコスト削減のために自動化や外注も行わ

れたために、生産に携わる若手社員が生産工程全体の知識を持てないでいるのだ。また、コ

スト削減を図るために海外に生産拠点をシフトさせていく動きがみられ、海外生産拠点の立

ち上げや運営のための人材が以前にもまして必要となっている。その一方で国内の生産拠点

は高度な技能・技術を要する生産拠点、もしくはコア技術の先行開発・熟成を図る研究・開

発拠点としての役割を果たすことが期待されており、こういった拠点を支える人材供給も欠

かせない。これらの人材ニーズに答えるためにはまずベテラン社員から若手社員への技能継

承を積極的に行い、人材を育成して行かねばならない。 

 しかし、肝心の技能継承の仕組みについて、前掲のものづくり白書によると、OJT（On the 

Job Training：仕事を通じての訓練）によるマンツーマン指導の充実を図ると答えた企業が

全体の 64％にものぼる。しかし、これまで技能継承は現場任せとなっており、OJT によるマ

ンツーマン指導の強化だけでは従来のやり方と変わらないと言える。 

 

リストラや競争激化のため技能継承や人材育成の余裕無し 

その OJT について、リストラなどの影響で人的・時間的余裕が少なくなったためにベテラ

ン社員は日常業務に追われ、若手社員に教える時間がないと指摘されており、OJT による技

能継承はうまくいっていないのが実情だ。また、競争の激化を受けて新製品立ち上げの期間

が短くなっており(図表 2)、そちらに忙殺されて人材育成に配慮する余裕がないことも OJT

の機能不全に拍車をかけている。 

また、90 年代以降、グローバル競争が激化する中で企業はコスト削減を推し進めており、

教育訓練費も例外ではない（図表 3）。企業の労働費用に占める教育訓練費のシェアは 2002 
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（出所）厚生労働省「賃金労働時間制度等総合調査」「就労条件総合調査」

図表3 労働費用に占める教育訓練費の割合
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年で 0.3％弱となっており、80 年代後半に比べて 0.1 ポイント、金額にして 1000 億円程度

減少している。このために、人材育成は新人研修などを除くと幹部候補生など一部の社員を

対象とする選抜型のものにシフトしており、ものづくりの基盤を支える人材への投資は減少

していることも気がかりな状況といえる。 

 以下では、このような逆境のなかで、意識して全社レベルで技能継承の取り組みを行って

いる企業事例を取り上げ、技能継承の態様についてまとめてみたい。 
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２．ひとづくりにかける元気な日本のものづくり企業 

この章では、技能継承や人材育成を意識的に取り組んでいる元気な企業の例として、ア 

ルプス電気を取り上げて詳しく説明し、技能継承の態様について４つに分類したい。 

 

2-1  金型技術を明文化して技能継承を目指すアルプス電気 

金型技術は競争力を左右するコアテクノロジー 

アルプス電気株式会社は、スイッチ、可変抵抗器、磁気記録用ヘッドなどを製造・販売す

る電子部品メーカーであり、生産拠点を日本を始め、ASEAN、韓国、中国、北米、欧州の 8

ヶ国 23 カ所におく多国籍企業である。 

同社は 1998 年に金型に関する技術を教育するために技能研修所（ALPS Technical Master 

Training Center）3を宮城県古川市郊外の北原工場の横に設立した（写真）。技能研修所の

総面積は 1,710ｍ2の４階建てで、金型技術を教える教室の他、図書/ＰＣ室、講堂、談話室、

宿泊室、食堂、浴室などからなる。金型技術などを教える講師 78 名は全員自社の社員で現

場の仕事と掛け持ちをしている。この技能研修所の研修講座数は金型技術を中心に 32 教科

開講され、研修期間は 2日から 6ヶ月までとなっており、開講式、成果報告会、修了式を設

けるなど、セレモニーを大事にしている。 

当社は金型の良し悪しは不良品発生の増減に関わることから金型技術をコアテクノロジ

ーとして位置づけている。たとえば、携帯電話等のボタンに組み込まれているタクトスイッ

チを月に数億個生産しているが、この部品の一つ一つが正常に機能するためには、それぞれ 

が精密な金型によってつくり出されることが必須である。 

同社の競争力を維持・向上するには、金型を扱う人材を育成しなければならない。それに

加えて、中国などでグローバルな生産体制を展開・支援していく中で、技能人材が手薄にな

っており、補強する必要があった。また生産の一翼を担う協力会社の自立性を高めるには、

彼らの技術レベルの向上が重要である。このような状況を踏まえて金型人材を育成する技能

研修所が設立されたとのことである。  

 これまで技能研修所で受講した研修生の総数は協力会社を含めると 2005 年 10 月 17 日

時点で 2,051 名になる。この技能研修所は国内や協力会社だけでなく、外国の関係会社にも 

 

写真 

アルプス電気株式会社 技能研修所     アルプス電気技能研修所所長 税所誠氏 
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開放されており、海外からの研修生の総数は 64 名となっている。なかでも中国からの研修

生が 46 名と外国人研修生の 6 割程度を占めている。 

 

