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「企業技術者の仕事と求められること」
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シニア会　運営委員

溝口孝遠
（元（株）神戸製鋼所、元　コベルコ建機（株））

本基調講演の眼目

学生諸君から提出された13項目の質問は4つに大別で
きるのではないか。
1）企業の技術者としてのあるべき姿は？

2）企業の将来像、今後の技術者は何を求められる？
3）学生として何をしておくべきか？

4）シニアの経験（挫折・苦 ）談を聴きたい

・製造業における機械技術者の仕事は多様であること
・その多様性の中で、技術者が直面する障壁・課題には

どのようなものがあるか
・それを乗り越えるために求められる能力は何か

を中心に話をすることで、主に1）と3）のご質問の一
部に答えることとしたい。
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企業 �とは： �一人では出来ないことを人 �・知恵・ �組織・資力で実 �現する 

企業の目的
・社会・人々が持っている要求（潜在的な要求を含め）を

有効な需要に変える事で、顧客と市場を作り、
・顧客と市場に満足を与えて社会貢献することで、
・従業員も生計を得て、自己実現出来るようにする事。

上記の目的のために企業が為す事
・人、知識、経験、物・資源、資金　を集めて糧として、
1人と人とのネットワークの基に、
■何をすれば、顧客・市場に満足を与えられるかを考え、
・最適な技術・製品・サービスを生み出し、
・必要最小の資源、コストで供給出来るようにし、
・得た利益で借りを返し、
・次の行動のための資源、資金とする。

そのためには利益を挙げることが不可欠となる

価値の供給 � 
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事業 �形態 �と仕事 

技術者がどのような形で仕事を進めるか、何が重点にな
るかは、その企業の業態により変化するが、技術者とし
て求められることの本質に変わりはない。

対象市場
市場開拓
対象顧客
生産量
生産品
生産形態
販売・サービス
企業規模
歴史
海外展開

公共・インフラ関係

研究開発型
生産者
単品受注開発型
完成品
単一工場集約型
直接
大規模
伝統的基幹産業
国内指向

耐久消費財
販売促進型
消費者
汎用量産型
部品
裾野摺り合わせ型
間接
小規模
ベンチャー

グローバル展開
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商品計画・設計開発■生産・販売・サービスの流れと技術者の仕事
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ラインく指揮命令系統）とスタッフ（知識・情報提供・援助機能）

スタッフ業務

ライン業務

個々の部門・組 �織に �おける技術者の仕事－1 

研究開発部門
・既存製品・事業の競争力維持・強化のための

基盤技術（BaseltchnoJogy）：足腰になる不可欠の技術

差別化技術（Keylもchno10gy）：競合優位を築く技術

の研究・開発■深耕
t新たな市場と事業を創出するための

途上技術（Pacinglもchnology）：次世代のKeylbch・

の発見、開拓、導入

技術の需要表現：将来需要が顕在化すると予測される技
術t製品のコンセプトの明確化と実現努力

知的財産部門
■経営戦略・技術戦略と適合する特許戦略の構築
・自社開発着手前の他社特許調査
t自社開発技術の特許化の可否・正否判断
■有効・有力な知的財産を獲得するための出願技術
・他社特許に抵触する場合、侵害された場合の交渉・訴訟　8



個々の部門・組 �織における技術者の仕事－2 

設計（開発）部門
・作ろうとする製品コンセプトの具体化（図面の作成）

図面＝作るために必要な決定事項・情報の集大成
形状・材料・加工・組立・制御・試験t運送・日・
Q．C．D　実現のための決定事項・情報の集大成

Quality（性能・品質）Cost（コスト）DeIivery（納期）

図面は　関係部門間　企業－ベンダー間　企業一顧客間
で共有される。
3次元CADによる図面化

設計時点での性能・品質・生産性の予測
Concurrent Design、CAEの活用、最適設計など

目的に適う性能・品質試験法・確認方法の提案・実施
設計を間違えると全てが狂う。
広範な知識・理解力・経験‘発想・決断力・交渉力日
が求められる。

個々の部門・組 �織における技術者の仕事－3 

生産技術部門
・生産技術と設備の動向の把握1開発・導入
1生産性の向上　製造コストの低減
・次期製品に適合する生産ラインの新設・更新・切り替え
■製造品質の維持・向上

