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[調査研究の要約] 
 

Ⅰ「ものづくり社会人教員」の養成、派遣のあり方及びそのためのマッチングシス

テムに関する調査研究の要約 
現在教員として大学に在籍中で、過去には、企業等大学外で専任としての経験を有

する教員（この際の、企業等の経験とは単に企業経験にとどまらず、公的研究機関経

験も含むものとする）を「社会人 OB 教員」として、これら教員の、活動実態及びか

かえる問題点等の実態に関して調査した。 

更に、ものづくり系社会人 OB 教員に関しては、焦点を絞った調査を実施した。 
１．社会人教員の活用実態 
① 全教員に占める割合 

JRCM産学金連携センターに登録している教員数は、合計７，６９６名である。こ

のうち、社会人OB教員数は ２，２１１名であり、その比率は２８．７３％である。



さらに、この社会人ＯＢ教員の５９．１％が、国立大の教員である。 
② 専門分野別にみた社会人 OB 比率 

社会人 OB 教員の専門分野別の比率は、生命工学４１．４％、電子工学４０．０％、

機械設計３８．５％、材料応用３６．１％などが高い。 
 

２．社会人教員に関する動向調査 
社会人 OB 教員に対してアンケートを実施、そのかかえる問題点等を分析した。 
① 回答者の専門分野 
回答者の専門分野は、材料化学系が最も多く２７％、 次いで、機械系：２３％、

電子、情報系１９％の順となっている。 
② 教員になった動機 
教員になった動機では、「心理の探求に戻りたかった」４１％、「若い人の指導が

したい」２７％といった、学問的動機が多く、「社会的地位」：７％、や、「勤務期間

の長さ」７％といった、職種の社会的メリットを求めるケースは少なかった。 
③ 転職のプロセス 
「大学の公募」：３９％、「自身の大学とのコネ」が３６％で、「企業のコネ」：３％

などを大きく離している。 
④ 民間での勤務期間 
民間での勤務期間は、１～５年未満が最も多く３２％、で、次いで１０年～２０

年未満の２３％が多い。 
⑤ 大学での産学連携の情況 
多くの社会人 OB は、出身企業以外の企業等との産学連携を実施しており：５７％、

出身企業との産学連携を実施している教員の２３％を上回っている。 
⑥ 社会人 OB 教員のメリット 
「社会ニーズに即した研究が可能」とする者が多く：７４％、次いで「企業現場

に精通」：６６％、「企業との連携がスムース」：４３％となっている。 
⑦ 社会人 OB の問題点 
「大学のしきたり等に適用しにくい」：５１％、「元々の教員との軋轢」：３０％な

どが多くを占めている。 
⑧ 処遇の変化 
多くの社会人 OB 教員が「給与が減少した」としている：６０％ 

 
３． ものづくり分野での回答と分析 
「ものづくり社会人OB教員」数は：２７３名で、アンケート回答者全体での比率は、

２７３／４７９の ５７．０％である。 
① 産学連携の情況 



ものづくり分野では、産学連携の実施割合が高まっている 
出身企業との産学連携を実施：２３．２％→２７．５％ 
出身以外の企業との連携を実施：５７．０％→６３．４％ 