ゼロからの出発だった技能研修所の設立 

この技能研修所設立に際し、技能の継承のあり方について議論している。この結果、ベテ

ラン社員固有の技能を伝承するためには明文化された基準をつくり、社内で共有しなければ

ならないとの結論に至った。明文化された基準とは研修プログラムと教科書という形になる。

これら両者は研修の実施と是正を繰り返すことによって、完成度が高まっていくという。 

しかし、技能研修所発足時、教科書をゼロから作成しなければならず、作成に携わった社

員の表現スキルも長けていなかったせいもあって、その作成作業はかなり大変だったようだ。

当時のプロジェクトリーダーが、「技能の形式知化は誰もやったことがないのだから間違っ

てもいいし、内容がプアでもいい」と社員を叱咤激励してようやく最初の教科書ができあが

ったという。 

その後、研修プログラム内容や教科書は改善・更新が重ねられている。たとえば当社が新

しい技能の一つとして考える三次元 CAD の研修も当初は講師を外部に委託していたが、その

後インストラクターを内部で養成し研修プログラムも自社のニーズに合うように開発され

て実施されている。 

 

新入社員には全員やすりがけを 

研修の基本的な考え方は研修生の「心」・「技」・「体」を鍛えることにより、個々人の感性

を目覚めさせ、研ぎ澄ませることである。「技」の分野では、金型技能課程や組立技能課程

などのコースが用意されているが、単なる知識の伝達ではなく、素材のひずみの態様や加工

強度など材料の知識から、金型の効果的な利用方法、メンテナンス、設計者の思想までの理

解を求める。また、日々の研修終了後に研修生は日報を書いて提出することとなっており、

その日報には講師がコメントを書いて戻すこととしている。これまで技能研修日報は 1万枚

を超えており、これらの内容から隠されていたキーワードを抽出することで教科書や研修プ

ログラムを改善してきた。 

これらの研修の受講者対象は金型に関係する技能社員だけではない。金型に触れる機会の

ない設計部門の社員や営業部門、購買部門の社員に対して｢金型基礎研修｣を設置して、コア

テクノロジーに対する理解を深めることを心がけ、両者の間の距離を縮めようと試みている。

実際、受講した社員から「金型というものは暖かい」という感想が寄せられたりしており、

金型への理解は社内に着実に浸透しているようだ。 

「体」では、現場での実習を通じて研修生の体に技術を教え込むこととなる。同社北原工

場には、国家技能検定取得者が 111 名、高度熟練者が 3名おり、講師陣のレベルは非常に高

い。また研修の効果をあげるために講師陣とスタッフが常にコミュニケーションを図るよう

にしている。いわば研修生は頭と体が一体となって自然に手が動くようになるまで指導が受

けられる環境が整備されているといっていいだろう。また、新入社員研修にはやすりがけの

実習も組み込まれており、この実習で苦労することで、新入社員はものづくりの企業に入っ

たことを体を持って実感するとのことである。 

                                                                                                                                                  
あえて避けたとのことである。 
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「技」「体」だけでなく、「心」の部分も重視 

もちろん、「技」や「体」の部分が充実していても、「心」の部分を磨かねば人材育成には

ならない。技能とはずばりその人の感性だからである。良質な刺激を研修生の心に与えると

いうことで、所長講話や「プロジェクトＸ」などの VTR による学習会が実施されている。ま

た、長期にわたる研修で研修生が様々な障壁にぶつかることが予想されるために、スタッフ

と研修生との間で打ち合わせの機会を 2週間に 1回 30 分程度もち、現在の心境や考え方、

生き方について話し合うこととしている。さらに、心の訓練の場として、毎日 3分間スピー

チの機会を研修生に与え、人前で話をするという実践とその準備を通じて言葉の持っている

意味を深く考えさせ、言葉を自分のものにするようにもっていく。外国人研修生も同様の扱

いであり、また外国人研修生には日本語教育を実施している。この教育を通じて日本の文化

や習慣、アルプス電気の企業文化の理解促進を狙いとしているとのことである。 

 

社外の協力会社にも開放 

 この技能研修所は社内の事業部や関連会社だけでなく、社外の協力会社や地域の中小企業

にも開放している。アルプス電気は 80 年代までは協力会社に対して技術指導や資金支援な

ど手厚い保護をしており、いってみれば丸抱え状況であったが、90 年代以降厳しい経営環

境が続くなかで、協力会社には自立と技術レベルのアップを求め、そのためにはサポートを

惜しまないという方針に転換した。 

 技能研修所も設立当時から社外の協力会社や地域の中小企業の人材育成をサポートする

との方針を採っており、99 年４月に開講したとき最初の研修生は協力会社からであった。 

 

技能研修所は研修生を光り輝かせるプリズムの働き 

 技能研修所所長の税所誠氏は、「人材は黙っていては育たない。我々スタッフや講師陣か

らの主体的なコミットメントが必要だ」という。若い人はものづくりからマナーの修得まで

教えられていないために、できなくても仕方がないのは当然であり、若い人は技術などを修

得しやすい環境を整えれば育つと考えている。 

 税所氏によると、技能研修所は研修生がキラキラと煌めいて世に出ていくためのプリズム

の役割を果たす人材育成の道場でありたい。そしてここでの研修事業を継続することによっ

てこれまで当社が培ってきた知識やノウハウが社内にプールされて技能継承が行われるの

であって、このような人材育成は長い目で見る必要があると力説している。 

 

2-2  先進企業の幅広い技能継承への取り組み 

アルプス電気のみならずいくつかの企業は技能継承に意欲的に取り組んでいる。これらを

整理すると図表 4 のようになろう。以下では、技能継承の態様を整理して説明する。 

 

①マイスター制度による高度技能社員の地位向上 

まずよく見られるのがマイスター（職匠）制度である。企業によって多少差はあるが、

技能社員の能力をランク付けし、最高位にランクされる社員を全社で表彰する制度とまと

められる。その際、先進企業の導入事例をみると、ダイキン工業のように技能評価表や技

能者マップを作成して、技能の難易度とレベル別技能保有者を明らかにしている場合もあ

る。技能社員の評価基準として、保有する技能の難易度の他に、指導力なども含まれるこ 
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図表4 技能継承の態様
態様 採用している代表的な企業

