日機連 19 先端―10

平成１９年度
ものづくり人材育成のためのデュアルシステム
に関する調査研究報告書

平成２０年３月

社団法人

日本機械工業連合会

財団法人

政策科学研究所

序
我が国機械工業における技術開発は、戦後、既存技術の改良改善に注力することから始ま
り、やがて独自の技術・製品開発へと進化し、近年では、科学分野にも多大な実績をあげる
までになってきております。
しかしながら世界的なメガコンペティションの進展に伴い、中国を始めとするアジア近隣
諸国の工業化の進展と技術レベルの向上、さらにはロシア、インドなどＢＲＩＣｓ諸国の追
い上げがめざましい中で、我が国機械工業は生産拠点の海外移転による空洞化問題が進み、
技術・ものづくり立国を標榜する我が国の産業技術力の弱体化など将来に対する懸念が台頭
してきております。
これらの国内外の動向に起因する諸課題に加え、環境問題、少子高齢化社会対策等、今後
解決を迫られる課題も山積しており、この課題の解決に向けて、従来にも増してますます技
術開発に対する期待は高まっており、機械業界をあげて取り組む必要に迫られております。
これからのグローバルな技術開発競争の中で、我が国が勝ち残ってゆくためにはこの力を
さらに発展させて、新しいコンセプトの提唱やブレークスルーにつながる独創的な成果を挙
げ、世界をリードする技術大国を目指してゆく必要があります。幸い機械工業の各企業にお
ける研究開発、技術開発にかける意気込みにかげりはなく、方向を見極め、ねらいを定めた
開発により、今後大きな成果につながるものと確信いたしております。
こうした背景に鑑み、当会では機械工業に係わる技術開発動向調査等の補助事業のテーマ
の一つとして（財）政策科学研究所

に「ものづくり人材育成のためのデュアルシステムの

調査研究」を調査委託いたしました。本報告書は、この研究成果であり、関係各位のご参考
に寄与すれば幸甚です。
平成２０年３月
社団法人
会

日本機械工業連合会
長

金

井

務

序
我が国機械工業を取巻く環境の変化には目を見張るものがある。資源価格の高騰、環境問
題の切迫化、通信手段の革命的進歩と市場経済の全地球的拡大などである。職のアウトソー
シングは、より低廉な賃金を求め、単純作業から知的職業にまで海を越えて急速に拡大しつ
つある。このような変化を受け、OECD など先進各国では、新しい環境に対応できる人材の
育成をこれからの教育の基本に据えつつある。
一方、我が国の現状をみると、OECD の国際学力到達度調査（PISA）にみられるように、
次世代人材の学力レベルは、世界のトップレベルといわれていた時代からは想像もできない
くらいに後退している。ものづくりを中心とした科学技術立国を標榜する我が国としては看
過できない結果である。機械工業界では、激変する環境変化に対応できる人材確保に苦労し
ており、人材供給・育成システムについても根強い危機感がみられる。
ドイツは我が国同様ものづくりの国であり、特に機械工業製品の高い品質で有名である。
そのドイツでは Made in Germany の品質と人材育成を支えているのはデュアルシステムだと
いわれている。我が国で「ものづくり人材の育成」をテーマとすると「ドイツのデュアルシ
ステムが参考になるのでは」という声が挙がる。
では、なぜドイツのデュアルシステムなのか。デュアルシステムの何が参考になるのか。
本報告書は、機械工業の立場からドイツのデュアルシステムの実態を改めて調査・分析す
ることにより、ドイツで「うまく機能している」要因を探ろうとしたものである。本報告書
によって得られた知見が、我が国ものづくり人材育成システムの改善に役立ち、経済成長の
原動力として国を支え続ける機械工業界に適切な人材を供給できる仕組みづくりにとって
の参考となるならば、誠に幸いである。
なお、ドイツ現地調査を行うにあたり、アポ取りに多大のご協力をいただいた在日ドイツ
商工会議所ディレクターのディート氏、ドイツ機械工業連盟常任理事森氏には一方ならぬお
世話になった。お二方のご尽力がなければドイツ現地調査は不可能であったといえる。厚く
御礼申し上げたい。また、末尾ながら（社）日本機械工業連合会の関係各位には、このよう
な調査研究の機会と魅力的なテーマを与えて頂き、その上、私どもの調査研究を辛抱強く見
守り続けていただいたことに対しても深甚なる感謝を申し述べたい。
平成２０年３月
財団法人

政策科学研究所

理 事 長

茅
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要

旨

Ⅰ．要旨概略
1. 機械産業界の人材に関するこれまでの調査研究結果

平成１７年度実施
（問題意識）
「ものづくり環境中期展望専門部会」調査から
今後の機械産業界の人材に対する要望として
生産部門における
今後の高度化に欠かせない人材は？

平成１８年度実施
（我が国教育システムの現状）
「機械工業の基盤技術に関する調査専門部会」
調査から
機械工業の基礎を支える基盤技術を
担う人材育成に必要な課題は？

●技術技能系専門家（エキスパート）
及び
●工程全体を理解し、適切な対応策を
生み出せる専門家（インテグレーター）

●技術系人材の教育システムの見直し
が喫緊の課題という回答が96％
現状の教育体制の改善が早急に必要
＋教育体制の改善が必要という回答の合計

2. 上記調査研究結果を踏まえ、早急に必要と考えられる対策

１．将来の進路に適合した教育の実施
（例えば中卒段階で個性にあったコース分けをする）
進路の例：
アカデミックコース、
マネジメントコース、
分野別エキスパートコース（一般的技術系大学教育と同等の権威を賦与）、
「手に職」コース
（但し、コース間の対等性に留意した制度設計が必要）
２．進路変更に自由度を賦与
３．「手に職」（一芸に秀でた人材）の雇用形態・処遇の見直し
（例．キサゲ職人がその腕一本で各社が必要な時に渡り歩ける）
以上の有力な実現手段として
ドイツのデュアルシステムの長所を取り入れていくべきでは

1

3. ドイツのデュアルシステムの長所、参考になる点
１．中等教育・高等教育にみられる「就業能力の向上」「職業のための教育」という理念の明確さ
２．中等教育段階における職業オリエンテーションを含む職業教育の徹底と
生徒の個性・適性に配慮した進路指導
３．どのコースからも進路変更が可能になる制度設計
４．受動的座学中心の教育方法から、実習や実践を重視した能動的課題学習方式への教育方法の転換
（理論的学問的専門教育と実践的専門教育を併行学習する方式など）
５．応分の教育訓練を積極的に負担する産業界の姿勢
（ドイツの協調教育大学のCO-OP方式---学生を採用して、大学と企業実習を半々ずつ履修させる）
６．「デュアルシステムはMade in Germanyの支えだ」という社会共有の認識
＊我が国でも「これこそMADE IN JAPN の支えだ」といえる新しい教育制度が必要ではないか。

4. ドイツのデュアルシステムの全体像
デ ュアル システム は
” M a d e in G e r m a n y の 支 え ”
”ドイツ 製 品 の 品 質 保 証 ”
”ドイツ 機 械 工 業 の 競 争 力 ”

熟練技能工
機械工
業高度
化の支
え

テクニカ
マイスター

技能
伝承

エンジニア

産業界の
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大 学 版 もあ る

次世
代訓
練生
の育
成

デ ュアル システム の
育 成 理 念
（重 視 項 目 ）
優秀な
人材の
育成

理 論 ・実 習 併 行 履 修
全体工程理解
動機付け
達成感
多様性尊重

デ ュアル システム の
育 成 手 法

中等教育段
階：

定 期 的 製 作 課 題 を賦 与
技術発展の後追い経験方式
基 本 技 術 ・技 能 の 重 視
表彰制度の充実、
作 品 持 帰 り、親 に 見 させ る
手 当 の 毎 年 アップ
い い 成 績 ・い い 就 職 条 件

職 業 オリエン
テ ー ション の
事前実施
（連 邦 職 業 情
報 セ ン ター ）
企 業 実 習
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施
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訓練費用の一部
回収

企業

企業負担
年 ２万 ユ ー ロ
将来のための人
材投資

長 い 歴 史 と伝 統 の 尊 重
教 育 は 将 来 の 職 業 の た めに あ る とい う考 え 方 の 浸 透
ドイツ で は い か な る 金 持 ち の 子 も職 を身 に つ け る べ き とい う風 土
戦 後 連 合 国 の 教 育 制 度 改 革 の 要 求 をは ね の け て 伝 統 を固 守 した 歴 史 経 緯
若 い 人 に 招 来 の 展 望 を与 え 、市 民 として 育 て る とい う使 命 感
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Ⅱ．報告書要約
第１章
1.1

日本の機械工業企業が抱える人材問題

機械工業を取巻く環境と人材問題

若者の理科離れは加速している。OECD2006 年 PISA 調査の国際比較によれば、我が国
の 15 才層の学力は、学習知識の再現力はある（2 位/57 国地域）ものの科学的探求心（同
8 位）や科学的解明力（同７位）などの学習知識の活用面ではトップ国に水を空けられて
いる。数学的活用能力も同様の結果（同 10 位）であり、中でも読解力（同 15 位）はトッ
プ諸国に大きく劣後している。工学系学部への志願者は、志願者総数の 11.6%から 8.7%
へと 2.9%pt.も低下したため、過去 5 年間で 406 千人から 304 千人へと 102 千人も減少し
ている。減少率は 25%に達する。
1.2

ものづくり現場にみられる危機感

技能伝承では、鋳・鍛造、熱処理、溶接・接合、表面処理などの職種で危機感が強い。
この背景には、技能の伝承者・被伝承者ともに量的にも質的にも不足していること、また
外注依存が進んでいること、技能伝承の内容が変化していること、技能伝承の機会自体が
減少していることなどが考えられる。
産業高度化への対応力をみると、強い危機感がみられる。特に、現場対応力や理解力の
二つに問題がある。前者では、生産設備や製造プロセスに関するトラブル対応・機械の保
全面などで問題がみられ、後者では全体工程の理解力・部門横断的理解力・プロセスの理
解力が弱いとする見方が多い。いずれも人材確保の必要性を訴えており、現場での苦労が
伺える結果である。
1.3

機械工業に求められる人材像

機械工業に求められる人材像として有識者が指摘した中で最も特徴的・印象的なことは、
スーパープロデューサー的人材である。具体的には「専門特化人材より、総合的にモノと
プロセスや企業と市場の関係をデザインでき、かつ管理できる人材」だという。
「今の技術者は何もかも知っている必要があり、常に顧客の立場から考えて、業務に反
映させる総合技術者になるべき」という指摘も同じ文脈上にある。このほか、「専門知識
をさらに高度化し、専門知識間に跨る統合的知識を持っている真のプロ人材が必要」とい
う見方も同様である。その上で「良い技術や新しい技術を生み出す技術者を見守ることが
できる上司を育てられる人材や仕組み」が求められる。
1.4

機械工業における人材育成の方向

技術者を「新製品・新機種の基本設計」に携わる人材（Ⅰ型人材）と「新生産システム
の導入」を担う人材（Ⅱ型人材）とに分けて考える。Ⅰ型人材はどちらかというと「個人
能力発揮型の創造力豊かなタイプ」が求められるのに対し、Ⅱ型人材はむしろ「オールラ
ウンドで全体がよく見渡せるタイプ」が求められる傾向がある。
しかし、各人材への期待と現実とのギャップをみると、いずれのタイプにも共通した課
3

題が挙げられる。特にギャップが大きいのは、課題に対する構想・解決力、創造力、リー
ダーシップ、課題に対する発見力の４つである。こうしたギャップを解消していくために
取りうる人材育成の方向をみると、リーダーシップや課題に対する構想・解決力は入社後
の社員を対象に企業が主に対応すべきであるものの、創造力や課題の発見力などはむしろ
大学での対応が期待されている。

第２章
2.1

我が国高等教育システムの現状と新たなシステム導入の必要性

OECD（2006 年）PISA 調査にみる科学教育の成果と国際比較

OECD2006 年 PISA 調査によって科学教育の成績別到達度をみると、我が国の平均値は
OECD の平均値を上回っているものの、トップ国とはかなりの開きがある。同様に成績上
位層の比率をみると OECD 平均より上ではあるものの、ニュージーランド、フィンラン
ド、英国、豪州は我が国を上回る成果を達成している。
高等教育に進む学生の同世代に占める割合をみると、今や OECD の平均は既に米国を
上回っている。各国はグローバル化の進展などを背景に高等教育の普及に腐心している。
OECD は「教育が中心的役割を果たす」という考え方を基本方針においている。
2.2

内外先進事例にみる高等教育における新しい試み

OECD やドイツなど先進各国の教育方法についての改革・改善内容をみると、課題実習
など体験型学習への転換を謳う事例がよくみられる。アクション・ラーニングも体験型学
習の一種である。これは、体系的な座学教育と体験的学習を効果的に組合せたものである。
体験型学習には、この他にプロジェクト学習・ものづくり実習・工房型実習などがあるが
いずれも能動的に学習を行う点で座学中心の従来型受動型教育方法とは一線を画す。こう
した新しい教育方法によって、柔軟性や創造性、革新的思考能力、問題発見能力など実社
会に出てから必要になる実務能力の涵養が可能になると指摘されている。近年我が国にお
いてもこのような考え方が強調され、多くのモデル事業などが行われるようになってきて
いる。
2.3

我が国高等教育等にみられる教育改革の現状

「体験学習」
、
「ものづくり実習」
、
「工房型実習」などと称される実務面を重視した学習・
教育方法は、我が国でも表面的には広く普及している。大学を始め、高専、工業高校など
の取組をみると多くの教育機関において多かれ少なかれ何らかの取組がみられる。国の施
策をみても、
「ものづくり技術者育成支援事業」
、
「新キャリア教育プラン推進事業」
、専門
高校等における「日本版デュアルシステム」推進事業などがある。また、「平成１９年度
産学連携による社会人基礎力の育成・評価事業」、
「工業高校実践教育導入事業」など、も
のづくり人材に求められる能力を身につけるために工夫された事業がみられる。
大学においても、
「一貫生産実習と中長期インターンシップ」、
「製品開発体験実習」、
「自
由工房・製品開発体験実習」、
「大学教員と企業人による共同指導」、
「座学型と演習型の 2
つの授業体系」などの事例がみられる。高専、工業高校においても同様に多彩な取組事例
がある。
現状を見る限り、これから我が国の教育が変わるべき方向に向けて歩き出している姿が
伺える。
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しかし、それらの多くが調査研究段階であり、新しい工夫や取組があれば財政支援をす
るという形で各教育機関の創意工夫を促すというモデル事業の段階のようにみえる。
産業界のものづくり人材育成に関する危機感の強さと企業単独での対応に限界が来て
いるとの認識が広まっていることから判断すると、新しい接ぎ木が大きく育って繁茂する
かどうか、まだまだ不透明というべきではないだろうか。