② ものづくり分野での社会人 OB の適性 
「研究、教育とも社会人 OB が適する」とする者が６７％、「教育のみ適す」とす

る者が、１５％、「研究のみ」とする者が、８％であった。 
ものづくり分野では、社会人 OB の適性があるとされている。 

③ 大学でのものづくり分野の問題 
大学でのものづくりの問題点としては、「教員自身が十分な知識、情報を保有して

いない」とする者が６８．９％と最も多く、次いで「ものづくりの教育課程が不十

分」：６６．７％、「現場に密着した教育等になっていない」：６４．５％、「ものづ

くり分野は論文になりにくく、評価が得にくい」：６４．２％が同水準で多い。 
 
４．先進事例調査 

① 金沢工業大学（KIT） 
ｱ) 産学連携の伝統 

金沢工業大では、開校当初より、社会人 OB 人材を利用、現在は、教員３２４

名中１５０名程度が企業 OB 教員となるまでに成長している。 
ｲ) 採用方法等 

金沢工業大学の社会人 OB 教員の採用は、企業人事部を通さずに企業 OB 人材

の人脈で実施している。 
ｳ) KIT の基本姿勢： 

KIT では、元々の大学教員と社会人 OB 教員の相違は、社会人 OB は、研究、

教育双方で、「お客様」が誰かというお客様志向の考え方がある点だとしている。 
ｴ) 教育、研究の評価 

社会人 OB 教員によって、企業との産学連携は多いに進展していているといえ

る。 
また、従来、元々の教員のみではできなかった研究実施が可能となり、社会的

に評価されるというメリットもある。KIT では、科研費採択は常に上位にある。 
（平成１６年度私大中２１位、１７年度２２位） 

ｵ) 社会人 OB 教員の活用による新たな展開 
「虎ノ門キャンパス（アンテナショップ）」 
社会人 OB 教員による、社会人教育のアンテナショップ的な役割をになうキャ

ンパスとして、虎ノ門キャンパスを開設、大学でトレーニングをつんだ社会人Ｏ

Ｂ教員が、現役社会人教員を教育するというシステムが採用されている。 
 



「ものづくり研究所」（付置研）（計画中） 
大学は体系化された知識の教育には経験があるが、体系化されていない知識の

教育をどうするのかの問に答える場として実践をも目指す。 
実践方法は、群合いを通じて知識を吸収（共同の場を通じて）というものであ

る。 
 

「インターンシップ」 
KIT 独自のインターンシップを平成１７年度から開始している。 
内容： ⅰ企業が大学学生に課題を提示（約１ヶ月かけて説明） 

ⅱ学生がこれに対する課題解決プロポーザルを提示（この際に、社会人

OB 教員が指導） 
ⅲ企業は、プロポーザルを評価、評価の高い学生をインターンシップと

して受け入れ、課題を共同で解決 
 

② 茨城大学 
ｱ) 工学部の社会人 OB の情況 

工学部 教員総数１８０名中 社会人ＯＢ教員３７名 ２１％ 
システム工学科 ２７名中 １１名 ：４０．７％

メディア通信工学科 １７名中 ５名 ：２９．４％ 
機械工学科 ２７名中 ７名 ２５．９％ 

ｲ) 共同研究開発センターでの社会人 OB の活用 
茨城大の特徴は、全学の共同研究センターの組織である。 
センター長、副センター長のうち、センター長は社会人 OB 教員であり、更

に、他の９名の客員教授等を社会人 OB 教員として外部から招聘して組織して

いる。 
特に、平成１４年度に３名であった客員教授数は、平成１５年度には７名に

増加しており、その時期に共同研究の件数も大きく延びてきている。 
ｳ) 「ひたちものづくり協議会」及び「ひたちものづくりサロン」 

茨城大では、産官学連携により茨城県県北地区のものづくり再生を具体的に

進めるために、日立商工会議所等と共に「ひたちものづくり協議会」を設立し

ている。 

また、茨城大学の研究シーズと地域企業のニーズとを融合させ、ものづくり

技術の高度化や新製品開発に取り組むことを目的としたひたちものづくりサロ

ン（ＨＭＳ）も設置している。 
 
５．新たな社会人教員派遣受け入れシステム（マッチングシステム）の提案 



 
① 教員になるための動機付け 

公募情報では、採用条件（給与、期間）等が情報提供の中心になりがちである

が、応募側の教員候補者からの要望としては、その他の、教育、研究環境などの

情報の提供が出されている。これら情報の詳細を示していくことも重要な課題で

あると考えられる。 
② 転職のプロセス等 

社会人 OB 教員の活用拡大には、人脈を通じた採用ルートの拡充、円滑化方策

が必要になってくると考えられる。 
国、地方の政策的な支援策として考えられるものとしては、大学、企業の合同

研究報告会の開催、社会人 OB 教員候補人材データベースの作成、拡充などが考

えられる。 
更に、大学側の対応策としては、OB メーリングリストの作成、OB 人材への大

学側からの不断の接触、情報交換等の活動が対策として考えられる。 
③ 処遇の問題 

給与の減少は、社会人 OB 教員にとって避けて通れない問題であり、早急なる

改善策が必要である。 
④ 大学の制度等の問題  

大学の制度、しきたりの中で解決が求められているものの一つに、大学におけ

る評価制度がある。 
社会人 OB 教員向けには、論文数による評価を社会人 OB 教員には適用しない

ことや、評価を論文数のみではなく、産学連携実績でも評価するなど社会人 OB
教員も同一基準で評価できるシステムの導入が必要であろう。 
大学における、フラットな意志決定システムを問題視する声もあった。 
特定のプロジェクトでは、企業並のタスクフォースを職制に関係なく作って実