調達部門
・自社製晶の機能・性能・品質、製造工程、サービスに適合

する部品・設備などを、0．C．Dを満たすように入手する。
（世界各地から）

■自社の生産計画・生産能力・在庫、納期、需要変動等と

調達先の能力を結びつけるSu叩Iy Chain Management

Systemの構築

工務部門
・需要・生産能力に適う年間、月間、週間、日毎の製造計画
・要具・設備・調達品の準備と管理　円滑・安全な生産
・需要変動や調達品入荷遅れなど外乱要因への対応 10



個々の部門・ � � � � �－ ��ヽ �ナる技術者の仕事－4 に �l 

品質保証部門
・全社的な品質保証体制に責任
・製品に関わる法規制などの社会的な規範の把握と社内展開
・開発・生産過程中の品質確認の方法、判断基準の制定
■性能・品質試験■検査の実施と承認
・製品不具合発生時の原因分析・対策・顧客対応
・PL　訴訟等への対応

・技術標準・DR（Design Review）方法の改訂

サービス部門
・麻客の利便・安全の確保のための取扱い説明、指導
・自前あるいは契約によるサービス工場の展開（国内外）
・保守契約、定期点検により不具合の予防保全
t故障・不具合発生時の迅速修理
■補修部品の在庫管理＆発送システム
T SuppIy Chain Nanagement System　との連携

個々の部門・組 � �織に �おける技術者の仕事－5 

商品企画部門
・市場ニーズ（国内外）の現況把握と見通し
1漠とした需要を具体的な青葉で表現（技術の需要表現）
・次期製品のコンセプト、発売開始時期、価格等の企画
・自社、他社の技術的対応能力の見極め
・実現すべき機能、性能、仕様、価格の具体化の推進
・自社製晶に関わる法規制など社会的規範の周知徹底

販売部門
・顧客の具体的要求、潜在ニーズ、不平・不満を読み取り、

技術的な概念・機能・性能1仕様に置き換える
・会社としての対応方針の策定
・技術的な対応を工場側に促し、フォローする。
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技術者が越 �えねばならない壁 

・不具合の壁

工場が作るものは2つある。製品と不具合
・専門的能力の壁

知識、理解力、経験、発想・アイデア・感性の不足
・実行力の壁

二律背反、三律背反、迷いと決断
・コミニュケーシヨンに対する壁

単眼思考から複眼思考に　Debate　の重要性
・技術と市場の間の壁

Product out　か　Narketinか（良い製品か売れる商品か）

・挑戦に伴うリスクの壁

「適応」出来ねば明日はない。「革新」がなければ将来はない

・グローバリーゼーシヨンに対する壁

言語だけの問題ではない。文化・歴史観の問題 13

求められる �能力は �職位により �異なる 

経営者
高度専門職

管理者

スタッフ

＼ �l 

N概念化能力 

人間理解力 

専門能力 

RobertKatz，

以＄kilISOfan

e什ective

administrator，”

Han／ard BusineS＄

Review，

September－

October1974，

専門能力：Technical SkH：専門知誠い理解力

仕事をする上での前提
人間理解力：Human Sk＝：成果を出すための実行力

コミュニケーションカ、リーダシップ等

概念化能力：Conceptual SkiH：

他者のレベルに合わせて物事を抽象化、概念化する能力
洞察力、課題設定力、変革する力　　　　　　　14



企業技術者のキャリア形成一成長の過程

人によって様々で一概には言えないが、平均的には以下のような
経過を辿ることが多い。（V．S．0．P）

20－30歳台　VitaHty

言われた事をやる、叱られる、学ぶ、経験する、考える

知識が豊富になり、理解力が増す、実行力が付いて来る0

30－40歳台　Specialty

得意な分野、人的ネットワークが出来てくる。

この技術分野、この事はあの人に任せられる。

40－50歳台　Originality

事業戦略、技術戦略の根幹に係る独創的で実現可能な提案

が出来る。

50－60歳台　Personalityl

あの人について行けば、会社としてリスクに挑戦できる
15
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技術者は基礎 �工学を「知っている」「 �解っている」ことが基本 