第３章
3.1

世界的にみた技術者教育の現状分析

ドイツの教育制度とデュアルシステムの概要

ドイツの教育制度の特徴は、小 4 という早期に専門特化する分岐型教育制度、職業教育
と就業体験の重視、資格の重視、いつでもどこでも追加的条件をクリアすれば進路変更が
可能という自由度の高さの 4 つである。特に、いわゆるデュアルシステムと呼ばれる職業
教育は「世界におけるドイツの品質保証である」（メルケル首相）とされ、この考え方は
国内各層に浸透している。
デュアルシステムとは、企業内職業訓練と定時制職業学校への通学をセットにした教育
訓練制度である。前期中等教育の終了者が対象で、学校教育から実社会で就業するまでを
橋渡ししている。実習と理論の二つを企業と学校という二つの場所で行い、企業と学校の
二つを調整しながら規制する法律と監督体制の下で行われる学習であることから、二元制
つまりデュアルシステムと呼ばれている。
前期中等教育段階における職業オリエンテーションは、就職前提の中学ばかりでなく、
進学組にもその機会があり、デュアルシステム運営上重要な役割を果たしている。デュア
ルシステムの修了には厳格な資格試験に合格する必要がある。修了生は応用工科大学へ進
学するもの、就業経験後に通学してテクニカ試験・マイスター試験を受けるもの、技能工
として就職するものなど様々である。ドイツでは工学士以上の資格がないとエンジニアに
なることはできない。テクニカやマイスターは中間管理職としてエンジニアの指揮下に入
る。日本ではマイスターというと高度専門技能職のイメージがある。ドイツの商工業マイ
スターは、デュアルシステムの訓練士を勤めるなど技能以外の教育面・経営面など幅広い
知識・ノウハウが求められる。
3.2

ドイツの工学系教育の現状と実態

ドイツの大学には三つのタイプがある。第 1 に、いわゆる総合大学、或いは工科大学な
どの伝統的な大学である。第 2 に、デュアルシステムを修了した後に大学に行こうとする
生徒が目指すことが多い応用科学大学（Fachhochscule）である。この大学は、デュアルシ
ステムとの関連性が高い。第 3 に、協調教育大学（Berufsakademie）である。学生は訓練
先企業と契約を行い、企業が大学に登録して始めて学生になれる。学生には企業から手当
が出る。企業実習と大学の授業を定期的に相互反復する。いわばデュアルシステムの大学
版である。英語圏の CO-OP 教育と似ているが、企業の社員である点が異なる。バーデン・
ビュルテンベルク州で初めて創設され、現在州内 12 か所にある。ドイツ全体では当州を
含め 3 つの州にある。
この大学に入学するには、Abitur という伝統的な大学への入学資格の取得が必要である。
主にギムナジウムの生徒に学術専門か実習重視かという大学の選択肢を提供している。企
業からみると、企業ニーズの実態に即した教育が行われる、或いは学生をじっくり観察で
きる、適材適所の人事が可能になると評価は高い。
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技能工については、主にデュアルシステムによって養成されている。若手人材確保や技
能継承の問題はこのシステムの円滑化によって乗り越えられると認識されている。特に企
業の役割が重要であり、企業は総じてデュアルシステムに積極的に関与している。
企業が主に負担するデュアルシステムの訓練費用は一人年 2 万ユーロに上るものの、長
期人材投資との割り切りがみられる。
3.3

ドイツのデュアルシステムと産官学の役割分担

デュアルシステムは、連邦経済技術省並びに他の管轄権のある省と連邦教育研究省が合
意の上で、職業教育訓練を行う体制となっている。連邦職業教育研究所 BiBB では、需要
が乏しくなった職種やこれから重要性が高まる職種、新しく出現した職種についての研究
を行い、実態に即した職業情報の更新を行っている。その結果は職業情報センターなどの
職業情報システムを通じて閲覧することができる。
州は職業教育の実施に関する権限を有し、文化・青少年・スポーツ省（バーデン・ビュ
ルテンベルク州の官庁名、以下同様）が職業学校を監督する。また、経済省は IHK（商工
会議所）経由で訓練企業を監督する立場にある。今回の訪独調査では、産学官それぞれの
現場担当者同士が密接にコンタクトを取合い、頻繁にコミュニケーションしている様子を
観察することができた。
デュアルシステムの実際の運営では、企業の役割と負担が大きい。企業が負う資金負担、
人的負担、スペース負担は相当なものである。企業内にワークショップと呼ばれる教室ス
ペースと万力や工作機械、材料置き場を備えた実習スペースがある。教育訓練マイスター
が専属で、あるいはパート制で訓練生の指導に当たっている。訓練 2 年目からは、訓練と
実務指導をかねて工場現場での仕事を訓練生に担当させる。訓練生を工場の実際の生産に
従事させることで緊張感や達成感を醸成するという効果が期待されている。訓練生が製造
した製品は検品され、合格すれば顧客に販売される。販売額は職業訓練部門の売上収入と
して計上され、訓練費用の回収に当てられる。こうして一石二鳥の効果が得られる。
3.4

ドイツのデュアルシステムに対する評価

ドイツのデュアルシステムは、Made in Germany の担い手を育成する長期人材投資であ
る。こうした捉え方が大方の共通認識になっているようにみえる。
機械の操作を習う場合にも、必ず簡単な製作課題を与え、それが出来上がると難易度が
より高い製作課題を順に与える。訓練生は、自分の技能や知識理解の進展度合いを具体的
な製作課題によって楽しみながら確認することができる。課題が出来上がると家に持ち帰
って、親にみせる機会を設けている企業もある。こうすることで達成感、ものづくりの喜
びを自然に学べる仕組みが出来上がる。
学校嫌いの生徒でも訓練手当がもらえることで職業訓練にも学業にも熱心に取組むよ
うになるという。訓練生に対する動機付けがうまく行われている。
ドイツにおける工業教育は、理論学習と実務学習を両輪として相互を有機的に関連づけ
ることに重点がおかれている。実務学習では具体的な製作課題を与えることで理論を体で
納得しながら理解させるようにプログラムされている。こうした考え方が職業学校から、
BA（協調教育大学）や FH（応用科学大学）にまで一貫しているところがドイツのデュア
ルシステムの大きな特徴といえよう。
6

ドイツでは、企業が人材育成を丸抱えすることは効率的でなく、若いうちから教育機関
と二人三脚で進めた方がよいという考え方が社会全体に行き渡っており、官庁も同じベク
トルで行政を執り行っているようにみえる。この点をある官庁の人が「デュアルシステム
はドイツの歴史的伝統である」と表現していた。
デュアルシステムが抱える最も大きな課題は、企業における訓練枠の確保である。連邦
と州は訓練枠の量的確保を政策の重要課題と認識しており、補助金交付などの支援策を打
ち出している。それでも量的確保は十分ではない。また、訓練枠を必要とする生徒の希望
と訓練生を必要とする企業の思惑は必ずしも一致しない。訓練枠に関するミスマッチの解
消はなかなか難しい課題だといえる。また、厳しい国際競争にさらされている超大手企業
（多国籍企業）は訓練コストが過大であるとして、訓練期間の短縮化や訓練範囲の縮小な
ど、見直しを希望しているとの見方もあり、現状のままで良しとする中堅企業との間にギ
ャップがあるとみられる。
3.5

ドイツ以外の国における技術者教育

EU では、域内の社会的統合と労働力流動化を促進するため、生涯学習の推進と資格制
度の統合を進めている。技術者教育は生涯学習の中で重要な位置を占めており、資格制度
とともに欧州の持続的発展に欠かせないとみられている。
スイスとオーストリアにはドイツとほとんど同様の教育制度と職業教育訓練制度（デュ
アルシステムと Fachhochschule という大学制度）がある。同じドイツ語圏としての類似性
に特徴がある。また、両国のデュアルシステムの場合、ドイツなど他国で訓練契約を締結
することも可能になっている。
英国には、ドイツのデュアルシステムに相当するアプレンティスシップが中世からあっ
たが、1980～90 年代にかけて劇的に人気が後退した。しかし、その後重大な職人不足を
招来したため、職業資格とリンクした現代的なアプレンティスシップを復活させた。英国
には、大学に進学しない層に対する社会的偏見があり、偏見追放を謳う財団が活動してい
る。この点、ドイツの社会的偏見は英国ほどではないように見受けられた。米国には、
「す
べての教育はキャリア教育であるべきである」とする考え方がある。米国工学アカデミー
は、これからの工学教育では「学習ツールとしてケーススタディを重視すべき」と指摘し
ている。

第４章
4.1

デュアルシステム導入の必要性検証

EU の職業教育の考え方

EU のリスボン合意の中で職業教育訓練（VET）は、欧州が競争力を維持し、社会的結
合を高めていく上で、生涯学習の中でも最も中心的な役割を果たすとされている。
リスボン合意の具体化のために欧州資格制度（EQF）の構築が進められ、これが各国の
制度とリンクされれば、EU 域内で仕事や勉強のために自由に行き来することができるよ
うになる。EQF は、義務教育終了段階から学術研究や専門的職業的教育訓練などのどの
レベルにも適応可能な資格制度である。
EQF の主要部分は、学習者が知るべきこと、理解すべきこと、学習成果としてできる
べきことなどアウトカムの形で記述されている。形式主義ではなく、学習したことの実質
で判断しようという姿勢が良く現れている。
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4.2

ドイツのデュアルシステム改革の方向

ドイツのデュアルシステムにおける最大の問題は、訓練先企業と訓練枠の量的確保であ
る。連邦が中心となって補助金という飴を与えて訓練枠の確保を狙っている。
機械工業関係の人気職種をみると、自動車機械工の人気が最も高い。しかし、自動車以
外の職種の人気は必ずしも高くない。やはりその背後にはドイツにおいても我が国同様、
3Ｋ意識や若者の理数系離れ・製造業離れが進んでいるという現実がある。このためドイ
ツ機械工業連盟などが機械工などの職種に関する啓発パンフレットを作成し、生徒や親に
対する意識啓発に努めている。
4.3

デュアルシステムの意義と参考になるポイント

デュアルシステムの意義は「ドイツの職業教育は、世界におけるドイツの品質保証であ
る」
「デュアルシステムこそ Made in Germany の支えである」
「デュアルシステムで若い市
民を育てることはドイツ企業の伝統である」「ドイツの競争力はデュアルシステムが支え
ている」などの発言にみることができる。こうしたデュアルシステムに関する意義付けと
その理解はドイツ社会に遍く存在するかのように見聞できたところである。
デュアルシステムの育成理念面から参考になるポイントをみると、生産工程の全体像理
解の重視、理論と実習の同時履修の重視、体験による達成感の重視、生徒の動機付けの重
視、教育は職業を身につけるためにあるという思想の貫徹、生徒一人ひとりの多様性を重
視、どこでもいつでも自由に進路変更が可能な自由度の高い制度設計思想の重視が挙げら
れる。
次に育成手法の面から参考になるポイントをみると、製作課題を与え続ける、或いはヤ
スリがけから始める、古い機械から順に新しい機械へと技術の後追いをさせるなど原理や
仕組みを理解させる配慮がみられる。また、生徒の動機付けのための工夫として、手当を
毎年少しずつアップさせる、二回の試験結果が合計して良ければよい程就職条件を好転さ
せる、製作課題を親にみさせ、本人も親も喜ばせる、訓練生に実際の受注品を製作させる
ことで真剣さと企業に貢献したという達成感を得させる、関係者による密接なコンタクト
を取合うなどの仕組み・心配り・慣行等が挙げられる。
前期中等教育段階の生徒に対し職業を選択させるために行われている施策をみると、職
業情報のほかに訓練先のリストと電子労働市場へのアクセスが可能な職業情報システム
の活用、連邦雇用庁が編纂した「職業情報紹介」冊子の全員への配布、職業情報センター
のコンサルタントによる相談などのバックアップ態勢、前期中等学校の生徒による 1～2
週間の企業実習など、自分の将来を考えさせる仕組みが挙げられる。
職業情報の収集と更新の仕組みをみると、雇用者代表と労働組合の代表が持つ提案権の
ほかに、新しい職業情報について職業情報センターのコンサルタントが情報を収集し、連
邦中央にフィードバックする仕組み、或いは連邦職業研究所で新情報を分析し、更新する
（2007 年 346 職種中、1996 年以来追加職種 49、見直し職種が 211）という制度の硬直性
を防ぐ仕組みがある。
デュアルシステムを成立させ、継続運用せしめている背景には、この州が自動車や機械
産業でもっているという共通認識、或いはそうした産業の支え手を関係者が協力して育成
していくという使命感、次世代の若い人に将来的・個人的な展望を与えることで健全な市
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民として育てていくという社会的使命感、デュアルシステムが中世の徒弟制以来という長
い歴史的な背景のもとで、産業革命以降強まった企業家の職業学校設立の要望を受けて出
来上がってきたという伝統、第二次大戦後の連合国からの教育制度改革要求をはねのけて
伝統を固守してきたという歴史的経緯、関係者が一丸となってデュアルシステムを改善し、
工夫していくという意気込みの関係者への浸透、いかなる金持ちであってもその子弟は職
を身につけるべきという社会的職業観の定着、企業がデュアルシステムに協力するのは当
然という社会風土などがある。
デュアルシステムは長期人材投資であると言わしめているところの投資効果には、この
制度から企業も社会も恩恵を受けているという現実認識、訓練システムは技能承継システ
ムそのものという実態、企業が実際に必要とする技能や理論を身に付けた人材を 3～3.5
年という比較的短期間に養成できるという現実、デュアルシステムの訓練生を実際の生産
活動に従事させることで訓練費の一部回収が可能になるという計算、若年失業率が EU 内
の他国より相対的に低いというマクロ経済効果などがあげられる。
4.4