施していくなど、プロジェクト方式の研究実施体制も導入が出来ると理想的であ

ろう。 
６．まとめ 

社会人 OB 教員の受け入れ円滑化には、大学自体の各種のシステムの改変が不可欠の

ようである。 
この様な制度、慣習の改変は規制等があり難しいものもあるが、評価システムの導入

など、規制ではないが慣習上非常に難しいといったものもあり、これらを一朝一夕に改

革していくことは難しいと思われる。 
しかし、給与面の改善策で述べたように、兼職の許可で実行するといったような運用

面で一部が改善されるものも多く、これらの改善のアイデア自体が社会人 OB 教員には

豊富にあると考えられる。 



大学側、政府側では、この様な社会人 OB 教員のアイデアを積極的に採用しつつ、小

さな改善からでも取り組んでいただきたい。 
更に、大学側のシステムの改善は、ちょっとした運用の改善で、効果は非常に大きい

ものも多いので、今回の調査のデータを参考にしていただき、小さい改善の積み重ねが

続けられることを期待したい。 
 
Ⅱ モノ作りシンポジウムの開催 
  
１．シンポジウム開催の趣旨 

  このシンポジウムの開催の趣旨は、日本を支える「モノ作り」は経済的意味のみな

らず、人作り、文化作り､社会作り等多面的な価値を有しており、我が国の歴史文化

を背景として現在の姿が形成されている。今後の我が国のモノ作りの展開方策を考え

るに当てっては、狭義のモノ作り関係者だけではなく、教育、文化社会等の幅広い関

係者の参加を得て、多面的に検討することが求められております。 
  このような趣旨のもと、第１回目は、モノ作りをより広い層に訴えるために、近代産

業の原点である鉱業発祥の地である愛媛県新居浜市において開催し、第２回目は、もの

づくりの原点に戻り、「モノ作り文明の構築に向けて」をテーマにして開催した。 
 
２．モノ作りフォーラム・イン四国「モノ作りの未来を語る」開催概要 

  このような趣旨のもと、第１回目は、平成１８年３月２日、モノ作りをより広い層に

訴えるために、近代産業の原点である鉱業発祥の地である愛媛県新居浜市において積極

的に取り組んでいる産業観光とモノ作りの融合をテーマにして、佐々木新居浜市長の開

会挨拶の後、基調講演として、ものづくりの国家戦略ビジョン､産業観光とモノ作り等の

基調講演のほか、モノ作りとイベントを取り上げ、四国各県の関係者２２０名を超える

参加者とのパネルディスカッションを行った。 
主なプログラムとしては、経済産業省製造産業局石毛局長による「モノ作り国家戦略

ビジョン」の報告、東海旅客鉄道㈱須田相談役による「産業観光とモノ作り」、東京工業

大学吉川名誉教授による「あすのモノ作りを考える」、読売テレビ｢鳥人間コンテスト｣

佐々木審判長による「モノ作りとイベント」の基調講演のほか、パネルディスカッショ

ンでは、日本のモノ作りの現状並びにモノ作り政策の展開、企業内でのモノ作りの取り

組み、モノ作りの未来、歴史的な流れ、産業観光の視点からのモノ作り、四国にあるモ

ノ作りの基盤、地方都市新居浜の抱える問題点、高付加価値のモノ作りへの工夫、背後

にある物語を伝承等をパネリストによるディスカッションが行われた。 
 
３．モノ作りフォーラム「モノ作り文明の構築に向けて」開催概要 

  本年度第２回目として、平成１８年３月２０日、東京において「モノ作り文明の構



築に向けて」をテーマにシンポジウムが開催された。東京においては、経済産業省製

造産業局石毛局長の開会挨拶の後、第１部・モノ作りの伝統に根ざした文明社会論の

可能性と題し、経済産業省ものづくり政策審議室前田室長から「モノ作り力が、なぜ、

社会変革の有効なツールになり得るのか」、国際日本文化研究センター安田教授から

「アングロサクソンの近代文明に対極する日本のモノ作り文明の構築は可能か？」、

国立化学博物館鈴木主任研究官から「モノ作りの源流を、明治以降ではなく、江戸時

代に求める理由は何か」の問題提議及び基調講演の後、鈴木主任研究官の説明による

実演があり、千葉工業大学未来ロボット技術研究センター古田所長による「最先端ロ