マイスター制度の設立 ダイキン工業「卓越技能伝承制度」
キヤノン「キヤノンの名匠」認定制度
オリンパス「高度技能者育成制度」
クボタ宇都宮工場「マイスター制度」

マンツーマン教育 マツダ「卓越技能者養成コース」
キヤノン「キヤノンの名匠」認定制度
クボタ宇都宮工場「マイスター制度」

研修所などでの実習教育 アルプス電気技能研修所「金型基礎研修課程」など
アイシン精機「レストア活動」
ダイハツExport Centerでの取り組み

形式知への転換 アルプス電気技能研修所「金型基礎研修課程」など
日立製作所「e-Meister」
不二越「マイスター制度」

（出所）各種雑誌より作成

 
とが多い。 
ただし、マイスターに任命されたベテランの技能社員の使命は企業によって濃淡がある

ようだ。キヤノンやクボタの宇都宮工場のように次代に対する技能継承を主な任務として 
いる場合とダイキン工業のように継承やラインにおける技能レベルの向上だけでなく、製

品開発への参画までも期待している場合がある。 
マイスターは認定書やバッジが付与され報償金が贈呈されるだけでなく、社内報などの

メディアで紹介される。処遇も優遇措置が講じられたり、再雇用が認められたりする。こ

のような措置が技能社員の社内地位を引き上げ、彼らのモチベーションアップに一役買っ

ている。 
 

②マンツーマンによる技能継承 

マツダの「卓越技能者養成コース」では、熟練技能社員に継承者として指名された者が

ついて２年間現場を離れて技能継承に取り組むことになる。対象技能は「伝承に時間がか

かる技能」、「自動車にとって必要不可欠な技能」、「機械化できない技能」の３つである。

終了後職場に戻った継承者が伝承者となって周囲に技能を伝える事例もありかなり浸透

している。 

また、マイスター制度を設けている企業では、マイスターになった技能社員に技能継承

をマンツーマンで計画的に行わせていることも多い。マンツーマンで技能継承を行う場合、

暗黙知を暗黙知のままで継承者に伝えればよく、比較的スムーズに技能は継承されている

ようである。 

 

③研修所などでの実習主体の研修 

先に触れたアルプス電気の技能研修所では研修プログラムのなかに実習を組み込んで

いるが、同様のプログラム構成をもつ研修を実施している企業は多い。その際、研修員が

能動的に取り組めるようにプログラムに工夫を凝らしている。 

研修所ではなく、現場での実践を通じて技能継承を仕組んだ企業も存在する。アイシン

精機の「レストア活動」では、技能社員が力を合わせて古い車を修理して復元することに

より、部品の加工や成形に関する基本知識や問題発見・解決能力を身につけることを目指
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しており、いまのところ、現場からの改善提案が増大するなど奏功している。ダイハツは

高度な技能を必要とする生産ラインにベテラン社員と若手社員を配置して一緒に作業さ

せることで、両者間での技能継承を図っている。 

 

④暗黙知を形式知に置き換え 

暗黙知を暗黙知のまま伝えるのではなく、マニュアルなど形式知への転換を図る試みも

存在する。アルプス電気技能研修所では、まさに暗黙知を教科書などの形式知へ転換し、

知識を共有することを目指している。日立製作所は、IT を活用した技能継承事業

「e-Meister」を実施している。静止画と動画による技能の解説によって社員が技能を容

易に修得できるわけだが、コンテンツは事務局指導の下に各事業部門が作成している。他

にも、不二越に見られるようにマイスターがマンツーマンで技能継承を行う際にマニュア

ル化を義務づけているところもある。 

形式知への置き換えのメリットの一つとして、例えば設計・生産部門間の知識の壁が低

くなり、両部門間の調整をスムーズに行えるようになったことなどが挙げられる。上述し

た日立製作所では同事業を実施した結果、部門間の調整に要するコストがかなり削減した

とのことである。 

 

３．地域の中小企業の人材育成にも協力する企業の人材戦略 

企業の人材育成は社内だけにとどまらない。アルプス電気は社内事業部や関連会社だけで

なく、社外の協力会社などにも技能研修所を開放している。また同社を始め日本の企業のい

くつかは経済産業省が主導する「産学連携製造中核人材育成事業」のプロジェクトにも参画

しており、地域の中小企業の技能継承や人材育成にも積極的に協力している。以下では、同

プロジェクトを説明し、大企業の関与の仕方をみていく。 

 

大企業も参画する「産学連携製造中核人材育成事業」 

 「産学連携製造中核人材育成事業」とは、製造現場を有する産業界と教育ノウハウをもっ

た大学などがコンソーシアムを構成して製造現場での中核人材を育成する実践的なカリキ

ュラムの開発を行う事業であり、2007 年問題や産業技術の高度化・短サイクル化に対応す

る人材ニーズの高まりに端を欲している。国はこのような事業に対して資金支援を３年間実

施する。 

 2005 年 6 月に全国 36 のプロジェクトが決定され、この中のいくつかのプロジェクトは大

企業も参画している。 
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産学連携製造中核人材育成事業その１ 

「自己革新型ものづくり企業群育成に必要な重層的産業人材育成事業」 

申請者：財団法人東北産業活性化センター 

 主たる事業実施場所：国立大学法人岩手大学大学院工学研究科、アルプス電気株式会社技能研修所

米沢産業育成事業運営委員会（米沢商工会議所） 

 取材対応者：東北産業活性化センター常務理事兼事務局長 木村富雄氏 

 