我が国が導入すべき考え方とその方向

ドイツのデュアルシステムは、10 代の多感で情緒不安定な、進路に自信の持てない世
代に、いつでもどこからでも進路変更ができ、様々な可能性に挑戦して適性にあった職に
就くことを可能にする制度である。そのために、官庁、教育機関、企業がそれぞれ持てる
資源を総動員してあらゆる知恵を絞り出して創り出してきた制度であり、絶えず改善が行
われている制度である。こうした制度を築き上げてきた思想・考え方にこそ、我々が参考
にすべき点があるように思われる。即ち、教育とは将来職業を身につけるためにあるとい
う視点、実習体験と理論学習を併行させることで学習する意義・必要性を自覚させる教育
方法の徹底、本人が自覚した時に本人の意思に基づいて自由に進路変更できるような柔軟
で年令に囚われない制度設計などが参考にしうるポイントである。
ドイツの高等教育の特徴から参考になる考え方を探ると、学問的専門教育と実践的専門
教育とは教育上同等の価値があるという見方、企業内実習と理論学習の両方ともに履修す
ることを学位取得の前提に置くという柔軟な発想、企業が必要とする職種で教育を行うと
いう合理性と効率性、実務経験の大切さと教育上の有効性についての大学側学生側双方に
よる認識の共有、企業はニーズに合致した人材として学生を確保でき、大学は企業から機
械を寄贈されるという相互互恵の関係、動機付けのある産学連携の実現などである。
また、3 ヶ月～6 ヶ月と長期にわたる企業実習（英語では Internship）が当たり前という
認識も重要である。学生は、企業の一員としてプロジェクトを遂行する。この過程で、企
業は学生の素質を見抜くことができる。企業側は学生を短期契約エンジニアとして遇し、
プロジェクトに入れて学生の能力を活用しようとする。ネット上で「プロジェクトを一緒
にやっていこう」と学生に呼びかける姿勢が企業にみられる。

第５章
5.1

我が国における実用性検討

「就業能力の向上」を学校教育の理念・目標に明示を

「手に職を身につけることの当然さと大切さ」、つまり、「就業能力の向上」、これは今
回のドイツ現地調査で最も印象に残った点である。
OECD のアンヘル・グリル事務総長によれば「明日の世界のために若者をどれだけ育成
できているのか」「今日、中国や印度などの国々は、中程度のコストで、益々速いペース
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で、高度なスキルを供給し始めている。中印等の国々からのプレッシャーを、その他の国々
は自国の将来福利という観点からも無視することはできない。」という。
時代は好むと好まざるを問わず、海外人材との競争をする時代に突入しつつある。EU
のように我が国の次世代層の就業能力を高め、グローバル化を乗り切らねばならない。
5.2

中等教育段階から職業オリエンテーションを含む職業教育の導入本格化を

ドイツの早期選別制度は別にして、ドイツには「教育とは将来の職業のためにある」と
いう「目に見えない資産」がある故にデュアルシステムが成功しているようにみえる。特
に、中等教育段階から生徒に、職業についてのさまざまな知識を伝え、オリエンテーショ
ンやコンサルテーションを実施している。生徒に自分の将来像を考えさせるきっかけや機
会を与え、自分の将来を自分で考えさせる。生徒は将来必要になる学習を行い、自分でス
キルを身につけていく。
英国では、児童生徒の進路の多様性を社会が受入れ、認め合い、それぞれの可能性を延
ばしていくことで相応しい職に就けるような手助けをおこなうことを教育の目標に据え、
その具体化に向けて運動を起こしている財団がある。
生徒にとって選択しうる職業像を早くからみせてあげることで、生徒一人ひとりの可能
性の芽を延ばせる余地が生じる。職業オリエンテーションと職業教育を本格的に導入する
必要があるように思われる。
職業オリエンテーションのイメージは、次のようなものである。
¾世の中にどのような職業があるのか
¾生徒の適性にあった職業は何か
¾その職業につくためにはどのような学習・訓練ルートがあるのか
¾必要となる学習内容や訓練内容はどのようなものか
¾学校の成績だけで図れない、多様な能力の活かし方があること
¾職業を取巻く国際化の進展状況と海外との競争など
5.3

高等教育における理論と実習のセット化（連動化）の一層の推進を

以上の議論の一つひとつは真新しいものではなく、我が国においても既に見てきたよう
な形で紹介され、施策として結実しているものがある。教育機関においても個別機関毎に
は理論と実習のセット化の試みがみられる。このような教育体系中の枝葉の一つひとつを
みると、先端的かつ意欲的で素晴らしい試みが多数みられる。
しかし、いずれも部分的な個別活動の域に留まっているように見える。問題は、そのよ
うな活動が教育の根幹部分にまで及んでいないと思われる点にある。つまり、教育の根本
が就業能力を身につけさせることを目標とする「職業のための教育」になり切れていない
のではないか。
学習者が「実際にある仕事」を経験しながら勉強する意義を再確認する、納得して進学
し、学位を取る、こういうことがどの教育段階でも当たり前であるような教育制度へと舵
を切ることが求められている。
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5.4

我が国に導入するとした場合の制度設計の考え方、内容

我が国もドイツに習い将来の進路に適合した教育（職業のための教育）を実施すべきで
ある。具体的には、アカデミック、マネジメント、エキスパート、手に職の各教育コース
を設ける、或いは各コースは対等であることに留意した制度設計を行う、前期中等教育段
階から職業オリエンテーションを本格的に導入する、高校・高専・大学の各段階において
実習・理論併行学習方式を重視するなどがある。我が国の教育に必要なことは、実習・就
業体験を奨励し、学習者が自己啓発におのずと励まざるを得ない環境づくりを行うことで
ある。現在部分的に行われている試みの本格化こそが強く求められている。
そのためには、ドイツのデュアルシステムの長所を取入れていくべきであり、企業も応
分の負担を受入れていくことが必要である。ドイツの協調教育大学のように、自社社員と
して大学教育を受けさせ、企業実務とその訓練も受けさせるという取組があってもよいの
ではないか。ドイツ同様、人材こそ成功を握る鍵である！
本調査報告書のキーワード語句を列挙すると、
¾将来の進路に適合した教育（職業のための教育）への転換
¾実習・体験型教育の重視（学術価値と職業価値の同位尊重）
¾追加条件付き進路変更の可能性を担保（自由度の高い進路選択）
¾キサゲ職人のような手に職（一芸に秀でた）人材の処遇・雇用形態の見直し
多くの技術・技能者を擁する団塊の世代が定年を迎える今こそ、一日も早く、「これこ
そ Made in Japan の支えだ」
「これこそ Made in Japan の品質保証だ」といえる新しい教育
制度が必要である。そういう時代にしなれければなるまい。
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はじめに
１．本調査の背景と目的
機械工業の現場力、中でも新卒戦力の実力が低下しているといわれている。「採用後の
人材育成上、学力面のみならず社会人としても支障がある」、
「現場でのトラブル対応やメ
ンテナンスが十分にできない」などの指摘にみられるように、人材面で機械工業の高度化
に対応しきれなくなりつつある。こうした問題意識から、もはや企業だけでの対応には限
界があり、教育機関も含めた形で人材育成を考えて行かざるを得ないとの指摘がみられる。
一方、ほかの先進国では工学系教育において実技・実習を徹底するという我が国とはや
や異なる教育がみられる。特にドイツではデュアルシステムが機械工業を支えているとい
われている。しかしながら、その実態は必ずしも十分には明らかではなく、その基底にあ
る考え方など不明な点も多い。
以上から、本事業では、先進国の最新の取組実態、特にドイツのデュアルシステムの考
え方、企業・教育機関・官公庁等の役割分担などの特徴や実態を明らかにすることによっ
て、我が国の企業ニーズに叶う「新しい工学教育制度」の方向感を検討し、機械工業にと
ってのあるべき工学教育の姿を考える切り口を提示することを目的とする。

２．本調査の事業運営組織
本調査研究については、（財）政策科学研究所内に実施班（総務部長
究部

主席研究員

山藤

柄沢

勇二、研

康夫、ほか）を編成して対応することとした。海外現地調査な

どの調査研究の実施や報告書の執筆は山藤康夫が担当した。

３．本調査の手法
（１）文献調査
テーマ毎の文献調査は主にインターネット検索を中心に行い、関連図書並びにドイツ
現地調査によって収集した文献資料、技能五輪会場の各国ブースで入手した資料等を使
用した。
なお、今回のドイツやその他欧州等先進国に関する文献調査においては、英語で、場
合によってはドイツ語で発表された現地の一次資料を使用した。二次資料の場合は、国
際機関などが現地で発表したものを主に用いることとした。日本語文献は現地調査前に
一通り通覧したものの、報告書執筆時においては厳選したもののみに止め、極力現地資
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料を優先して使用することとしている。

（２）統計分析
ドイツの教育事情等に関するデータについては連邦等の HP からネットで入手が可能
である。このような統計データについては極力独自に分析を行い、作図作表を行ってい
る。

（３）訪独現地調査
１）訪問地域
本調査研究の主要な目標がドイツのデュアルシステムの実態把握にあることから、
調査対象国はドイツ連邦とした。
今回は限られた時間の中で最大限多くのインタビューをこなしたいとの思惑から、
ある一定地域内において効率よく実施することとした。その観点から、ドイツ内有数
の機械工業集積地であるバーデン・ビュルテンベルク州を調査対象地域とした。
当州は、人口は 1,060 万人、首都はシュツットガルト市で人口 59 万人、北緯 48°
47′、標高 207～549m である。ドイツ連邦南西部に位置し、ベンツ、ポルシェ、ボ
ッシュ、SAP、IBM などの著名企業が立地している。ドイツ機械工業連盟の会長在籍
企業も当州にある。また、デュアルシステムの大学版であるユニークな大学組織をド
イツで最初に創設した地域でもある。

２）調査の実施時期
平成 19 年 9 月 24 日～平成 19 年 9 月 28 日

３）訪問先
①.官庁
連邦労働庁シュツットガルト（シュツットガルト）
バーデンビュルテンベルグ州経済省（シュツットガルト）
バーデンビュルテンベルグ州文部・青少年・スポーツ省（シュツットガルト）
バーデンビュルテンベルグ・インターナショナル（シュツットガルト）

②.教育機関
エスリンゲン応用科学大学（エスリンゲン）
マックス・アイ職業学校（シュツットガルト）
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③.企業
インデクス社（CNC旋盤等工作機械製造）
（エスリンゲン）
マン・フンメル社（自動車用フィルター等製造）
（ルードビヒスベルク）
ライツ社（木工用・プラスチック用ツール製造）
（オーバーコッヘン）
レーバ社（ポンプ・流体計量システム製造）
（レオンベルグ）
ボッシュ社（自動車部品製造）
（シュツットガルト）

④.このほか、訪問先にて面談できた先
シュツットガルト商工会議所
VDMA（ドイツ機械工業連盟）

４）聴取内容
主に、ドイツのデュアルシステムの実態を調査した。特に現状の運用状況、運用に
当たっての考え方、特徴、長所と課題、ほかの関係者との連携状況、ほかの関係者に
感じる問題、などである。また、面談先が官庁から教育機関、企業のほか、業界団体、
商工会議所と多岐にわたったことから、各聴取先で同様の質問を繰り返すという調査
方式は採らず、相手先の属性や面談者の関心などに即しながら、適宜質問内容を変更
するなどインタビュー内容を弾力的に変更した。

４．本報告書の構成
本報告書は序にあたる「はじめに」を除くと、全部で五章からなる。第 1 章は、日本の
機械工業が抱える人材問題、第 2 章は、我が国高等教育システムの現状と新たなシステム
導入の必要性の検討、第 3 章は、世界的に見た技術者教育の現状とその分析、第 4 章は、
デュアルシステム導入の必要性の検証、第 5 章は、我が国における実用性の検討となって
いる。
本報告書は、文献調査と統計分析をベースに、ドイツ現地調査を実施して聴取した内容
を整理分析してとりまとめたものである。
また、参考編として、ドイツの各種一般学校・職業学校・高等教育機関に係わる用語に
ついてドイツ語名称と対応する日本語名称とその概要を一覧表にしたもの、ドイツ訪問先
に関する一覧表とその聴取内容、インタビュー調査地域であるバーデン・ビュルテンベル
ク州の概要と地図、国際教育標準分類表を掲載している。
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第１章
1.1

日本の機械工業が抱える人材問題

機械工業を取巻く環境と人材問題

1.1.1

日本製品の品質低下という現実とその背景

近年、自動車のリコール、リチウムイオン電池の事故、工場火災など日本の製造業
に疑問符を付けたくなるような問題が目に付く。
ものづくり関係者への調査1によれば、この要因として---①開発期間の短縮、②コス
ト低減圧力、③派遣・請負の増加、④設計スキルの低下、⑤作業者スキルの低下、⑥
従来の設計スキルでの品質確保難、⑦設計ミス洗い出し体制の不備などが挙げられて
いる。
④、⑥、⑦などは設計に係わる部分である。要因の多くにスキルの低下など「人材
の質」の問題が含まれている。品質低下の要因が人材問題に関わっており、単純な問
題ではないことが伺われる内容である。

1.1.2

若者世代における理数系離れ現象

若者の理数系離れの問題は、先進各国に共通した問題のようである。今年度実施し
たドイツのシュツットガルト周辺での訪問調査においても、関係者が異口同音にこの
問題を採り上げていた。少子高齢化問題などと同様、我が国と共通する問題がドイツ
でも存在するという。
我が国においてこの問題が始めて取上げられるようになったのは、1977 年頃とされ
る。この年に改訂された学習指導要領の内容について、
「学校教育全体における理科の
位置付けが低くなった」と指摘されたことから始まる2といわれている。
平成 19 年 11 月 29 日に発表された理科に関する OECD の PISA 国際学力到達度調査
（義務教育が終了する最終年である 15 才時点において社会に参加するために重要な
知識やスキルをどの程度身につけることができたかを評価するための調査、世界 57 カ
国が参加、GDP の約 90％をカバーしている）をみると、日本は三年前の前回調査の 2
1 日経ものづくり 1 2007 の「ものづくりリサーチ」“日本製品の品質”実施時期 2006.11．末～12 月初旬、
日経ものづくり読者対象のウェッブ調査、有効回答 1311 件より引用
2 出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』
「理科離れ」より引用
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%90%86%E7%A7%91%E9%9B%A2%E3%82%8C 以下同
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位から 6 位に後退している。
図表 1-1 OECD、理科に関する国際学力到達度調査（PISA）上位 10 カ国