ボットの解体」、九代目からくり人形師 玉屋庄兵衛師の「弓曳き童子」「お茶運び人

形」の実演、更に、西洋からくり人形堀江氏による「時計修理人形」「タバコを吸う

西洋人形」の実演。実演の後は、コーヒーブレーク・スペシャルセッションとして、

PR 戦略プロデューサー・日本プロ野球選手会企画広報担当山崎氏と経済産業省前田

室長のコラボレーション・トークショーが行われ、プロ野球選手会と民間メーカーの

共同開発による「キャッチボール専用ボール」の DVD による紹介があり、最後に、

第２部として一緒に創ろうモノ作りの未来～目安箱オープンパネルディスカッショ

ンが、開催され、会場参加型のパネルディスカッションが行われた。場内に設置され

た「目安箱」に多数投入された意見票を参考にしながら、パネラーの皆様より意見発

表があり、最後に、ものづくり政策審議室前田室長より、大変有意義なフォーラムで

あった旨まとめがあり、１８時終了した。 
 
Ⅲ インターンシップ調査事業について 
  １．大学 
 全国 708 大学にアンケート調査を行い回答があった 473 大学の情報を分析した。 
 本調査では１週間以上のインターンシップを対象としています。大学によっては、数日

間の企業体験や企業訪問などもインターンシップとしてあげているところもあるが、本調

査では対象外としている。また、大学を経由しないインターンシップも行われいる。した

がって、実際の実績は調査に現れたものよりも大きいと考えられる。 
 全大学で 473 大学から回答を頂いた。67％の回答率で、回答を頂いた大学の中で実施し

ていると答えた大学は国立大学で 92％、公立大学で 65％、私立大学で 80％、全大学で 81％
と８割以上の大学でインターンシップを実施している。 
 派遣大学生数は、全体合計で 40114 名、このうち大学院生が 2823 名となる。 
 前回の平成１６年度調査結果と比較してみると、回答大学数が 507 大学から 473 大学と

少なくなり、派遣大学生数は 33626 名から 40114 名と 6488 名増え、率にして 20％増えて

いる。このうち大学院生は 2013 名から 2823 名と数は少ないが、率は 40％増となった。 
 大学におけるインターンシップ推進体制をインターンシップ窓口の設置状況からみると、

回答大学のうち約 80％が窓口を設置している。 



つぎに、インターンシップ制度に対する大学の関与の仕方について見てみると、同じ大

学でも学部や学科によって異なることもあり、回答のあった学部、学科単位の関与の仕方

を見ると、次の通りです。 
 回答頂いた全部門をまとめてみると、インターンシップ教育体系の下で必修科目として

実施しているのが 4％、インターンシップ教育体系の下で選択科目として実施しているのが

60％、学生からのインターンシップ報告に基づき単位認定しているのが 8％、大学として単

位認定はしていないが実態の把握をしているのが 28％であった。インターンシップ教育体

系の下での64％、単位認定まで含めると72％の学部、学科で単位を認定して実施しており、

このことからインターンシップ制度が教育体系の下で実施され、単位認定科目として定着

してきていることが伺われる。 
 これを、国立大学、公立大学、私立大学で見ると、つぎのとおりです。 
 国立大学は、必修科目として実施しているのが 7％、選択科目として実施しているのが

69％、単位認定しているのが 10％で、86％が単位認定をしている。 
 公立大学は、必修科目として実施しているのが 0％、選択科目として実施しているのが

45％、単位認定しているのが 11％で、56%が単位認定をしているが、44％の大学がインタ

ーンシップの実態は把握しているが単位は認めず、教育体系として制度化されていない。 
私立大学は図 2.1-4 に示すとおり、必修科目として実施しているのが 2％、選択科目として

実施しているのが 58％、単位認定しているのが 6％で、66％が単位を認定している。 
 以上の結果から、インターンシップを教育体系の下で積極的に進めているのは国立大学

