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2008 年後半の金融危機に端を発する急激な信用収縮は、世界経済および日本経済に深刻な
影響をもたらした。日本経済についてみると、バブル崩壊後の景気回復の牽引役だった海外
への輸出が大幅に減少し、2008 年度には 28 年ぶりの貿易赤字を記録するに至った。輸出の
減少は、海外での需要にとりわけ依存していた製造業企業の業績を直撃し、その結果、非正
規社員を中心に大規模な雇用調整が進んだ。
しかし、労使の当事者から発せられるメッセージに目を向けると、こうした深刻な経済状
況・経営環境のもとでも、人材育成・能力開発に対する課題意識は維持され続けているよう
に見える。ものづくり産業においては、激しい国際競争や国際分業体制の変化のなかで競争
力を維持し続けていくために、技術開発や生産の根幹をになう技能者の育成と活用が鍵とな
っているという点は、金融危機以前の生産や経営の状況が良かったときにも、重要な課題と
して捉えられてきたが、労使当事者から発せられる様々なメッセージは、今後も引き続き、
積極的な取組みが求められる課題であることを示唆しているように見える。
本調査研究では、典型的なものづくり産業というべき、機械・金属関連産業の企業や従業
員を対象としたアンケート調査およびインタビュー調査を実施した。そして、これらの調査
結果と分析をもとに、今後も重要な課題であり続けるであろう技能者の育成・確保をめぐっ
て、企業がどのような取組みを進めているのか、また、育成や確保の対象となりうる従業員
が、企業の取組みをどのように見つめ、自らの能力開発やキャリア形成を成し遂げようとし
ているのかといった点を明らかにし、実態の中に含まれている課題を浮かび上がらせようと
した。
本書を作成するにあたって、アンケート調査ならびにインタビュー調査にご協力いただい
た企業および従業員の方々には、この場を借りて厚く御礼申し上げたい。
本書が企業経営者、労働者、組合関係者、政策担当者をはじめ、ものづくりに携わる人材
の育成に関心がある方々に資するところがあれば幸いである。
2009 年 6 月
独立行政法人 労働政策研究･研修機構
理事長
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