出所：OECD の当該 HP より（http://www.pisa.oecd.org/dataoecd/42/8/39700724.pdf）

今回の PISA 調査の特徴は科学について詳しく調査したことである。特に、科学的リ
テラシーに重点が置かれている。今回の調査で日本は 6 位に後退したが、よくみると、
参加対象国・地域が 57 カ国と前回の 41 カ国・地域（2003 年）から増加しており、厳
密な意味で言えば順位の経年変化は過度に注目するべきではない。しかしながら、調
査内容をよくみると、やはり問題があるといえる。今回の調査趣旨は学習内容の単な
る reproduce の程度を測る（学習知識の確認：科学的知識再現力）だけではなく、学習
内容を踏まえてどれだけ推し量る力があるか、或いは、新しい事態に直面した時に活
用することができるかという応用力や活用能力を調査することで「各国の教育制度が
明日の世界のために若者をどれだけ育成できているか」を見ることにある。我が国の
科学に関する調査結果から見る限り、学習内容を覚えているか（科学的知識の再現力）
では世界で 2 位であったものの、科学的な疑問を認識する力（科学的探求力）、科学的
に現象を説明する力（科学的解明力）の二つのリテラシーについてはそれぞれ 8 位、7
位とふるわない成績であった。
図表 1-2 我が国（6 位）とフィンランド（1 位）の科学的リテラシーの比較図

科学 531点
総合順位 ６位

フィンランド
563点 １位
フィンランド
567点 １位

フィンランド
566点 １位

フィンランド
555点 １位
科学的探求力
522点 ８位

科学的知識再現力
５４４点 ２位

科学的解明力
527点 ７位

出所：PISA2006：Science Competencies for Tomorrow’s World より政策科学研究所山藤作成
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さらに、科学の分野別に生徒がどの程度関心を持っているかについて、日本の 15 才
層の回答と OECD 全体の回答を比較してみると、植物生物学に関するテーマは唯一
OECD 平均を上回っているが、このテーマ以外の科学的な話題やテーマに関する関心
の高さは OECD 平均をすべて下回るという結果になっている。中でも科学者が実験を
計画する時のやり方に対する関心や科学的な説明に対する関心は OECD 平均を 10 ポ
イント以上も下回っている。
図表 1-3 科学的話題・テーマに対する関心の高さ：日本と OECD 平均の比較
科学的関心への関心度合い

OECDの１５才層平均
日本の１５才層

科学的説明に求められること
地学の話題
科学者による実験計画のやり方
植物生物学
物理の話題
化学の話題
宇宙の話題
ヒューマンバイオロジー

％
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10
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出所：PISA2006：Science Competencies for Tomorrow’s World より政策科学研究所山藤作成

このような我が国 15 才層の科学に関する調査結果を総括して、OECD のアンヘル・
グリア事務総長は、
「日本の生徒の科学についての個人的な価値は、OECD 平均を下回
る。つまり、他の国の生徒ほど、科学が自分の人生に機会を与えてくれると考えてお
らず、自分の将来という観点から科学を学ぼうとする動機付けが弱い」と総括してい
る。また、学力の基本中の基本である読解力について同氏は、
「平均点は 498 点と科学、
数学と比べ大きく下回っている。日本の 15 才の生徒にとって、文章情報を取得し、処
理し、統合し、評価することが、最大の課題と思われる」と述べている。これは我が
国の理科離れの問題や、読解力を始めとした学力問題が OECD においても同様に問題
として認識されていることを示している。
図表 1-4 OECD 成績トップ圏諸国との格差（科学・数学・読解力：単位 点数）

PISA2006 フィンランド
科学
563
数学
548
読解力
547

韓国
522
547
556

台湾
532
549
496

日本
531
523
498

トップ国との格差
-32
-26
-58

出所：OECD PISA 2006 年調査結果より政策科学研究所山藤作成、なお、上記表中の点数は
平均点が 500 点になるよう調整された得点
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同じく、OECD の PISA2003 年調査をみると、数学で学ぶ内容に興味がある生徒の割
合を比較することができる。我が国の生徒は OECD 平均と比べ、数学に興味のある生
徒の割合が大幅に低い。PISA2006 年での科学に関する調査と PISA2003 年における数
学に関する調査を合わせると、いずれも理数系において得点力が低下しているのみな
らず、理科数学に関する関心や興味自体も OECD 平均比劣後していることが明らかに
なったと言えよう。理数系離れは留まるどころか、加速しているとさえ言いうる状況
にある。
図表 1-5 数学で学ぶ内容に興味がある生徒

3 2 .5 %

日本

OECD平 均

5 3 .1 %

0 .0 %

1 0 .0 %

2 0 .0 %

3 0 .0 %

出所：数学で学ぶ内容に興味がある生徒～PISA2003
成

1.1.3

4 0 .0 %

5 0 .0 %

6 0 .0 %

生徒の学習到達度より政策科学研究所作

新卒の学力低下問題

理数系離れの問題と裏腹の関係にあると思われるのが、新卒の学力低下の問題であ
る。これに関して、（社）日本経済団体連合会3によれば「現状、新卒採用者のレベル
は低下し、仕事を通じて社会に貢献しようという使命感、役割意識も希薄になってい
る」と指摘されている。
柳井晴夫・大学入試センター教授らの研究グループが 2003 年から 2004 年にかけて
行った調査4（対象：400 校 600 学部の教授・助教授、計 11,400 人）によると、
「所属
学部で学力低下がどれだけ問題になっているか」との質問に対し、全体の 8％の教員
が「授業が成り立たないなど深刻な問題」
、53％が「やや問題」と回答している。つま
り、10 人中 6 人が「大学生の学力低下」を問題視している。
「深刻な問題」
「やや問題」
の合計を比べると、理学部、工学部がともに 75％で一番多い」と指摘されている。
また、日本経団連の調査によれば、
「新卒を含む技術系人材に関する現状の問題点」
の筆頭に基礎学力の不足が挙げられている。次いで、オリジナリティの欠如、問題設
定能力の不足などが続いている。
3 「21 世紀を生き抜く次世代育成のための提言－「多様性」「競争」「評価」を基本にさらなる改革の推進
を－」（社）日本経済団体連合会 2004 年 4 月 19 日より
4 「[調査]深刻な大学生の学力低下 教員の 6 割問題視」（2005/12/01）ベネッセ教育 NOW!より
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新入社員教育に関する調査結果5によれば、各企業の新入社員に対する研修期間は、
回答者の半数が変わらないとする一方、長くなっているという回答も 2 割みられた。
この研修期間が長くなっている理由をみると、
「新入社員の基礎知識・基礎学力が落ち
ている」が 26.5％ある。この問題は企業の一部ではあるが、明確に認識されている。

1.1.4

現代の教育が抱える問題点

日本では『分数ができない大学生』1999 年（岡部恒治、戸瀬信之、西村和雄共編東
洋経済新報社）などの著書によって知られる京都大学西村教授ら6が中心となって、早
くから近年の大学生の学力低下問題が注目されてきた。
「高校では、英語は教科書が六
つに細切れになり、一週間の授業時間をいくつかに分けて、異なる先生から違う教科
書で教わり、効率が悪いことこの上ない。数学でも、教科書は同じように七つにぶつ
切りにされ、学習しにくいこと甚だしい。高校理科は、中学卒業までに学ぶ内容が希
薄すぎ、その分、高校にしわ寄せがきて、やはり英語や数学同様細分化され、高校生
は結局、その一部しか勉強せずに終わってしまう」と教育の現状が抱える問題点につ
いて指摘7している。
一方、アメリカにおいても「子供達は、数学や科学の基礎的能力を一段と高めなけ
ればならない」と指摘8されている。OECD が実施している各国学習到達度比較調査に
よると、ノキアの母国フィンランドや、カナダ、近年発展が著しいアジア諸国の韓国、
香港、台湾、マカオなどが科学と数学のみならず読解力においても力を入れているこ
とがわかる。
図表 1-6 平均得点の国際比較

前〃回
今回
トップ国（2006 年）
前回 41
（2000 年） （2003 年） （2006 年）
（1 位
2位
3 位）
57 カ国
21 カ国
40 カ国
数学的活用能力
1位
6位
10 位
フィンランド、韓国、香港
読解力
8位
14 位
15 位
韓国、フィンランド、香港
科学的活用能力
2位
2位
6位
フィンランド、エストニア、香港
問題解決能力
－
4位
－
韓国、香港、フィンランド
出所：OECD PISA 生徒の学習到達度調査9 、Education at a Glance 2007 より政策科学研究所山
藤作成
注：各年の順位は、OECD 以外の国地域も含めての順位、但し、各年毎に参加国地域の数が大き
く異なるので、厳密な意味では経年比較で順位を見ることはできない。

5 日経ものづくり 2006.03．のものづくりリサーチ「新入社員の教育」有効回答 793 件 2006．1 月末～2 月
上旬実施による読者対象のウェッブアンケート調査より
6 西村和雄 京大教授 数理経済学 ロチェスター大博士
7 日本経済新聞 2006 年 10 月 26 日教育改革 方向誤るな 西村和雄 京都大学教授
8 フラット化する世界 下、トーマス・フリードマン著、伏見威蕃訳、日本経済新聞社,p93
9 文部科学省 OECD 生徒の学習到達度調査（PISA2003）の概要
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/gakuryoku/siryo/05020801/008.htm より
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なお、この調査では中国が未参加である。我が国の現状は 6～15 位にとどまる。し
かも、いずれの科目についても順位を下げている。かつてのようにトップの地位にい
ないことはおろか、トップグループの中にさえもいないことは明白である。科学技術
創造立国に相応しい位置にいるとは言い難い。教育面の趨勢を見る限り、世界的潮流
とは逆の方向にあるかのように見える。

1.1.5

工学部への志願者数の減少傾向

若者の理数系離れによる当然の帰結というべきか、近年工学部への志願者数が減少
に転じている。工学部への志願者数の推移をみると、過去 5 年間で約 10 万人減（25％
減）となっている。この現象に関して、林勇二郎金沢大学学長10は、「高等学校学習指
導要領の改訂で理科の学習内容が縮減したこと」を背景に「国立大学入試における工
学系の志願者数がこの 5 年間で激減し、深刻な工学部離れ」が進んでいると指摘して
いる。また、より重大な問題として「工学系学部を卒業した学生がエンジニアとして
活躍できる場があるかどうかである。
」とも述べている。
図表 1-7 工学部志願者数の 5 年間推移（単位：人）
工学部志願者数５年
間推移

平成13年度 平成18年度
増減
志願者
志願者
（18年－13年）
406,439
304,138
△102,301
11

出所：学校基本調査各年版より、
（財）政策科学研究所にて工学部系学部を選定 して集計したもの。平成
13 年度：工学部、基礎工学部、生産工学部、工芸学部、芸術工学部、電気通信学部、情報工学部、医用
工学部、システム工学部、開発工学部、デザイン工学部、産業科学技術学部、工学資源学部。平成 18 年
度：工学部、基礎工学部、生産工学部、芸術工学部、電気通信学部、情報工学部、医用工学部、システ
ム工学部、開発工学部、デザイン工学部、産業科学技術学部、工学資源学部、ソフトウエア情報学部、
光科学部、システム科学技術学部、科学技術学部、総合情報学部、技能工芸学部、国際環境工学部、情
報環境学部、電子情報学部、社会環境科学部、コンピュータサイエンス学部、生命システム工学部、医
療工学部、産業理工学部、医療福祉工学部、システムデザイン学部、ソフトウエア情報学部、光科学部、
システム科学技術学部、科学技術学部、技能工芸学部、国際環境学部、情報環境学部、電子情報学部
なお、志願者総数は、平成 13 年度 3,512 千人、平成 18 年度 3,511 千人（100 人単位で四捨五入）

1.2
1.2.1

ものづくり現場にみられる危機感
技術・技能の継承に対する危機感

平成 17 年度に実施した社団法人日本機械工業連合会加盟各社等を対象にしたアン
ケート調査によれば、最も危機感が強い職種は「その他の職種」であった。これは、
ものづくり現場の職種を機械加工、溶接・接合、鋳造・鍛造、表面処理、熱処理、組
10 自動車技術 Vol.612007.2 の「もづくり・ひとづくり」欄より
11 学校基本調査の志願者数の表における工学部以下の学科から理工学部の直前の学科までを選定してい
る
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立、電装と分類した時に、これら汎用性の高い職種に含まれない各社固有の職種が最
も危機感が強いことを示している。
汎用性の高い職種の中で危機感が強いのは、鋳造・鍛造、次に熱処理、溶接・接合
などの職種が挙げられている。
技能継承の受皿としての若年層充足度をみると、鋳造・鍛造、熱処理、溶接・接合
などで充足度が低く、若年層が不足しているといえる。若年層の技能レベルの維持と
いう観点でみると、鋳造・鍛造、熱処理、表面処理などの維持が難しいとみられてい
る。
いずれにせよ、鋳造・鍛造、熱処理、溶接・接合、機械加工、表面処理といった機
械工業において欠かすことの出来ない職種において大小の差はあるものの危機感が相
当なものであることを示していると言えよう。
図表 1-8 危機感等の加重平均値12