で、公立大学が少し遅れているのが分かる。 
 昨年インターンシップを実施している企業にインターネット情報を加えたリストから、

民間企業約 693 社を抜き出しアンケート調査を行った結果、回答は 377 社（54％）の回答

を得た。 
 受入企業等の回答内容をみると、事業向けサービス業、医療・福祉、小売、情報通信、

製造業／機械、製造業／電気・電子機器が大きな受け入れ先になっている。 
 受入対象としている学生の種類は、全体では学部生、大学院生共に文理を問わず集中し

ています。 
企業インターンシップの企業１社の受入人数を見ると、10 人以下が圧倒的に多く、11 人

以上を受けている企業は全体の 10％以下だった。 
 受入時期について、夏期が圧倒的に多く 62％、随時受入が 24％だった。 
 受入期間については、１週間、２週間の短期の受入が圧倒的に多く約 80％だった。 
募集時期については、５月から８月の夏期インターンシップをにらんだ募集が多い。 

 インターンシップ情報の大学への伝達ルートをみると、インターンシップを支援してい

る外部推進機関を活用しているケースと大学教員からの個別要請ルートが多い。 
我が国のインターンシップは、特定民間企業と特定大学の研究室との結びつきの多いこ

とが挙げられます。いまだに、このケースが多い。しかし、外部支援機関の活動も活発化



しており、インターンシップを活用する学生の増加とともに、外部支援機関の活用が増え

ていくと考えられる。外部機関ではインターンシップ推進支援センター、地域経営者協会

が大きく貢献している。 
 インターンシップの報酬については、無報酬が多く、一部にアルバイト程度または昼食

代程度の報酬を出している企業もある。その他の手当として、赴任旅費、交通費、食事代

等を補償している企業もある。 
 平成１８年度のインターンシップ計画受入人数は、全体では受入人数を回答頂いた企業

の内、10 人以下が 315 件、94％と圧倒的である。 
 なお、１８年度は中止する企業が７社あるのは注目される。昨年の調査では、３社であ

った。 
 平成１８年度のインターンシップ計画受入時期は、夏期が圧倒的に多く、随時受入がこ

れに次いでいる。 
 平成１８年度のインターンシップ受入期間については、１週間、２週間の短期受入が約

80％と依然として多いが、最近、注目されている長期インターンシップが、昨年に比べ、

わずかに増加している。 
 学生・大学への要望として、企業は平成１７年度と同様に挨拶などの基本的マナー、協

調性・チームワーク、一般的教養・知識・社会常識、インターンシップに対する目的意識

と学生の社会的資質に係わることでさらなる向上を要望している。守秘義務の厳守を含め

た学内外での事前教育の実施を要望しているのは、先の学生の社会的資質の向上を希望し

ていることに繋がっている。一方、専攻分野の専門知識や英語力、パソコン技能といった

知能、技術面の要望が少ないのはインターンシップ生が企業から戦力として期待されてい

ないことの裏返しである。 
３．まとめ 
 大学の実施状況は回答頂いた大学の８０％が何らかの形でインターンシップを実施して

おり、派遣大学生は４０，０００名を越えている。インターンシップの窓口も８０％の大

学で設置している。 
インターンシップの形態も国立大学、公立大学、私立大学で多少の差はあるが、全体の

７０％がインターンシップ教育体系の下で必修科目、選択科目もしくは学生からのインタ

ーンシップ報告に基づき単位認定をする等の管理下で進めている。インターンシップ制度

は大学内で普及しつつある。また、一大学内でも学部、学科により関与の仕方が異なる大

学もある。大学別の実施状況は、多くの学生が制度を活用している大学、まだまだ少ない

大学とあるが、今後、学内の体制充実が図られ、多くの学生に活用していくことが伺える。 
 民間企業ではインターンシップを受け入れていない企業や制度を公開していない企業も

多く、得られた回答は６８９社だった。回答頂いた企業については 
１．受入対象学生は理工系学生が人気。 
２．受入人数は１～１０人が大部分である。 



３．受入時期は夏期が多く随時受入も多くなっている。 
４．受入期間は、大部分が１週間、２週間だった。 
５．募集時期は５月～８月。 
６．応募情報は教員等からの個別要請対応と外部推進支援機関からが大部分。 
７．報酬はインターンシップの主旨から無報酬が大部分。 
８．平成１７年度の計画でも受入人数、受入時期、受入期間共に平成１６年度の傾向と変

わりない。 
９．大学生には、挨拶など基本的社会マナーを要望している。 
１０．機械工業系企業でのインターンシップは典型的な夏期、短期型で、日本のインター

ンシップの代表例といえる。 
以上 
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