東北ものづくり企業の交流活発化が狙い 

東北にはものづくり企業の集積があると見られる地域が 2カ所存在する。それぞれテクノポリス5と

して指定された地域で、一つは北上川流域であり、もう一つは山形から米沢にかけての地域である。 

北上川流域では、鋳造などの自動車部品、情報通信機器、医療機器などのメーカーが集中しており

岩手大学のＩＮＳ（岩手ネットワークシステム）が産学連携の中心となって動いている。山形・米沢

地域ではパソコンなど電気機器メーカーを中心に生産拠点が集中しており、米沢にある山形大学工学

部が技術移転の旗振りを行っている。これら両地域の製造業は、鋳造、金型、電子機器加工を特徴と

している。 

このように両地域で生産された製品群は似通っているものの、これまで両地域間で受発注などでの

企業同士の連携は見られず企業間交流は乏しい状況にあった。これには、東北地域の産業構造も関係

している。東北地域には大企業も存在するものの、それはその分工場であったり生産子会社であった

りすることが多く、それぞれのトップには財務や資材調達についての権限がないことが多い。そのた

めに、地域の中小企業がそういった大企業の生産拠点と連携することが難しく、地域の中小企業が成

長する機会が少ない状況である。 

また、生産拠点の人材構成について工場長や技師長クラスなど工場の経営層や技術者層は東京から

派遣されてきた社員で、それより下のクラスは東北地域在住の社員という二層構造となっている。

2007 年以降、団塊世代が大量に退職し工場長や技師長が不足し、これらのポストに人材をあてがうこ

とができない恐れがある。 

そこで、地域の中小企業を中心にものづくりに関する技術開発能力を身につけさせ、生産ラインを

担う人材を東北地域で育てることにより企業体質を強化するとともに、地域間での企業交流や連携を

活発化させるための土壌を醸成する必要がある。そして、人材育成について、「自己革新型ものづく

り企業群育成に必要な重層的産業人材育成事業」が行われようとしている。 

 

研究開発人材と製造現場を担う人材育成に焦点 

「自己革新型ものづくり企業群育成に必要な重層的産業人材育成事業」の目的は、急速にキャッチ

アップする中国企業よりも一歩先に進んで国際競争力を確保し、低迷する地域経済を牽引して地域再

生を推進することとなっている。そして日本の製造業の強みである高度部材の製造・供給機能を担う

ために人材と技術と経営の最適な組み合わせを模索する自己革新型の企業群をつくることとしてい

る。本プロジェクトは、特に人材育成、それも研究開発人材と製造現場を担う人材育成に焦点を当て

ている。 

 

                                                  
5 テクノポリス(Technopolis)とは高度技術集積都市のことを指し、先端技術産業を中核とした産・学・住

が一体となった街づくりを促進することで地域経済の振興と向上を目指す。1983 年に高度技術工業集積地
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本プロジェクトは三つの下部プロジェクトから成り、研究開発人材の養成を岩手大学大学院ものづ

くり専攻で行い、金型、鋳造技術を中心に実習を含めた教育を実施する予定である。将来の工場長ク

ラスや技師長クラスの育成を目標としており、大学からの進学生に加え、社会人も視野に入れている。 

一方、プロセスマネージャーや多能工など製造現場を担う人材の養成について、アルプス電気が社

内の技能研修所を開放して教える「地域開放型」と米沢商工会議所を中心に複数の製造業が協力して

研修内容の標準化と研修事業を行う「地域内企業連携型」とに分かれる。前者は金型技術を中心に教

え、後者は生産技術や品質管理を教えることになる（図表 5）。 

 

中小企業の人材育成に対する理解が今後の課題 

本プロジェクトの課題として、こういったコースを地域の中小企業社員が受講するとしても、在籍

している会社から理解が得られるかどうかという問題がある。この点について木村氏は、日常の業務

で手一杯の中小企業には中長期的な人材育成にまで理解を示して社員を派遣できるか難しい。中小企

業経営者がどの程度まで人材育成の重要性についての認識ができているかどうかが本プロジェクト

の成否の鍵という。 

 

図表5　「自己革新型ものづくり企業群育成に必要な重層的産業人材育成事業」の構成

財団法人　東北産業活性化センター

事業検討化委員会
　・委託事業の管理・運営・調整

大学連携事業の推進 地域開放型の推進 地域内企業連携型の推進

委託 委託 委託

（出所）東北産業活性化センター資料

岩手大学

大学院もの作り専攻（仮）
　　　　　　　　　（2006.4～）
　○金型コース
　○鋳造コース
・企業技術者の技術向上
　研修のため大学への受
　け入れ
・大学生へのものづくり教
　育講座、実習

主に、金型・鋳造技術

アルプス電気（株）

技能研修所
・大手企業の研修所開放
　による地域中小企業技
　術者研修

主に、金型技術

米沢産業育成事業運営委員会
（米沢商工会議所内）
地域コラボレーションセンター
・地域内中小企業の技術者合同
　教育訓練

主に、品質管理・生産技術

　地　域　の　中　小　企　業

従　業　員　の　研　修　プ　ロ　グ　ラ　ム　派　遣
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域開発促進法（テクノポリス法）によって制度化、全国 26 の地域が指定された。 



国への要望として木村氏は、本プロジェクトでは、国から教材開発に対する支援があるが、一歩踏

み込んで、その後の研修事業についても、軌道に乗るまでの当面の間、資金支援があってもいいので

はないかという意見を示した。また、大企業に対しては、地域の人材育成や中小企業との連携が進む

ためには、地域の事情に詳しい生産拠点の経営層に権限委譲して地域連携のための裁量の余地を持た

せてほしいとのことである。 
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産学連携製造中核人材育成事業その２ 