図表 1-9 危機感等の職種別強弱順位13

Ｂ．継承 Ｃ．若年
Ｄ．人手
危機感等 Ａ．生産
若年層 層の技
に頼る程
の加重平 現場の
の充足 能レベル
度
均値
危機感
維持
度

Ｂ．継承 Ｃ．若年
Ａ．生産
Ｄ．人手
危機感等
若年層 層の技
現場の
に頼る程
の順位
の充足 能レベル
危機感
度
度
維持

機械加工
溶接･接合
鋳造･鍛造
表面加工
熱処理
組立
電装
その他

3.54
3.70
3.81
3.30
3.32
3.08
2.95
4.00

2.95
3.09
3.16
2.93
3.11
2.66
2.59
3.86

2.55
2.51
3.12
2.66
2.74
2.30
2.22
3.25

3.04
3.75
3.28
3.14
2.97
3.60
3.14
4.11

機械加工
溶接･接合
鋳造･鍛造
表面加工
熱処理
組立
電装

4
3
2
6
5
7
8

5
4
2
6
3
7
8

5
6
2
4
3
7
8

7
2
4
5
8
3
6

その他

単純平均値

3.46

3.04

2.67

3.38

1

1

1

1

出所：平成 17 年度日本機械連合会「機械工業における現場力と人材確保に関する調査」より 政
策科学研究所作成

1.2.2

ものづくり現場における危機感の構造

平成 17 年度に実施した社団法人日本機械工業連合会加盟各社等を対象にしたアン
ケート調査から「現状の技術・技能の継承に対する危機感等」に関する自由回答を参
考にして、ここでのキーとなる語句を抽出し、構造を図示化したものが次の図表であ
る。
今後とも人手に頼らざるを得ない技術・技能が多く残る職種をみると、精密加工や
12 左側の表は、危機感等に関する調査項目の 5 択回答結果について、職種別に 1～5 までの回答割合をウ
ェートとして加重平均値を取ったものである。上図表中の数値は、職種間における相対的な危機感等の
大小を表しており、数値が大きいほどその職種の危機感が大きい。
13 右表は、危機感等のフェーズ（A～D）毎に職種別危機感（5 択回答結果の加重平均値）の大小順に順位
を付けたものである。数値が小さいほど危機感の順位が高く、危機感が大きい。
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特殊技能を要する処理工程、試作品、高品質もの、小ロットの受注製品、大型軸受の
ような大型製品などの職種がある。この他、金型等の合わせ込み技術、溶接、熱処理、
微細なバリ・カエリ取りといった仕上げ加工、組立などが該当する。
技術・技能の継承に対する危機感をみると、
「継承すべき若年層の人員・数量の不足
感」、「生産現場における職種別危機感」、「若年層の技術・技能のレベルへの危機感」
等がある。この背後には、継承人員の量的な不足という問題がある。人員の不足は教
える側と教えてもらう側の双方にみられる。また、外注依存・外注任せも継承という
観点からみると問題含みであることがわかる。製品や製造技術の高度化・最新化など
により継承内容が変化していること、省人化などによって技術・技能の継承機会その
ものが減少していることによる影響もみられる。工業高校生や若年層にみられる執
着・こだわりの希薄化や仕事への愛着・意欲が乏しいといった現象は危機感を増幅し
ているといえよう。
図表 1-10 今後も人手に頼る職種と継承に対する危機感等
今後も人手に頼らざるを得ない
技術・技能が多く残る職種

精密加工、処理工程
における特殊技能

試作、高品質、受注
製品、大型製品

金型等の合わせ込み
技術

溶接、熱処理、
組立、仕上げ加工等

現
状
の
技
術
・
技
能
の
継
承
に
対
す
る
危
機
感

生産現場における
職種別危機感

教える人材の不足
工業高校生の無気力

継承すべき若年層の人
員・数量・の不足感

外注依存・外注任せ
３Ｋ職場

継承を託すべき若年層の
技術・技能のレベル

継承内容の変化
技能伝承機会の減少
執着・こだわりの希薄化

継承を託すべき若年層の
意識等に対する危機感

出所：平成 17 年度アンケート調査結果より

1.2.3

継承人員の不足

仕事への愛着・意欲欠如
ＮＣ，データ処理、ＰＣ
は強い

政策科学研究所作成

機械工業の高度化と危機感

一般に機械工業の高度化という場合、具体的には生産設備の高度化、製造プロセス
の高度化、加工技術の高度化、製品の高度化という 4 つのフェーズが考えられる。
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図表 1-11 高度化への対応に対する危機感の全体像

製造プロセス

生産設備
80
70
60
50
40
30
20
10
0

製品

注：このレーダーチャートは 4 つあ
る各フェーズの括りをはずして
各項目に全体順位をつけ、4 つの
フェーズごとに順位を合計した
もの。小さい程危機感が大きい。
出所：平成 17 年度アンケート調査
結果より 政策科学研究所作成

加工技術

平成 17 年度に実施した社団法人日本機械工業連合会加盟各社等を対象にしたアンケ
ート調査から各フェーズの

図表 1-12 高度化への対応に対する項目別危機感の順位

危機感の程度を集約したと
ころ、最も危機感が大きいの 順位 高度化の対象
（フェーズ）
は、製造プロセス、次いで生
産設備、加工技術の順に危機
感が大きいことが明らかに
なった。製品高度化について
の危機感は相対的に小さい
といえる。
右図は高度化の対象とな
る項目について、危機感の大
小順に並べたものである。
高度化で最も危機感が強
いのは、生産設備の高度化に
おける「トラブル対応」と「機
械の保全」である。次いで製
造プロセスの高度化におけ
る「トラブル対応」と「機械

1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
11
12
13
14
15
16
17
17
19
20

生産設備
生産設備
製造プロセス
製造プロセス
加工技術
製造プロセス
加工技術
加工技術
製造プロセス
生産設備
製品
製品
製品
加工技術
生産設備
製品
製造プロセス
製品
生産設備
加工技術

危機感ある対応（要素項目）

危機感の
加重平均値

トラブルへの対応
機械の保全
トラブルへの対応
プロセス全体の保全
新しい加工法への対応
新しいプロセスへの対応
技術複合化への対応
新しい素材への対応
その他
その他
その他
製品の使われ方への理解
製品の機能の理解
様々なＩＴ（情報技術）化への対応
動作原理の理解
製品の制御ｼｽﾃﾑに対する理解
製造プロセスの理解
製品の構造の理解
機械の操作
その他

3.67
3.64
3.63
3.49
3.44
3.36
3.29
3.27
3.25
3.25
3.20
3.17
3.16
3.14
3.13
3.10
3.08
3.08
2.52
2.33

出所：平成 17 年度アンケート調査結果より
作成

政策科学研究所

の保全」についての危機感が強いことがわかる。以下、加工技術の高度化における新
しい加工法への対応、製造プロセスの高度化における新しいプロセスへの対応と続く。
上位 10 位までの項目別危機感の数をみると、
製造プロセスが 4 つ、
生産設備が 3 つ、
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加工技術が 3 つである。中でもトラブルへの対応と機械の保全の二つはとりわけ大き
な懸念材料として指摘されている。

1.2.4

機械工業高度化への対応力に関する危機感の構造

平成 17 年度に実施した社団法人日本機械工業連合会加盟各社等を対象にしたアン
ケート調査から、製品・製造技術の高度化への対応に対する危機感に関する自由回答
を参考にして、ここでのキーとなる語句を抽出し、構造を図示化したものが次の図表
である。
機械工業の高度化についての危機感を調査したところ、
「現場対応力」という行動面
からみた危機感と、
「理解力」という思考面からみた危機感の二つが抽出された。
現場対応力で最もよくみられた回答は、トラブル対応と機械の保全の二つである。
また、生産設備のシステム化の進展に伴う現場対応力についても危機感がみられる。
加工技術の高度化では、新素材、新加工法、技術複合化など新技術の導入に関する危
機感が読みとれる。
一方、理解力では、高度化に伴うプロセスの理解力、全体を横断的に理解する力14な
どが危機感を生じる共通要素となっている。製品の高度化に伴う製品の制御システム
に対する理解不足、製品ユーザーの使い方に関する理解不足のほかに、製品設計者が
製造工程をきちんと理解していないという指摘もみられ、こうした理解不足、理解力
の低下が危機感を醸成している姿が浮かび上がる。

14 平成 17 年 3 月社団法人日本機械工業連合会「機械工業の展望と課題に関する調査（ものづくり環境の
将来像を探る）」において、有識者ヒアリングの中で「スーパープロデューサー」という全体を俯瞰でき
る人材の必要性が謳われている。
「全体を横断的に理解する力」という指摘と一脈相通ずるものがあるよ
うに思われる。
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図表 1-13 製品・製造技術の高度化への対応に対する危機感の内容
人材確保
生産設備の高度化

トラブル対応
機械の保全

製
品
等
の
高
度
化
へ
の
対
応
力
に
対
す
る
危
機
感

システム化現場対応力
製造プロセスの高度化

現場対応力
プロセスの理解力
全体の横断的理解力
理解不足
人材確保
新しい素材への対応

加工技術の高度化

新しい加工法への対応
技術複合化への対応
新技術の導入

理解力・理解不
足

基礎技術力の低下
顧客の使い方がわからない
製品の高度化

製品制御システム理解不足
製品設計者の製造理解不足

出所：平成 17 年度アンケート調査結果より

政策科学研究所作成

この現場対応力と理解不足は、結局人材確保が十分にできていないという指摘と結
びつく。たとえ量的に人員が確保されていても、現場対応力や理解力といった質的な
面で不十分であることが、人材確保の必要性をより一層痛感させているといえよう。

1.3

機械工業に求められる人材像

1.3.1

有識者からみたこれから求められる人材像

グローバル展開や東アジア経済の急激な発展、ニーズの多様化、少子高齢化の進展
などものづくり環境の変化に伴い、機械工業に求められる人材が備えるべき要件も変
化する。平成 16 年度に実施したものづくり環境に関する大学及び企業の有識者を対象
にしたヒアリング調査結果を基に。これから求められる人材像をまとめてみると、次
のとおりである。
（１）スーパープロデューサー的人材
これから質的に必要とされる人材像の中で最も特徴的と思われるのが次のスーパ
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ープロデューサー的人材という指摘である。即ち、
「専門に特化した人材よりも、総
合的にものとプロセスや企業と市場の関係をデザインでき、なおかつ管理できる人
材（スーパープロデューサー）が必要である」15という。
同じような趣旨のものとして次の指摘がある。今、日本の製造業に必要なのは「『儲
かるモジュラー・ビジネス』を創造する能力を持った人や組織だ。摺り合わせべっ
たりの業界を上手に切り分けて、もっと機動性のあるビジネスモジュールを生み出
し、必要に応じてそれらをつなぎ直し、組み替え、儲かるビジネスモデルを創造す
る、映画で言えばプロデューサー的な機能をもったモジュラー屋である」16 という。
総合的思考力を強調した次の意見もある意味で前二者と共通するものがあると思
われる。
「今の技術者は、自分の分野と関連した技術は何もかも知っている必要があ
り、常に顧客の立場から考えて、それを業務に反映させる総合技術者になることが
求められる。
」17
また、類似の視点に立っているものとして、次の見方18がある。「エンジニアは普
通全ての解決方法の可能性を考えるが、顧客のためを考えると顧客にとって望まし
い（目的志向の）解決方法を考えなければいけない。エンジニアの仕事は、自動化
できる可能性がある工学的な仕事よりはディシジョン・メーキングをすることがメ
インになる。
」19
いずれも単に専門性があるだけではなくもっと幅のあるプロを目指すことの重要
性を説いているように見える。
（２）真のプロ人材
では、その道のプロになるとはどういうことか、具体的に解説しているのが次の
指摘である。
「基礎から最後まで、完璧にわかるまで食らいついて離れない、自分の
分野と関連した技術は何もかも知っている、専門知識をさらに高度化する、専門知
識間にまたがる統合的知識を持っている、自社製品についてその商品原理や誕生の
背景、原料の地下資源分布、国際市場の価格動向、等の専門知識を有する人材20」
、
15 法政大学工学部経営工学科 西岡靖之教授「モノづくり環境の変化とそのインパクト」メールヒアリン
グ（平成 16 年度機械工業の展望と課題（ものづくり環境の将来像に迫る）より）
16 東京大学教授 藤本隆宏著「日本のもの造り哲学」日本経済新聞社 2004.6
17 キム・ソンホン、ウ・インホ著、小川昌代訳「サムスン高速成長の軌跡」ソフトバンクパブリシング刊
2004.4
18 このほかにも、テクノプロデューサーという考え方がある。北陸先端科学技術大学 亀岡秋男副学長 ナ
ノテクビジネスフォーラム 2005 講演より（原典、松尾稔、金原燦「学術の向とパラダイムの転換」学術
会議（1997.6） p116）
19 東京大学大学院 精密機械工学専攻 木村文彦教授「創造性支援と完全自動化製造システムの将来」WG
での講演（平成 16 年度機械工業の展望と課題（ものづくり環境の将来像に迫る）より）
20 キム・ソンホン、ウ・インホ著、小川昌代訳「サムスン高速成長の軌跡」ソフトバンクパブリシング刊
2004.4
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それをプロと称するのだという。
（３）専門職能を有する人材とその生産性
以上のようなプロ人材だけでなく、これからはホワイトカラー全体の働き方が大
きな意味を持ってくる。
「本社、支社、工場間接部署で働くホワイトカラーの生産性
向上のための施策がきわめて重要となる。業務を改革して、システム化・ネットワ
ーク化し、事業効率を上げるというホワイトカラーの業務の体系化と標準化は、ど
ちらかといえば日本人の不得意とした分野であり、キャッチアップが必要である。
事業部門スタッフ、コーポレートスタッフの少数精鋭化―専門性の極めて高いプロ
スタッフとサービス･スタッフに分離していくことになる」21という。
（４）専門職能を活かせる人材と仕組み
いろいろな人材像が挙げられているが、案外見落とされがちな点がある。それは
「よい技術，新しい技術を生み出す技術者を見守ることのできる上司（管理者）を
育てられる人材やそのような仕組みがあるか」22 だという。
「現状で成功しているの
はトヨタだけではないか、人材が確保できるか否か、会社のトップの考え次第で出
来るはず」23 という指摘である。
（５）熟練技能と新しいテクノロジスト
それでは技能者についてはどのような人材像が求められるのであろうか。
「開発的
な試作分野や特殊な一品ものについては、費用的な観点からみても特殊熟練技能者
が非常に貢献している。新しい機械や新しいロボットやロケットを作るような時に
も、今までの高度熟練技能者といわれる人々の技能は非常に大切である。こうした
ことから、これからは基本的技能に科学技術を加味し、マネージメント能力や起業
への潜在力、感性と倫理感を有し、現場で問題点を発掘し、解決法を見いだし、そ
れを次の展開に繋げて行けるような新しいテクノロジストを育成する必要がある」24
という。