知っている＝原理・公式・実験結果・技術標準等を知っている

解っている＝公式、マニュアル、経験則などの前提、仮定、近似、

経緯・脈略・適用限界を理解している。

現象の量的なものを感覚的に想像・予想出来る

他の現象との類似性を想像出来る一応用力

l　実際の �現 �象 � �前提、仮定、近似、観測、検証 � 

理 ヽル ■ ���モデル化　　　　　　ソフト 基本的な原 ・力の釣合 ・力と運動 ・力と変形 ・仕事と工ネ ll■■■■■ ��、概念 ギ ■■ 

甘芸甘芸 
l数学、物理学、化学l 

若手技術者の傾向 思考せずに公式、解析ソフト、マニュアルなど
のブラックボックスに頼ることが懸念される17

理解力を計る初歩的な事例＆理 �解力を �増す方法 

pL3
8＝工」±一一一

五二　　　3EI

上記の公式が適用できる限界は
どこにあるのか？

そもそも上記の公式は何を前
提・仮定にしているのか？

左中国や左下国の状態では、実

際にどのような事が起こると想
像できるか？

左中国や左下園での解を得るた
めにはどうすれば良いのか？

興味が持てる科目を選んで何故？何故？を繰り返し、考え抜く

直接役立たなくても類推する力がつくので、別の局面で役立つ18
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製造業の技術者にとっての「出来る」とは 

『目的を現実のものに出来る実行力

時には理不尽とも患える要求に応えねばならない。このために、

目的に向かって、社内外の能力と理解を統合して、解決策を見出

し、実行できること。

コミュニケーションと人間的信頼を得ることが鍵となる。

■アプローチ

道筋が示されている訳ではない。解は唯一ではない。

正解への近道と患われる技術を選択または開発する。

リスクに挑み、リスクを最小限にするための手立てが求められる

他者の共感を得て連携しなければ前進しない。

何故そうするのか、説明する責任（Accountability）を負う。

リーダは結果責任（Responsib‖ity）を負う

■常に適用される評価尺度

Quality（性能・品質）Cost（コスト）DeLivery（納期）．9

物事の二面性を理解しておく　参考になる格言等

企業に限らず実社会では物事の二面性の間の梯子を登って行く

｝学ぶ事と開拓する事

論語より　学びて思わざれば、すなわち岡（くら）し。
患いて学ばざれば、すなわち殆（あやう）し。

■演繹的思考と帰納的思考

演拝：普遍的な前提から論理的に結論を出す。
帰納：多くの経験から想定した法則により結論を出す。

『左脳的思考と右脳的思考

左脳的（論理に優れる）な傾向の人と
右脳的（感性に優れる）な傾向の人　とが居る。

両者は車の両輪。両面を活かした組み合わせの妙が求められる。
r足して2で割る」、「片方が他方を抑え込む」は大抵駄目。

論語　君子は和して同ぜず。小人は同じて和せず。
Debate　様々な視点で左右対称の論理を展開して戦略的発想に至る

Let’s agree to disagree．の精神　　　　　　2。

反論し合うことに同意し合おう。衝突すれば相手を知る事が出来る



皆さんへの提言 

最初に思い描いたようにはならない事が多い。
企業での多様な仕事の中から、自分が満たされる何かが見つかる

自分が拠って立つ基盤■核を強固にして垣根は取り払う。
基盤・核は専門能力、人間理解力、考える力＆普遍的価値観で構成
専門能力：一つでも良いから興味を持てる科目で何故？・何故？

を繰り返して、本質を理解する癖をつける。
考える力：現在行っている勉学・研究の目的・意義は何か

あらゆる角度から考える
人間理解力：異なる世代■価値観の人とのコミニュケーシヨンの

経験。何かのプロジェクトに参加するのも良い。
コミニュケーシヨンの基本は　Debate

価値観：世界情勢・歴史、文化、政治・経済・産業への関心
新聞を読む。政治、経済、社会面、論説、書評欄

世界の一員としての覚悟＆英語力

継続は力になる。

お勧めの書籍

1）長縄一智　（立石電機）

メーカ就職希望の理工系学生のための
「商品開発の流れと設計のポイント」

日刊工業出版　　2009年10月10日　初版

2）鈴木孝幸　（元　日野自動車　技監）

ecoテクノロジーへの挑戦

世界初の新型ハイブリッドシステムをつくった男たち

毎日新聞社　　　2008年6月　発行
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