「テクノフェイスプログラム－高度機械部品の開発・設計・生産能力を有する融合 

型人材の育成」 

 申請者：財団法人慶應工学会 

 主たる事業実施場所：学校法人慶應義塾大学理工学部、日産自動車株式会社、株式会社ミツトヨ、

神奈川県産業技術総合研究所 

 取材対応者：慶應義塾大学理工学部学部長 稲崎一郎氏 

       慶應義塾大学理工学部教授  青山英樹氏 

 

神奈川県下に自動車部品メーカーの集積を促進 

 神奈川県は、製造業従事者 43.2 万人（全国第 4位）、出荷金額 18.7 兆円、付加価値額 6.4 兆円（そ

れぞれ全国第 2 位）と有数のものづくり地域である。産業で見ると機械工業の占めるシェアが高く、

なかでも一般機械、輸送用機器、電子機械が大きい。 

 これらの産業は日本が高い競争力を有する分野でもあり、いわば神奈川県のものづくり企業は日本の製

造業の最先端を走っていて高い技術力を持っていると言える。 

 しかし、近年、中国企業が台頭するなど企業間競争がグローバルなものに変わり、またその競争も

激化している。大企業だけでなく、中堅中小企業も生産現場の一部を海外に移さざるを得ず、社員が

生産プロセス全体に関与する機会が減少している。また、同様の理由からアウトソーシングを活用す

る企業が増加しているが、この結果、設計・開発部門が切り離され、両部門のコミュニケーション不

足から生産トラブルが頻発している。生産システムの自動化や IT 化の進展は生産プロセスの一部が

ブラックボックスとなり、ひとたびトラブルが発生すると自前で解決することが出来ず、外部に丸投

げするしかない。さらに、激化する競争を勝ち抜き国際競争力を維持するには新製品開発の期間短縮

やそのペースにあわせた部品設計、生産、納入などを実行せねばならない。 

 こういった状況に対応できる人材を養成することが必要であり、特にサプライチェーンの一翼を担

っている中堅中小企業には自前で人を育てる余力が無いことから人材育成は重要な課題となってい

る。 

 

「テクノフェイス」で社会人と大学教員などが相互に刺激 

 「テクノフェイス」とは、企業技術者にも門戸を開放し、大学院生・大学生と顔をあわせて刺激し

あいながら実践的な教育を受け研究ができる仕組みを指す。企業技術者と大学教員・大学院生・大学

生に対して同じ場（テクノサロン）を提供することにより、企業技術者の再教育を行うだけでなく大

学の持っている研究ネタと企業のニーズをマッチングさせ、技術移転を推進する。同時に、大学院生・

大学生のための社会教育を強化して、産業界のニーズなどに対応できる応用能力を持つ人材を養成す

ることを目指している。 

 

設計分野と加工分野の知識・スキルの統合が目的 

 本プロジェクトの対象は、神奈川県には複数の自動車メーカーの生産拠点が存在することもあって、自動車

部品分野の中堅中小企業としており、高度機械部品の開発から設計、設計評価、加工、加工評価、管理まで

の技術を習得できる教育教材・プログラムの開発を目的としている。 

これまで、自動車部品の加工分野や設計分野の技術者は自身の専門分野の知識に依存し、他の分野

に目配りしない傾向にあった。本プロジェクトでは、設計から生産・管理までコストや効率性の観点

などから幅広く統括し、新技術を開発することのできる統合型融合人材の育成を狙っている。分かり
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やすく言うと、設計分野の技術に目配りすることができる加工分野の技術者や加工分野の技術に目配

りすることができる設計分野の技術者を育成し、低コストで高品質な自動車部品の生産を可能とする

ことが目的である。 

 具体的には、二つのコースが設定されており、いずれも自動車部品を開発するための統括指揮能力

を身につけてもらうことを目標とする。「高度機械部品加工技術コース」では、自動車部品を加工す

る基礎技術と加工技術を開発する能力の習得と実践的インターンシップによるスキルの獲得が可能

となる。「高度機械部品の開発・設計・評価・管理技術コース」では、自動車部品を設計し評価する

開発能力や管理技術を習得するとともに、実践的インターンシップにより上のスキル・技能から技術

までも獲得できることとなる。また、大学院生には産業界のニーズの観点からの教育を実施すると同

時に、別途、長期のインターシップを用意してものづくりの真の楽しさ、厳しさを体験させる。 

 

４年後には事業化へ 

 本プロジェクトは 4つの機関によって運営され、上の両コースを実施することによって教育プログ 

ラムや教材開発を行う。慶応義塾大学理工学部では基礎的な技術の教材開発と基礎技術に関する実習 

を担当し、他の三つの機関は応用技術やインターンシップを担当する。詳しくは、神奈川県の産業技 

術総合研究所では表面処理や微細加工を、日産自動車は加工技術や CAD、CAM、CAE などのデジタルエ 

ンジニアリングを、そしてミツトヨは計測技術を担当することになる。両コースは半年間、週 1回開 

講され、本プロジェクトで開発された教育プログラムと教材をもとに 4年後に社会人対象の教育事 

業を発足する予定である。両コース受講の扱いについて、今のところ単位としては認めるものの学位 

授与までは考えていないということである。 

 