21 旭有機材工業（株）岡野徹代表取締役社長「国内製造業復権への人づくり」ヒアリング（平成 16 年度
機械工業の展望と課題（ものづくり環境の将来像に迫る）より）
22 東京電機大学 松村隆 教授「ものづくりについて」ヒアリング（平成 16 年度機械工業の展望と課題
（ものづくり環境の将来像に迫る）より）
23 東京電機大学 松村隆 教授「ものづくりについて」ヒアリング（平成 16 年度機械工業の展望と課題
（ものづくり環境の将来像に迫る）より）
24 ものつくり大学 野村東太学長「ものづくりと人づくり」ヒアリング,神奈川新聞連載“学びのフォー
ラム”「教育から学育へ」「ものづくりと人づくり」（平成 16 年度機械工業の展望と課題（ものづくり環
境の将来像に迫る）より）
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（６）未知の問題への挑戦と創造力
変化の激しい環境に適応する能力は、これから益々必要になると考えられる。実
際の企業の現場では、
「大学卒新人の修士比率は 8 割を超えているが、専門分野が狭
く深くなっているので、その製品自体が全く別の技術で置き換わったときには、そ
れまでの技術が使えなくなってしまう」25 と懸念されている。また、
「大学を卒業し
てきているエンジニアの力が落ちている。むしろエンジニアの方が心配」26 という
指摘もある。
このような人材環境を踏まえると、
「従来型知識伝達、技能伝承では対応不可であ
り、どれだけクリエイティブな仕事が出来るか、未知の問題に挑戦できるか」27 が
問われることになる。
（７）表現力と問題解決能力
前項の未知の問題への挑戦ばかりでなく「きちんとコミュニケーションやプレゼ
ンテーションが出来る人材」28 や「問題解決能力を有する人材」29、
「開発設計・SE
などのソリューション・サービス職が勤まる人材」30が求められている。
（８）感動と達成感の機会を
若者のものづくり離れは、
「現代の若者の多くが大なり小なり持っているといわれ
るユース・アパシー（若者の無気力、無関心、無感動）のひとつである。ものづく
りが身近に無く、体験したり、感動したりする機会が無い。ものづくりの基本はも
のに触れて感動することだ。分業工程の中では全体が見えず、問題意識も達成感も
生まれない。達成感がないと自己実現も出来ないという悪循環が起きている。
」31 モ
ノに触れて感動する機会や達成感が得られる機会の提供を考えなければいけない状
況にある。
25 （株）日立製作所グループ戦略本部、グループ人材開発部「人材問題」ヒアリング（平成 16 年度機械
工業の展望と課題（ものづくり環境の将来像に迫る）より）
26 （株）日立製作所グループ戦略本部、グループ人材開発部「人材問題」ヒアリング（平成 16 年度機械
工業の展望と課題（ものづくり環境の将来像に迫る）より）
27 法政大学工学部経営工学科 西岡靖之教授「モノづくり環境の変化とそのインパクト」E メール（平成
16 年度機械工業の展望と課題（ものづくり環境の将来像に迫る）より）
28 法政大学工学部経営工学科 西岡靖之教授「モノづくり環境の変化とそのインパクト」E メール（平成
16 年度機械工業の展望と課題（ものづくり環境の将来像に迫る）より）
29 東京大学工学系研究科 新井民夫教授「製造業の目指すべき方向性」ヒアリング（平成 16 年度機械工業
の展望と課題（ものづくり環境の将来像に迫る）より）
30 一橋大学経済研究所都留康教授、伊佐講師「ものづくりの将来像」ヒアリング、及び都留康・電機連合
総合研究センター編「『選択と集中』日本の電機・情報関連企業における実態分析」有斐閣,2004.7（平成
16 年度機械工業の展望と課題（ものづくり環境の将来像に迫る）より）
31 ものつくり大学 野村東太学長「ものづくりと人づくり」ヒアリング,神奈川新聞連載“学びのフォー
ラム”「教育から学育へ」「ものづくりと人づくり」（平成 16 年度機械工業の展望と課題（ものづくり環
境の将来像に迫る）より）
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（９）国民性維持の必要性
日本のものづくりを「世界最高の地位に押し上げた原動力は、国民性とも言える
謙虚さと好奇心」32 である。それがあるからこそ「日本でものづくりをする意味」33
が出てくる。
また「永谷敬三『これからだ日本経済』
（朝日新聞社）によれば、日本社会の精神
的強みは次の三つに集約される。
曖昧さを許容する能力→変化に対する柔軟性（改善）
、未定義でも前進でき
る。
対外恐怖症→外国の事物に対するあくなき学究心がある。
事後的公平を許す→調和を尊ぶ、集団主義、共存原理（組織の繁栄あっての
自分の生活）今はまあまあでも、後で報われる。
このような日本の強みを活かすべきだ」34という。

1.3.2

企業からみた高度化人材が具備すべき要件

平成 18 年度に実施した機械工業の高度化に対応する技術系人材に関する調査研究
報告書をみると、技術系の職種を、新製品・新機種の基本設計を荷う人材（Ⅰ型職種）
と新生産システムの導入に係わる人材（Ⅱ型職種）の二つに分けて考えている。
（１）Ⅰ型職種：新製品・新機種の基本設計人材の場合35
技術系高度化人材のうち、Ⅰ型職種（新製品・新機種の基本設計人材）に求めら
れる能力・知識・適性などの要件について、最も重視している項目を調査したとこ
ろ、創造力が第一に重視され、チームワークやリーダーシップの重視度は相対的に
低いという特徴がみられた。

32 東海大学名誉教授 唐津ー著「中国は日本に追いつけない」PHP 研究所 2004.10）
33 後藤康浩著「強い工場、ものづくり日本の現場力」日本経済新聞社刊 2003.7
34 東京工業大学大学院 社会理工学研究科 圓川隆夫教授「モノづくりのパラダイムシフトと組織能力」」
WG での講演（平成 16 年度機械工業の展望と課題（ものづくり環境の将来像に迫る）より）
35 日本機械工業連合会 平成 18 年度「機械工業の高度化に対応する技術系人材」に関する調査研究報告書、
参考資料２．の設問 2-2 参照
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図 1-14 Ⅰ型職種（新製品・新機種の基本設計人材）の重視項目
Ⅰ 型 （新 製 品 ・新 機 種 の 基 本 設 計 人 材 ）

ポ イ ン ト

3 .0 0

2 .6 6

2 .5 0

2 .2 4

2 .1 7

2 .0 3

2 .0 0

2 .0 0

1 .7 8

1 .7 3

1 .5 0
1 .0 0
0 .5 0

導力 ）

リ ー ダ ー シ ップ （主

適合性 ）

チー ム ワー ク （組 織

専 門 技 術 分 野 の知 識

課 題 に対 す る 理 解 力

課 題 に対 す る 発 見 力

解決力

課 題 に対 す る 構 想 ･

創 造 力 （考 え 抜 く

力 、論 理 的 思 考 力 ）

0 .0 0

注：ポイント（＝重視度）は、
「最も重視している」3 点、
「重視している」2 点、
「どちらかとい
えば重視している」1 点、
「それほど重視していない」0 点を与え、一件あたりに換算したも
の。
出所：日本機械工業連合会 平成 18 年度「機械工業の高度化に対応する技術系人材」に関する調
査研究報告書より

（２）Ⅱ型職種：新生産システムの導入人材の場合36
技術系高度化人材のうち、Ⅱ型職種（新生産システムの導入人材）に求められる
能力・知識・適性などの要件のうち最も重視している項目をみると、課題に対する
構想・解決力が第一、次いで、チームワーク、さらに創造力と課題に対する発見力
が同順位で続いている。
図表 1-15 Ⅱ型職種（新生産システムの導入に携わる人材）の重視項目
Ⅱ 型 （新 生 産 シ ス テ ム の 導 入 人 材 ）

ポ イ ン ト

2 .5 0

2 .3 3

2 .1 4

2 .1 1

2 .1 1

2 .0 0

1 .9 7

1 .9 2

1 .9 2

1 .5 0
1 .0 0
0 .5 0
課 題 に対 す る 理 解 力

専 門 技 術 分 野 の知 識

導力 ）

リー ダ ー シ ップ （主

課 題 に対 す る 発 見 力

創 造 力 （考 え 抜 く

力 、論 理 的 思 考 力 ）

適合性 ）

チー ム ワー ク （組 織

解決力

課 題 に対 す る 構 想 ･

0 .0 0

注：ポイント（＝重視度）は、
「最も重視している」3 点、
「重視している」2 点、
「どちらかとい
えば重視している」1 点、
「それほど重視していない」0 点を与え、一件あたりに換算したも
の。
出所：日本機械工業連合会 平成 18 年度「機械工業の高度化に対応する技術系人材」に関する調
査研究報告書より
36 日本機械工業連合会 平成 18 年度「機械工業の高度化に対応する技術系人材」に関する調査研究報告書、
参考資料２．の設問 2-2 参照
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（３）両人材の比較37
Ⅰ型とⅡ型を強いて区別すると、Ⅰ型（新製品・新機種の基本設計に携わる人材）
では、創造力と課題に対する構想・解決力が重視され、チームワークの重視度が低
いことなどから「個人能力発揮型の創造力豊かな人材」が求められるのに対し、Ⅱ
型（新生産システムの導入に携わる人材）では、課題に対する構想・解決力が第一
に重視され、チームワークや創造力・課題に対する発見力などが重視されてはいる
が、どの項目もⅠ型に比べればより重視されている。従って、Ⅱ型では「オールラ
ウンドで全体がよく見渡せるタイプ」が求められているといえよう。
（４）高度化人材の職種別ギャップ
１）Ⅰ型職種：新製品・新機種の基本設計人材のギャップ38
Ⅰ型職種（新製品・新機種の基本設計人材）では、チームワーク（組織適合性）、
課題に対する理解力、専門技術分野の知識については、問題が少ない（満足度が高
い）事業所が総じて多い。その一方で、創造力、課題に対する構想・解決力、リー
ダーシップ、課題に対する発見力には問題がある（ギャップが大きい）事業所が多
いといえる。
図表 1-16 Ⅰ.新製品･新機種の基本設計人材の満足度とギャップの大きさ
35

30

25

20

＋

15

左側のプラス領域は数値が大
きいほど満足度が高い（期待
レベルに達している）
13
19
21
23

10

5

6
8
9

ポイント
0

-5

-10

-15

△

-20

-25

-30

-35

創造力

-35
-31

課題に対する構想･解決力

-30

リーダーシップ

-27

課題に対する発見力

-19

専門技術分野の知識

-17

課題に対する理解力
チームワーク

-14

右側のマイナス領域は
数値が大きいほどギャ
ップも大きい

注：ポイントは、
「期待以上の水準で満足している」に＋2 点、
「期待している水準にほぼ達して
いる」に＋1 点、「求める水準から程遠く危機感を感じる」に△2 点、「求める水準までには
達していない」に△1 点を与え、＋と△のそれぞれで算出したもの。＋は満足度の程度、△
はギャップの大きさを表す。
出所：日本機械工業連合会 平成 18 年度「機械工業の高度化に対応する技術系人材」に関する調
査研究報告書より
37 日本機械工業連合会 平成 18 年度「機械工業の高度化に対応する技術系人材」に関する調査研究報告書、
参考資料２．の設問 2-2 参照
38 日本機械工業連合会 平成 18 年度「機械工業の高度化に対応する技術系人材」に関する調査研究報告書、
参考資料２．の設問 2-3 参照
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２）Ⅱ型職種：新生産システムの導入人材のギャップ39
Ⅱ型職種（新生産システムの導入人材）では、チームワーク（組織適合性）や課
題に対する理解力、専門技術分野の知識については、総じて問題が少ない（満足度
が高い）事業所が多い。反対に、課題に対する構想・解決力や創造力、リーダーシ
ップ、課題に対する発見力には問題がある（ギャップがある）事業所が多いといえ
る。
図表 1-17 Ⅱ.新生産システムの導入人材の満足度とギャップの大きさ
35

30

25

20

＋

15

10

左側のプラス領域は数値が大き
いほど満足度が高い（期待レベル
11
に達している）
11
16
20
21
20

8

5

ポイント
0

-5

-10

-15

△

-20

-25

-30

-34

課題に対する構想･解決力

創造力

-29
-28

リーダーシップ
課題に対する発見力

-22

専門技術分野の知識
チームワーク
課題に対する理解力

-35

-20
-18
-17

右側のマイナス領域は数
値が大きいほどギャップ
も大きい

注：ポイントは、
「期待以上の水準で満足している」に＋2 点、
「期待している水準にほぼ達して
いる」に＋1 点、「求める水準から程遠く危機感を感じる」に△2 点、「求める水準までには
達していない」に△1 点を与え、＋と△のそれぞれで算出したもの。＋は満足度の程度、△
はギャップの大きさを表す。
出所：日本機械工業連合会 平成 18 年度「機械工業の高度化に対応する技術系人材」に関する調
査研究報告書より

３）両職種の比較40
このように期待とのギャップが特に大きい要件は、両職種とも課題に対する構
想・解決力、創造力、リーダーシップ、課題に対する発見力の 4 つである。
反対に期待とのギャップが少なく、期待している水準にほぼ達しているとみる事
業所が多い要件は、課題に対する理解力、チームワーク、専門分野の知識の三つで
ある。
また、職種別の差異をみると、重視度では明らかに差異がみられるが、期待との
39 日本機械工業連合会 平成 18 年度「機械工業の高度化に対応する技術系人材」に関する調査研究報告書、
参考資料２．の設問 2-3 参照
40 日本機械工業連合会 平成 18 年度「機械工業の高度化に対応する技術系人材」に関する調査研究報告書、
参考資料２．の設問 2-3 参照

33

ギャップの差異はそれほど明確ではない。総じて両職種ともに類似したギャップが
みられる。
また、設計（Ⅰ型）では、重視度が最大であった「創造力」に最も大きなギャッ
プがみられる。同様に、生産システム（Ⅱ型）では、重視度が最大であった「課題
に対する構想・解決力」に最も大きなギャップがみられる。
ただ、生産システム（Ⅱ型）では二番目に重視されていた「チームワーク」をみ
ると、水準どおりか期待以上という満足度が高い事業所が、そうでない事業所より
やや多いのに対し、重視度では五番目に低かった「リーダーシップ」については、
設計（Ⅰ型）同様、ギャップが大きいという結果になっている。
チームワークに対する評価はまずまずであるが、リーダーシップに対する評価に
は厳しさがみられる。

