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「2007年 (技 術伝承)問 題」か ら早 5年 。定年延
長対策 は過 ぎ、問題の顕在化が深刻化 している。
そ こで、人材確保や、国際的に凌駕すべ き日本の
品質向上面の戦略的展開面から、企業が対処すべ

ることや、 あ こがれ"と 職業 +人 生観が大 きく作
用 している例が紹介 されてきた。だが、現在、 イ
ワシ族"な る名を持つゆとり世代の方 々には、困
難な仕事に当たる と、あきらめや、
「 リセ ッ ト !」
とい う言葉に代表 されるように、転業 を選択す る
傾向が多い。 このため、多 くの企業では、技術伝
承 の コアとなる人材確保に苦慮 している。

き課題 と対策 を整理 してみよう。

バ韻鶴糊撃″7
技術伝承問題は古 くて新 しい問題である。超高
度な技能者をモノづ くりの中核に置 く企業例 とし
て、筆者が在勤 していた日立金属で も、安来工場
に『技能研修所』力Sあ り、系統的な技能伝承育成
がなされていた。筆者の部下に、 この種 の技能者
が配属 されてきた経験 を持つが、学ぶことの方が
多かった。理由は、彼の 自助努力 を支援するだけ
であ り、やがて彼 は鉄鋼短大 も卒業、技能の実践
と技術開発の中核 として活躍 していつたためだっ
た。 なお、後 に筆者 は、彼 の努力 の形態 を米国
AAP社 へ赴任時に応用、多 くの難点を持つ製造部
門で経験 を役立て、AAP社 は 1.5年 で日本をしの
ぐ品質を確立、黒字化 と共に進展を果たす一助 と
した。 このような経験か ら、この面の対策の要点
の大半 は、
「個 々人の 自助努力である」 と考えてき
た。

図 2の 上部は、技術伝承問題で事故 を連発 させ
たある大手企業の人員構成である。40代 が極端に
少な く、団塊 の世代が去る とさらに問題が深刻に
なる。過去、他 の大手企業 では、下請けや孫請け
に頼 り、人材 も豊富だった。だが、非正規雇用者
を含め、ここに優秀 な人材の引 き抜 きを期待する
ことも難 しくなって きた。図 2の 下部は対策方式
だが、やは り、高度なモノづ くり中枢技能の伝承
には、何 としても次世代を任せる有能な着手 を得
て育てること力゛
企業発展の主 な対策点 となる。こ
の対策をいかに図るかが、2007年 に入る前、筆者
が幹事を担当させていただいた」
MAの 『技術 。技
能研究会』 の課題 だつた。
そこでようや く見出 した対策の要点 は、金メダ
ル取得で盛 んなスポーツの例にあつた。ここでは
今 までマ イナーな競技で も日本人で栄光を得た方
が登場す ると、たちまち、若手が集まる。特 に、
一時 はマ イナーだつた体操、水泳、スケー トは、

図 1に 示 したように、技術伝承問題の大半は人
材の確保 と製造技術の練磨 と具現化 の範疇であ り、 現在、新時代 をリー ドする逸材が後を絶たない状
「企業でもこの種の対策 を急
得 た人材の 自助努力が 90%以 上 となる。すでに、 況である。このため、
この面の研究や調査 は多 く、例えば、日本文化を
ぐべ き」 とした。
支える民芸を支える著名な伝承では、後継者を得
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例えば、産業界においても、岡野工業の リチウ

｀
つ グ く。
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