科目間のトーン調整が課題 

青山教授は、本プロジェクトの中長期的課題として、中小企業からどの程度コンスタントに人を集

めることが出来るか見込みが立たないことをあげている。短期的には、両コースで開講される科目そ

れぞれの教え方などを調整することにより科目同士を有機的に結びつけて教育の効率性を高める必

要性があると指摘している。 

また、こういったプロジェクトに対する資金支援については、やる気のある中小企業にとっていい

環境を醸成することとなり、大学側も中小企業に技術移転しやすくなるということで評価している。

政府に対する要望として、本プロジェクトに関する予算見積もりなどについてもう少し柔軟に対応し

てほしいとのことである。大企業に対しても、産学連携での事業を積極的かつ直接的に取り組むこと

などを通じて、自社だけでなく日本を元気にする方向で企業経営に取り組んでほしいという見解を示

した。 

 

「2007 年問題」は後継者問題 

本プロジェクトに関連して、青山教授は、「2007 年問題」は団塊世代が退職することではなく、技

能継承の受け皿となる後継者がいないという後継者問題が本質であるという見方を提示した。この問

題の解決には、若年層がものづくりの魅力に惹き付けられ、職を求めてくるような政策こそ必要であ

り、またものづくり人材の処遇改善も必要ではないかとのことである。 
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産学連携製造中核人材育成事業その３ 

「輸送用機器製造業を支える人材育成システムの開発」 

 申請者：浜松商工会議所 

 主たる事業実施場所：浜松市産業支援センター（浜松商工会議所）、国立大学法人静岡大学工学部、

学校法人静岡理工科大学 

 取材対応者：浜松商工会議所常任相談役 柴田義文氏 

       浜松商工会議所中小企業相談所振興部次長兼情報推進課長 加茂隆信氏 

 

ブラウン管テレビも浜松から誕生 

浜松地域は全国でも有力な輸送用機器産業集積の地域であり、出荷額 2兆円、事業所数 800 カ所に

上る。当地域は部品加工から完成組立までの全工程をカバーしており、二輪車、四輪車の幅広いニー

ズに対応できる。有名な例として、日本初の本格的なスポーツ車「トヨタ 2000GT」はトヨタと当地の

ヤマハ発動機との共同開発により完成した。 

もともと、浜松地域の輸送用機器産業は織機産業や木材加工業に端を発しておりそのものづくりの

歴史は長く、裾野も広い。例えば、テレビジョン技術の開発に貢献した高柳健次郎氏は浜松出身であ

り、ブラウン管によるテレビ放映実験を成功させたのは彼の浜松高等学校（現静岡大学工学部）助教

授時代であった。 

 

「やらまいか精神」 

浜松人の気質の特徴の一つに、「やらまいか精神」がある。やらまいかとは、やってみようという

言葉の方言で、新しい物好きでチャレンジ精神に溢れている浜松人の性格を表現する言葉である。豊

田佐吉氏（トヨタ自動車創業者）や本田宗一郎氏（本田技研工業創業者）は浜松地域近隣の出身であ

ることは有名であるが、当地では大企業からのスピンアウト・ベンチャー企業の発生も多い。また、

浜松人は切磋琢磨することを好み、外部からの人材流入には寛容的とも言われ、このような地域性が

ものづくりにプラスに効いてきたと言う。 

 

ものづくり精度アップ能力の向上が必要 

しかし、その浜松地域といえども 90 年代後半以降アジア勢との競争が激化している。競争に生き

残るためには、浜松地域のものづくり人材に、一段と高いものづくりの精度アップとともに付加価値

の高いものづくり能力が求められている。また、近年の環境対応意識や安全・安心ニーズの高まりは

輸送用機器生産にも要請されており、生産現場の人材はそれらを踏まえる必要がある。その一方で、

生産現場を担うベテラン層の退職が目前であり、若年層についてはものづくり離れが深刻で、人的な

観点から見れば生産基盤は盤石でない。 

浜松地域の輸送用機器産業にとってものづくり技能の急所の伝承とものづくり精度アップ能力の

向上は急務であり、また新たなニーズに対応できるものづくり力を養成することが必要といえよう。

こうした問題意識から同産業を支える部品加工業生産現場における課長層から係長層を対象として、

「輸送用機器製造業を支える人材育成システムの開発」事業が 2年間実施されることとなった。 

 

静岡大学工学部や静岡理工科大学との連携による人材育成 

本プロジェクトは、川上にある要素技術などを守らなければならない部分を伝承すると同時に、部

品加工シミュレーション技術など新しい技術を身につけてもらうために策定・実施されている。高張

力鋼板など高度な材料が開発される中で、それを扱う技術がついてきておらず、新しい技術を修得す
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ることで技術レベルを引き上げる必要があるためだ。またものづくり精度をアップさせるには、一部