1.4
1.4.1

機械工業における人材育成の方向
企業担当者からみた人材供給体制に対する要望

平成 17 年度に実施した機械工業における現場力と人材確保に関する調査結果によ
れば、人材供給体制に対する要望には二つある。「現状の技術･技能の継承に必要な人
材供給対策」と「今後のものづくりにおいて必要とされる能力」である。この二つに
ついて得られた自由回答を整理することにより、生産現場で必要とする人材への要望
について具体的に検討した。
学校教育では、若年時からものづくりの経験をさせてその楽しさを実感できるよう
にする、創造力を伸ばすようにする、長じてはプロ意識の醸成や実践を重視した即戦
力人材を養成するなどが主な要望である。
特に工業高校について、本来果たすべき役割への期待と改善に向けての要望が多数
寄せられている。対照的に、職業訓練学校の有用性を指摘する意見がみられた。工業
高校と職業訓練学校の地域における役割や双方が有機的に連携して荷うべき役割など、
工業教育のあり方について国ばかりでなく、地方も巻き込みながら議論を深めていく
必要があるように思われる。
産学官連携では、デュアルシステムに対する期待が大きい。
ものづくり能力では、異常やトラブルの予兆発見力、全体の工程を把握して調整す
る能力など製造現場特有の能力のほか、問題解決能力、応用力・対応力など座学だけ
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では身に付きにくい能力、科学的・論理的思考力のような理数系能力、コミュニケー
ション、プレゼンテーションといった意志疎通、説得力、表現力が求められるものな
どが挙げられている。
現場力では、5S（整理、整頓、清潔、清掃、躾）を挙げる回答が多く、この他 5 ゲ
ン（現場、現物、現実、原理、原則）を強調する意見もみられた。特に 5S をあげる事
業所の多さが特徴的である。
図表 1-18 人材供給体制に対する要望
若年時ものづくり経験
小中学校（創造力、ものづくりの楽しさ）
現状の技術・技能
に必要な人材供給
人
材
の
供
給
体
制
に
対
す
る
要
望

工業高校（向上心、プロ意識養成）

学校教育

高専・大学（絶対的学力向上、即戦力人材
養成、ものづくりの観点からの講義・実践）
その他：創造力を伸ばす教育を
デュアルシステム

産学官
連携

問題解決能力
応用力・対応力
コミュニケーション
今後のものづくり
において必要とさ
れる能力

プレゼンテーション
科学的論理的思考力

ものづくり
能力

調和力（全体工程把握・調整力）
異常・トラブルの予兆発見力

教
育
シ
ス
テ
ム
・
教
育
内
容
の
変
更
要
望

５Ｓ（整理、整頓、清潔、清掃、躾）

現場力
５ゲン（現場、現物、現実、原理、原則）

出所：日本機械工業連合会 平成 18 年度「機械工業の高度化に対応する技術系人材」に関する調
査研究報告書より

1.4.2

企業担当者からみた高度化人材底上げの方向

平成 18 年度「機械工業の高度化に対応する技術系人材に関する調査研究報告書」に
よれば、機械工業各社へ入社してくる新人について基礎学力の不足度合いをみたとこ
ろ、数学・物理などの基礎学問分野や熱力学、流体力学、材料力学等の工学系基礎学
問分野、材料の特性、計測、ソフトウエア、工業規格など周辺技術の基礎知識につい
て、そのいずれもが不足しているという否定的回答が過半数を占めている。また、基
礎学力以上に否定的回答が多かったのが、社会人として求められる人間力である。中
でも現在の新卒に最も不足している能力は、第一に国語力、文章力、第二にコミュニ
ケーション能力、次いで外国語力、プレゼンテーション能力などであった。
ではどうしたらよいか。数学・物理などの基礎学問分野、国語力・文章力、外国語
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力などについては、中学・高校までの中等教育機関で対応し、コミュニケーション能
力については、中学・高校から大学まで通して対応する。材料・計測などの周辺技術、
組織適合性は企業での対応が主であるが、大学でも相応に対応する。また、熱力学な
どの工学系基礎学問分野は主に大学での対応が、プレゼンテーション能力、社会人と
しての常識などは大学と企業双方で対応する。こうした対応が望ましいとみられてい
る。
また、
「創造力」、
「課題に対する構想・解決力」
、
「課題に対する発見力」
、
「リーダー
シップ」など、ギャップが大きい能力の底上げを図ることが必要である。
いずれの要件も、実際に企業の中で様々な仕事を遂行する力そのものである。一方
的に大学任せにするのではなく、企業が対応すべきという回答結果が多くみられる。
しかし、国際的な競争がますます激化する中で、企業で鍛える前にまず大学など教育
機関で対応して欲しいという企業側の本音も垣間みられる。
ただ、OECD の PISA2006 をみると41、興味深いデータがある。初等教育機関の教師
の労働時間とネット教育時間を比較したものである。我が国の教師の法定労働時間は
OECD 平均に比べ 265 時間と 14％も多いにもかかわらず、ネットの教育時間は 225 時
間と 39％も少ない。これは、教師の生産性（＝ネット教育時間／全法定労働時間）が
OECD 平均に比べて低いことを暗示している。企業としては、教育の抱える問題にも
目を向けざるを得ないのではなかろうか。
図表 1-19 初等教育における教育時間の比較（日本と OECD）
教育 時間と労働時 間

時間
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出所：Education at a glance 2007 の OECD

初等教育における全法定労働時間

O ECD平 均

Briefing Note for Japan より政策科学研究所山藤作成

41 Education at a glance 2007 の OECD Briefing Note for Japan に基づく
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第２章

2.1
2.1.1

我が国高等教育の現状と新たなシステム導
入の必要性

PISA 調査（OECD 2006 年）にみる科学教育の成果と国際比較
15 才層における科学教育の成績別到達度の国際比較

PISA 調査（OECD 2006 年）の科学的活用力についての調査結果をみると、参加全
57 カ国地域のなかで第 8 位であった。この調査結果を成績レベル別にみたものが次の
図表である。PISA の調査結果は平均点が 500 点になるように調整されている。平均前
後の得点の生徒はレベル 3 に分類される。％はそのレベルの成績を取った生徒の全体
に占める割合である。従って、レベル 2 以下の生徒の比率が低ければ低いほどその国
の生徒の科学的リテラシーは高く、教育による底上げ効果が大きいといえる。また、
レベル 4 以上の比率が高ければ高いほど、その国の将来の科学的研究は大きな成果が
期待できると言われている。
我が国の生徒の科学に関するレベルをみると、レベル 3 では概ね OECD 平均と同程
度の比率である。レベル 4 以上の生徒の割合は OECD 平均を上回るが、トップのフィ
ンランドと比べるとかなり比率が小さく、見劣りがする。一方、レベル 2 以下の層の
比率は逆に OECD 平均を下回るものの、フィンランドは我が国以上に比率が小さい。
図表 2-1 科学に関するレベル別成績の構成比（PISA2006）
％

フィンランド
OECD平均
日本

科学レベル別成績分布:PISA2006

35
30
25
20
15
10
5

レ ベル ６

レ ベル ５

レ ベル ４

レ ベル ３

レ ベル ２

レ ベル １

レ ベ ル １以 下

0

出所：PISA2006：Science Competencies for Tomorrow’s World より政策科学研究所山藤作成
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図表 2-2 学力レベルの定義（単位：1000 点満点中の得点）
レベル１以下 レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ レベル６
上限

334.94

409.54

484.14

558.73

633.33

707.93

～

下限

～

334.94

409.54

484.14

558.73

633.33

707.93

出所：PISA2006：Science Competencies for Tomorrow’s World より政策科学研究所山藤作成

特に、我が国のレベル 6 の比率は OECD の平均 1.3％に比べると、2.6％と二倍ある
ものの、ニュージランド 4.0％、フィンランド 3.9％と比べると彼我の差は大きい、ま
た、英国 2.9％、豪州 2.8％の二ヶ国も高い比率を達成している。我が国を上回る国々
は 4 カ国ある。
一方、レベル 1 とレベル 1 以下の層の比率をみると、我が国は 12.1％である。この
比率の大きさは英国 16.7％、豪州 12.8 より良好であるが、フィンランドは僅か 4.1％
に過ぎず大きく水を空けられている。さらにカナダ 11.0％のほか、韓国 11.2％、台湾
11.6％、マカオ 10.3％、香港 8.7％の東アジア勢42はいずれも我が国を上回る教育効果
を示している。
我が国の教育はフィンランドに比べ、平均以下のよくわからない層の比率が高い。
フィンランドはよくわからない層の圧縮に成功している。また、レベル 6，レベル 5
といった良くできる層の割合も我が国を上回る成果を生みだしている。この違いは教
育制度の違い、或いは、教育方法の違いによるものと推定される。

2.1.2

25～34 才層における高等教育履修者の割合に関する国際比較

PISA の調査を実施した OECD では、
「これから OECD の基本方針において教育が中
心的な役割を果たす」と主張している。教育は健全かつ活発な経済に欠かせないとい
う。その理由を、OECD アンヘル・グリア事務総長は 2007 年 12 月 4 日の東京での講
演で「スキルは生産性、経済成長、生活水準の向上を目指す上で鍵を握る要素である」
こと、
「効果的で革新的な教育政策は、個人に対して豊富な機会を提供する」ことを挙
げている。さらに「質の良くない教育制度は、教育水準の低下、社会からの疎外、失
業という結果を生む」と教育の重要性を指摘している。
こうした考え方から、OECD では OECD 各国においていかに教育システムの量的拡
大が行われてきたか、いかに多くのより良い教育が求められてきたかを明らかにして
きた。中でも高等教育の拡充の大切さを訴えている。
高等教育拡充の過程においてみられる批判として、学歴クラウディング・アウトの
42 PISA の調査では中華人民共和国は調査に参加していない。
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問題がある。即ち、高学歴者が本来高学歴を必要としない職に就く、或いは、もっと
質の低い労働者がやるべき仕事に高学歴者が就くなどの問題である。こうした批判が
本当かどうかについて、OECD の結論は極めてポジティブである。即ち、OECD

PISA

調査の結果を見る限り、労働市場における資格のインフレ現象は観察されない、むし
ろ、高学歴化の進展は個々人にとっても経済にとってもプラスの効果を与えていると
断定43している。
図表 2-3 人口 10 万人当たり 25～34 才層に占める科学高等教育卒業者数（2005 年、性別）
Chart A3.4. Number of tertiary science graduates per 100 000 employed 25-to-34-year-olds (2005)
Tertiary-type A, tertiary-type B and advanced research programmes, by gender
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出所：Education at a Glance 2007

Chart A3.4 から引用

OECD では、25～34 才層に占める科学高等教育卒業者のうち、人口 10 万人当たり
に換算した卒業者数を性別に公表している。2005 年の性別データをみると、日本の男
子は 2,302 人と、EU 平均よりは上にあるものの、2,000～2,500 人のクラスに属し、ト
ップの韓国（4,500 人超）
、アイルランド・フランス（3,500 人超）
、フィンランド・イ
ギリス・ニュージーランド（3,000 人前後）と比べるとかなり見劣りする。女子に至っ
ては 573 人と EU の平均 1,178 人の 1/2 に留まっている。25～34 才層という新しい環境
変化に対応しうる働き盛りの社会人における科学的土壌という点で、我が国は必ずし
43 OECD アンヘル・グリア事務総長による 2007.12.4 日本記者クラブでの講演参照
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も優位にあるとはいえない状況にある。

2.1.3

我が国の高等教育修了度合いの国際比較

OECD 諸国における近年の高等教育に進む学生の同世代に占める割合をみると、
OECD の平均で 36％、4 割を超える国がいくつもある。タイプ A と呼ばれる主に学術
研究志向のコース（いわゆる総合大学などの大学）のトップ圏にはアイスランド、豪
州、ニュ―ジーランド、フィンランドといった PISA 学習到達度調査において上位を占
めることが多い諸国が並ぶ。我が国はといえば、OECD 平均に満たない位置にある。
一方、高等教育の普及速度も注目される。我が国は 1996 年時点では OECD 平均を
上回っていたにもかかわらず、2005 年調査では OECD 平均並みにとどまっている。諸
外国における高等教育は我が国を上回る速度で普及していることがわかる。
特に、フィンランドは 1995 年時点で 20％と我が国の 25％を下回っていたにもかか
わらず、2000 年で 41％と既に我が国の比率を上回っている。OECD の平均を見ただけ
でも高等教育進学率はここ 10 年で急速に上昇していることがわかる。これは、20 世
紀から 21 世紀への変わり目においてグローバル革命、IT 革命などと呼ばれる大きな
環境変化が進展したことを背景に、フィンランド、イタリアなどもともと高等教育進
学比率の低い国において教育制度や教育環境が大きく見直された可能性がある。かつ
て大学進学率の高い国といえば米国であったが、今やフィンランド、オランダ、イタ
リアなど、米国の進学率を上回る国が出てきたことは注目に値する現象である。
図表 2-4 高等教育（いわゆる大学）に進む学生の同世代に占める割合
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出所：OECD Education at a Glance 2007 の TableA3.2 より政策科学研究所作成

40

また、高等教育機関において工学系（Engineering，Manufacturing and Architecture）
に進む学生の割合をみてみると、我が国は米英や OECD 平均より高いものの、独仏と
ほぼ同様のレベルにある。しかしながら韓国が際立って高いことが特徴である。この
ような人材を多く輩出してきたことが、韓国企業の世界進出の活発さ、欧米を始め、
中国・インドなどに於ける韓国製品の急激なシェア上昇などの背景にあると考えられ
る。
図表 2-5 高等教育に於ける工学系履修者比率国際比較
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出所：OECD PISA
Education at a Glance 2007 の高等教育分野別卒業者割合（2005）より、政
策科学研究所作成

2.2

内外先進事例にみる高等教育機関における新しい試み

これまで見てきたとおり、21 世紀を迎え、ものづくり産業を取巻く環境はかつて経
験したことのない変化に見舞われている。主だった国々では、このような環境変化に耐
えられる次世代人材の育成を目指し、教育制度や教育方法の見直しが行われている。
平成 18 年度「機械工業の高度化に対応する技術系人材に関する調査研究報告書」を
みると、インタビュー調査や文献調査による先進的な教育事例が掲載されている。教育
方法が先進的か否かを見極めるには、座学による受動的学習方法から実習などの能動的
学習方法への切り替えの有無をみればよいといわれている。
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座学中心の従来型学習方法では、柔軟性や創造性、革新的な思考方法、問題発見能力
など企業に就職してから必要になる実務能力を十分に涵養することは難しいと指摘さ
れている。その反省に立って唱道されている学習方法が、体験学習など一連のアクショ
ン・ラーニング群である。アクション・ラーニングのポイントは、体系的座学教育と体
験的学習の効果的組合せにあるとされる。同じ座学であっても科目間に学習の進路に合
わせた体系化が行われることが必要とされる。体系化とは、ある科目の講義を受けるに
はまず別の A 科目と B 科目を先に履修しておくことを条件とするというイメージであ
る。また、体験的学習には学習プロセスが定められている。学習者はある程度の情報提
供を受けながらも自ら課題設定を行い、それぞれ異なるバックグラウンドを持つメンバ
ーによって 5～6 人のチームを編成し、チーム行動をとらせる。
このようなアクション・ラーニングと呼ばれる学習方法は、
「プロジェクト学習」
、或
いは、
「体験学習」、
「ものづくり実習」、
「工房型実習」などと呼称されることがあるが、
その狙いは大同小異であると考えられる。いずれも、従来型学習方法からの脱却を試み
るものである。従来型の学習方法とは、一方通行型講義形式である。与えられた問題を
学び、回答が所与の試験問題に対する評価で成績認定を行う学習方法を指す。
このような実務面をより重視した能動型学習方法が、現在の我が国の教育機関におい
てどの程度普及しているのか、以下で見ていくことにする。