の製造プロセスだけの知識では限界があり、材料加工から製品組立まで全ての工程の理解が不可欠で

ある。本プロジェクトを一言で説明すると、新たな部材の性質を理解し、製造全工程を一気通貫して

把握するものづくり人材の養成を狙っているのだ。浜松商工会議所中小企業相談所振興部次長の加茂

隆信氏は、本事業をまさに「トータルな技能伝承」として捉え、地域との連携で高度部材加工を模索

していきたいと考えている。 

ることで技術レベルを引き上げる必要があるためだ。またものづくり精度をアップさせるには、一部

の製造プロセスだけの知識では限界があり、材料加工から製品組立まで全ての工程の理解が不可欠で

ある。本プロジェクトを一言で説明すると、新たな部材の性質を理解し、製造全工程を一気通貫して

把握するものづくり人材の養成を狙っているのだ。浜松商工会議所中小企業相談所振興部次長の加茂

隆信氏は、本事業をまさに「トータルな技能伝承」として捉え、地域との連携で高度部材加工を模索

していきたいと考えている。 

そしてこのような人材育成を支援するために産学官連携による人材育成の仕組みがデザインされ

ている。具体的には、静岡大学と静岡理工科大学が連携し、静岡大学が基盤製造技術（加工、成形、

組立、塗装、仕上げ等）習得のための人材育成事業を受け持ち、静岡理工科大学は統合的オペレーシ

ョン技術（部品加工シミュレーション技術や制御技術等）習得のための人材育成事業を受け持つ。そ

れぞれの大学はそれぞれの教材・プログラム開発と実証講義などを実施することとなる。 

そしてこのような人材育成を支援するために産学官連携による人材育成の仕組みがデザインされ

ている。具体的には、静岡大学と静岡理工科大学が連携し、静岡大学が基盤製造技術（加工、成形、

組立、塗装、仕上げ等）習得のための人材育成事業を受け持ち、静岡理工科大学は統合的オペレーシ

ョン技術（部品加工シミュレーション技術や制御技術等）習得のための人材育成事業を受け持つ。そ

れぞれの大学はそれぞれの教材・プログラム開発と実証講義などを実施することとなる。 

また、基盤製造技術習得のための人材育成事業に、輸送用機器の加工分野関連企業 25 社が参加し

て保有する技術やスキルを持った人材の提供などで協力する。一方の統合的オペレーション技術習得

のための人材育成事業には、ヤマハ発動機からのスピンアウト企業として有名な（株）アルモニコス

が３次元デジタル技術開発のノウハウの提供などで協力する。今まで述べた機関や企業以外の教育機

関、公的機関、民間企業も、実習場所・設備の提供などを行うこととなっている。そして、浜松商工

会議所が本プロジェクト遂行の統轄管理や全体的なプログラム開発の方向性の検討を実施する。 

また、基盤製造技術習得のための人材育成事業に、輸送用機器の加工分野関連企業 25 社が参加し

て保有する技術やスキルを持った人材の提供などで協力する。一方の統合的オペレーション技術習得

のための人材育成事業には、ヤマハ発動機からのスピンアウト企業として有名な（株）アルモニコス

が３次元デジタル技術開発のノウハウの提供などで協力する。今まで述べた機関や企業以外の教育機

関、公的機関、民間企業も、実習場所・設備の提供などを行うこととなっている。そして、浜松商工

会議所が本プロジェクト遂行の統轄管理や全体的なプログラム開発の方向性の検討を実施する。 

  

「新ものづくり人材」の集積地に 「新ものづくり人材」の集積地に 

本プロジェクトは東北地域と異なり、ものづくりの好きな中小企業が中心となっており、スズキな

どの浜松地域の大手輸送機器企業は直接参加していない。ただし、これらの企業は対象技術の検証や

輸送用機器製造業が必要としている技術情報の提供などについて支援する予定となっている。また、

加工関連分野企業が本プロジェクトに協力しているが、これは下請け企業である同企業群の技術力ア

ップを目論む同地域大手の輸送機器企業の意向が関係しているようだ。 

本プロジェクトは東北地域と異なり、ものづくりの好きな中小企業が中心となっており、スズキな

どの浜松地域の大手輸送機器企業は直接参加していない。ただし、これらの企業は対象技術の検証や

輸送用機器製造業が必要としている技術情報の提供などについて支援する予定となっている。また、

加工関連分野企業が本プロジェクトに協力しているが、これは下請け企業である同企業群の技術力ア

ップを目論む同地域大手の輸送機器企業の意向が関係しているようだ。 

浜松商工会議所常任相談役の柴田義文氏は、この人材育成事業を通じて、日本や浜松にふさわしい、

付加価値の高いものづくりを実現し、時代に対応できる輸送用機器の実現につなげたいと考えている。

そして、新たなものづくり加工産業の拡大、発展を図ることで、浜松を「新ものづくり人材」の集積

地にすることを狙っているとのことである。 

浜松商工会議所常任相談役の柴田義文氏は、この人材育成事業を通じて、日本や浜松にふさわしい、

付加価値の高いものづくりを実現し、時代に対応できる輸送用機器の実現につなげたいと考えている。

そして、新たなものづくり加工産業の拡大、発展を図ることで、浜松を「新ものづくり人材」の集積

地にすることを狙っているとのことである。 

  

地域クラスター事業も活発 地域クラスター事業も活発 

浜松地域では、地域クラスター事業も活発であり、「光技術」を中核として、新たな光技術の創造、

光技術を活用したレーザーシステムなどの新技術や医療機器事業などの新事業の創出を図っている。

また、産業クラスター「三遠南信バイタライゼーション」は、医工連携、宇宙航空連携、農工連携を

支援し、販路開拓支援事業などに携わっている。浜松地域の活性化に加えて、中小企業の自立意識を

啓発する意図も込められているとの柴田氏の説明であった。 

浜松地域では、地域クラスター事業も活発であり、「光技術」を中核として、新たな光技術の創造、

光技術を活用したレーザーシステムなどの新技術や医療機器事業などの新事業の創出を図っている。

また、産業クラスター「三遠南信バイタライゼーション」は、医工連携、宇宙航空連携、農工連携を

支援し、販路開拓支援事業などに携わっている。浜松地域の活性化に加えて、中小企業の自立意識を

啓発する意図も込められているとの柴田氏の説明であった。 
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産学連携製造中核人材育成事業は「トータルな技能伝承」 

この産学連携製造中核人材育成事業の狙いは単にベテランの持つ熟練の技を若手に伝え

ることだけではない。日本では自動車などに用いられる高張力鋼板など高度部材が開発され

ており、このことが日本製造業の国際競争力の源泉ともなっている。しかし、このような部

材を扱う技術がついてきていないのが現状であり、本事業はこの部分を埋め合わせすること

も狙っている。 

具体的には、本事業を通じて地域の中小企業社員に高度部材の性質を理解するため部品加

工シミュレーション技術のような新しい技術も身につけてもらい、それと同時に、製造の全

工程を一気通貫して把握してもらうことで高度な多能工になってもらう。浜松商工会議所中

小企業相談所振興部次長の加茂隆信氏の言を借りれば、本事業は「トータルな技能伝承」を

企てていると言うことになる。 

 

地域の中小企業の技術アップは大企業にもメリット 

大企業の同中核人材育成事業への参画について、東北産業活性化センター常務理事の木村

富雄氏の話では、通常、大企業の場合、企業内部の技術流出を恐れてプロジェクト参加を承

服してくれないことが多かったという。アルプス電気の場合、企業の地域貢献や地域の企業

の技術レベルの底上げについて理解を得られたことから可能となった。もともと同社は人材

教育に熱心であり、また協力工場を含めると国内生産の相当程度当東北地域で行っており、

地域の企業の育成に気を配る必要があったことが大きいとのことである。 

浜松商工会議所常任相談役の柴田義文氏は、浜松地域ではものづくりの好きな中小企業が

中心となっているが、本プロジェクトを運営するに当たり技術情報の提供など地域大手の輸

送機器企業の側面的支援は欠かせないという。 

慶應義塾大学理工学部教授の青山英樹氏によると、日産自動車などの企業がプロジェクト

に参加した理由として、2010 年までに横浜みなとみらいに本社機能を移す彼らにとって神

奈川県下の自動車部品産業は基盤産業であり、人材育成に協力することにより地域の産業基

盤の技術水準を上げることは競争力維持に不可欠であること、また、日産自動車にしても、

ミツトヨにしても社内に教育スクールを持っており、本プロジェクトで得られた研修プログ

ラムや教材を社内教育で利用できること、があげられるという。 

 

一企業の枠を超えた人材育成も視野に 

産学連携製造業中核人材育成事業に参画してオープンな人材育成に取り組んでいる上記

の企業は一見、一部の例外的な動きのようにも思われるが、果たしてそうなのだろうか。 

鉄鋼メーカーは自社の高炉改修に際して、ライバルメーカーと情報を交換して同技術・技

能を継承する体制ができあがっているという。現在、鉄鋼業の技術者にとって、高炉の建設

や改修に携わる機会は非常に少ない。このような技術・技能の継承はもはや一企業の問題を

超えて産業界全体の問題となっており、業界全体で取り組むことで鉄鋼産業の競争力が維持

できるという意識が根底にあるようだ6。 

また、米国の半導体産業が復活を遂げた理由の一つとして、90 年代に半導体産業は関連

                                                  
6 鉄鋼メーカー間の高炉技術に関する情報交換体制については 1996 年 6 月 3 日付日経産業新聞参照。ま

た、経済産業省は 2003 年 12 月に「鉄鋼業競争力と将来展望研究会」中間報告でも同様の問題意識を明ら

かにしている。 
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企業で構成されるコンソーシアムの SEMATECH（SEmiconductor MAnufacturing TECHnology）

の発足が挙げられる。SEMATECH で教育プログラム開発を行い、高度技能社員などの人材育

成に取り組んだことが同産業の復活に大きかったと評価されている。 

上で取り上げた企業の事例もその文脈で理解する必要があると思われる。企業にとって人

材育成のような中長期的案件は目先の関心事項にとらわれて、先送りされたり過小評価され

たりすることが多く、その結果、企業は人的資源に関連する投資を少な目にしがちだ。企業

が中長期的に勝ち残っていくためには、一企業の枠を超えて、地域の力や産業の力を結集し

て多様な人材育成にあたることが効率的であり、地域内や産業内で人材育成に取り組んでい

くことの重要性が徐々に認識されてきているといえないだろうか。 

 

４．最後に～大企業には日本を元気にする意識を期待 

技能継承については、企業間競争が激化し社内の人材が不足する現在において、技能継承

を OJT だけに任せていては後回しになってうまくいかず、本社主導で仕組み作りに取り組ん

でいかねばならない。 

技能継承の先進企業は、積極的に若年層を取り込んでおり、人材育成がうまくいかないこ

とを若年層の製造業離れや意識変化のせいにしていなかったのは印象的であった。 

また、下請企業の生産性が自らの競争力に影響を及ぼす大企業にとって、地域の産業集積

は自らの運命を左右する要因であり、地域の中小企業人材の育成についても何らかのアプロ

ーチをしなければいけないとの意識を持っているようだ。「企業単体で勝つ」という意識か

ら「地域全体で勝つ」、もしくは「産業全体で勝つ」という意識に変化しているように見受

けられた。 

ただし、現時点では、このような動きをする企業は少数派である。慶應義塾大学理工学部

教授の青山氏は、「日本の大企業には自社だけでなく、日本を元気にする方向も考えてほし

い」と述べていたが、大企業は、地域貢献という観点からも、競争力向上という観点からも、

地域の中小企業の人材育成に関する意識をさらに高める必要があろう。アルプス電気技能研

究所所長の税所氏も、地域のため、国のために、大企業は中小企業の人材育成に関与する余

地はあるし、関与すべきだと語っている。 

そのためには、東北産業活性化センター常務理事の木村氏が指摘するように、大企業は地

方の生産拠点などに権限委譲を進めていくことも考えられる。そうすれば人材育成だけでな

く共同研究や共同調達でも大企業の工場と地域の企業の連携がうまくいき、産業集積が促進

され、競争力が向上していくのではないだろうか。 ■ 
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