2.3

我が国高等教育機関等にみられる教育改革の現状

「体験学習」
、
「ものづくり実習」
、
「工房型実習」などと称される実務面を重視した能
動型学習・教育方法の普及状況をみるために、
「体験学習」
、「機械」の 2 語で検索をか
けてみたところ、高専で 202 千件、大学では 923 千件のヒットが得られた。
キャリア教育、インターンシップなども併せて検索すると大変な数になる。我が国で
もこのような試みは至るところで行われていることがわかる。各省庁の取組事例をみる
と以下のように様々な事業が既に具体化されている。
文部科学省の事業をみると、
「ものづくり技術者育成支援事業」
（大学・高専を対象に、
ものづくり技術者の育成を行うための地域・産業界と連携した実践的教育プログラムを
開発・実施）、「新キャリア教育プラン推進事業」（小学校段階からキャリア教育に取組
むため、推進地域を指定し実践的研究を行う）、専門高校等における「日本版デュアル
システム」推進事業（実務・教育連結型人材育成システムの効果的な導入方法等につい
て実証的資料を得る）などがある。これらの事業は産業界との連携が謳われ、実務との
連結が協調され、インターンシップが推奨されている。しかし、その多くはモデル地域
等を中心とした調査研究レベルのものが多い。
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経済産業省の事業をみると、
「平成 19 年度産学連携による社会人基礎力の育成・評価
事業」
（企業等から与えられた実課題を解決していく課題解決型授業（PBL：Project Based
Learning）や実践型インターンシップ等の教育プログラムを通じて、学生の社会人基礎
力を育成する）、「工業高校実践教育導入事業」（地域の産業界・工業高校・行政が協力
して教育プログラムを開発、実証）など、ものづくり人材に求められる能力を身につけ
るために工夫された事業が挙げられている。
個別の工業高校の事例をみると、「企業現場実習や企業講師の派遣（岩手県教育委員
会と地域工業高校）」、「ものづくり現場研修と社会人基礎力の養成や課題解決型学習の
推進（宮城県教育委員会と地域工業高校）」、「長期インターンシップや企業研修施設で
の高度技術の取得（福島県教育委員会と地域工業高校）」、「産業現場で実習を行う『日
本版デュアルシステム』の効果的な実施（三重県教育委員会と地域工業高校）」など企
業実習を中心に多くの事例がみられる。
高専の事例をみると、実務訓練に参加した学生の体験発表（長野工専）、企業での実
務によるトータルエンジニアリング能力の学習（舞鶴工専）、物作り工房（ソーラーカ
ー・ロボコン・エコラン）による実体験（近畿大学工業高専）、冬季などの休業中に 2
～4 週間のインターンシップを単位認定（鹿児島工専）など実務体験を重視した様々な
工夫がみられる。
一方、大学に目を転じると、工業高校や高専に劣らず多彩な取組がみられる。鋳造か
ら機械加工までの一貫生産実習と中長期インターンシップ（室蘭工業大学）、夏休みに
学生を企業・機関に派遣するインターンシップ実習（香川大学工学部）、企業や官公庁
などで約二か月間のインターンシップ（豊橋技術科学大学）、製品開発体験実習、自由
工房・製品開発体験実習（大阪大学）、各工房で大学教員と企業人が共同指導、座学型
と演習型の 2 つの授業体系（会津大学）など各大学固有の取組が多く、期間の長いイン
ターンシップが特徴である。なかでも企業実態に合わせた長期インターンシップを実施
し、教員による企業への「出前授業」、企業の技術者・経営者による大学での「実務教
育」を行う名古屋工業大学のような注目すべき取組事例もある。
現状を見る限り、これから我が国の教育が変わるべき方向に向けて歩き出している姿
が伺える。
中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会審議経過報告（平成 18 年 2 月）に
よれば、キャリア教育としてインターンシップ等を実施することは、高校普通科の生徒
に大学卒業後の自己の将来について考えさせるとともに、社会や職業に対する認識を深
め、学ぶことの重要性を考えさせる上で極めて有効であると指摘されている。しかしな
がら、平成 17 年度の全日制普通科におけるインターンシップの実施率は 50 パーセント
を超えたものの、3 年間を通して 1 回でも体験した 3 年生は約 12 パーセントに過ぎな
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いという。
結局、我が国においても職業教育の重要性、低学年からの職業意識涵養の重要性、進
学クラスにおける大学卒業後の進路を意識させることの重要性、座学と実務を連結させ
ることの意義、インターンシップの有効性、体験学習・実務経験の重要性などは個々に
は十分理解され、新しい施策にも取入れられている。デュアルシステムも日本版という
形で導入されている。しかし、それらの多くが調査研究段階であり、新しい工夫や取組
があれば財政支援をするという形で各教育機関の創意工夫を促すというモデル事業の
段階のようにみえる。いってみれば教育制度という大幹そのものは手が付けられておら
ず、枝葉の部分で新しい枝を接ぎ木することで再生を図るという図式にみえる。
産業界のものづくり人材育成に関する危機感の強さと企業単独での対応に限界が来
ているとの認識が広まっていることから判断すると、新しい接ぎ木が大きく育って繁茂
するかどうか、まだまだ不透明というのが現状ではなかろうか。
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第３章
3.1

世界的にみた技術者教育の現状分析

ドイツの教育制度とデュアルシステムの概要

3.1.1

教育理念

ドイツ外務省の広報誌「ドイツ事情」によれば、
「ドイツは教育と職業教育、研究と
学術の国である。」ドイツ連邦共和国の憲法である「基本法」は、すべての人間にその
個性を自由に発展させ、職業教育の場、職業、そして職場を自由に選ぶ権利を認めて
いる。教育政策の目標とするところは、男女を問わず各人に最も適した育成、そして
関心と能力に応じた高度の職業教育を可能にし、若者達を民主主義に於ける共同責任
を進んで担う大人に教育することである44という。
ドイツ連邦共和国のアンゲラ・メルケル首相は、
『ドイツの職業教育は世界における
ドイツの品質保証書である45』と明言している。

3.1.2

教育制度の概要46

（１）幼稚園
ドイツでは 1996 年以降、3 才から 6 才の子は全て幼稚園に入る権利があるとされ
る。幼稚園は 3 才から学校入学までの子供の教育、社会学習、躾、世話をすること
をその使命としており、通園するのは午前中のみ。地方自治体のほか、福祉団体、
教会、ときには企業、団体が運営している。保育料は両親の収入に応じて両親が負
担する。
（２）学校
基本法 7 条により、学校制度全般は国の監督下にあるが、教育制度に関する立法・
行政については権限の大部分が州に置かれている。
就学義務は満 6 才から、各州の規則によるが最低 12 年間通学する義務がある。就
学後最初の 9 年間を終えた時点で全日制の学校に進学しない場合、職業学校で通常

44 ドイツ連邦共和国外務省発行「ドイツの実情」20052006 より
45 財団法人海外職業訓練協会 グローバル人づくり、隔月刊誌第 96 号 2006．Vol24.No2「職業教育は未来
の経済繁栄への鍵」シュテファン・ガロン 駐日ドイツ連邦共和国公使より
46 Basic and Structural Data 2005,Federal Ministry of Education and Research より
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3 年の就学義務を果たさなければならない。公立の授業料は無料、教材は無料か貸
与される。州によっては両親の収入に応じた負担が求められるところもある。

3.1.3

教育制度の特徴とその体系

（１）教育制度の特徴
早期専門分化（分岐型教育制度）
：早期振り分け・早期選別制度、日本で言えば小
学校 4 年終了時点で将来の職業を見据えたコース分けが行われる。PISA 調査の結果
からも明らかように、ドイツでは成績の良い生徒とそうでない生徒の格差がますま
す開いているとされ、低所得層の子弟は教育を受ける機会に恵まれていないと指摘47
されている。OECD48によると、
「4 学年が終わったばかりの 10 歳児がそのような早
い段階で進路を選ばなければならないことが原因である」と指摘されており、
「既存
の分岐型教育制度の改善だけで教育制度全体の改善が図れるものか」と疑問視され
ている。
職業教育・就業経験の重視49：ドイツ人の子弟は職に就くことが伝統的に当然視さ
れている。就業経験も重要な教育経験とみなされ、一定の就業経験が学業単位と同
等に扱われる。中等教育機関の一部に、一定の就業経験があれば入学資格にカウン
トできる仕組み50がみられる。高等教育機関においても、講義を受講した期間と実務
体験・実習経験が同等の重みをもって単位認定される大学がある。
資格の重視51：高卒・大卒、或いは、○○大学卒というような学歴や年令要件（何
歳以下という年齢制限など）よりは、どのような卒業資格・職業資格があるかによ
って、その人の入学時や企業の採用時の判断が行われる。資格取得がステップアッ
プの重要な手段となっており、職業訓練と学校教育が資格取得という点で密接に関
連している。
予算をみると、初等、中等教育は州が 8 割強負担し、地方自治体が 2 割弱を負担
するのに対し、高等教育では、州が 9 割弱を負担し、連邦が 1 割強を負担する構造
になっている。

47
48
49
50
51

財団法人海外職業訓練協会 HP「ドイツ、教育事情」2005.1.8 より引用
財団法人海外職業訓練協会 HP「ドイツ、教育事情」2005.1.8 より引用
今回の訪独現地調査結果より
例えば Berufsoberschule（職業上級学校）の入学資格
今回の訪独現地調査結果より、及び連邦統計資料より
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（２）教育制度の体系
バーデン・ビュルテンベルク州を中心にドイツの教育制度の概要52を示したものが
次の図表である。
左上からまず就学前教育として幼稚園や幼稚園に相当する教育機関がある。6 才
になると原則全員が基礎学校といわれる日本で言えば小学校 1 年から 4 年に相当す
る学校に進み、ドイツ語の読み書きや算数を中心とした授業を受ける。この授業は
大半の学校で午前中だけ行われる。授業は昼までで終わる半日制53となっている。ド
イツの教育改革を謳う提言をみると、教育の全日制化が課題とされている。連邦政
府54は学校政策の方針転換を促すために将来の教育と保育という投資プログラムを
通じて、全国的な「全日制」の導入・拡充に努めている。
下図は今年度実地調査を行ったバーデン・ビュルテンベルク州を中心に据えた場
合のドイツ教育制度の俯瞰図である。

52 Basic and Structural Data 2005、Federal Ministry of Education and Research、並びに各種文献、訪独調査結果
をもとに作成したもの
53 ドイツ連邦共和国外務省発行「ドイツの実情」HP「教育」より
54 ドイツ連邦共和国外務省発行「ドイツの実情」HP「教育」より
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図表 3-1

ドイツの教育制度概略図（バーデン・ビュルテンベルク州を中心としたケース）
高等教育機関

幼稚園等

総合大学
工科大学等の単科大
学
学士、修士、博士

後期中等教育段階

基礎学校

ギムナジウム上級
１１～１３年生

前期中等教育段
階
ギムナジウム
５～１０年生

総合制学校
３コース併設

協調教育大学
学士、修士

総合制学校
ギムナジウム上級
１１～１３年生

応用科学大学
学士、修士
上級
管理職
エンジニ
ア

職業ギムナジウム
専門ギムナジウム
１１～１３年生

後期中等教育段階

実科学校
５～１０年生

アカデ
ミック
コース

後期中等教育段
階

全日制職業専門学校
全日制１年以上

マネジメ
ントコー
ス

職業上級学校
（全日制、２年以
上）
専門上級学校
全日制１年以上
定時制３年

基幹学
校
５～９年生

デュアルシステ
ム
訓練市場
夜間ギムナジウム
成人向けカレッジ（コレー
ク）

履修義務
定時制職業学校
Berufsschule
＋
企業内職業訓練

商工業専門学校
（全日制、６M～3Y）
（定時制、３Y～４y)）

労働市場での就業経験

中間
管理職
テクニカ
マイス
ター

テクニカ学校
マイスター学校

熟練技
能者
職業上構学校
Berufsaufbauschule
全日制：1～1.5Y
定時制：3～3.5Y

前期
中等
教育
卒業
資格

手に職
様々な職業資格
作業者

出所：Basic and Structural Data 2005 p7､8,32,33、
Vocational education and training in Germany short description Ute Hippach-Schneider Marie
Krause Christian Woll、CEDEP Panorama series ,138 p22 Overview of the education system など
から政策科学研究所山藤作成
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基礎学校を終えると、生徒は選別され、主に三つの前期中等教育課程のいずれか
に進む。一つ目は大学進学を前提とした中高一貫校であるギムナジウム、二つ目は
働くための技術を身につけることを前提とした実科学校、これは実業中学或いは専
門中学、商工業中学とでも訳しうるもので、卒業以降の本人の努力次第で大学等の
高等教育に進むことができるコースである。三つ目は手に職を付けることを前提と
した基幹学校で、ここでは在学中から職業体験活動が義務づけられている。
図表 3-2 前期中等教育の学校種類別生徒数の分布

（単位：千人）

287.1
（5.5%）
1642.7
（31.2%）

20.5
（0.4%） 498.4
（9.5%）

1521.3
中等教育計
（小5～中3）
5266.7千人

（28.9%）

オリエンテーション段階
基幹学校・基幹学校（複
数コース制）
実科学校
総合制・フリーウォード
ルフ学校
夜間基幹

1296.7
（24.6%）

ギムナジウム 5-10年生

出所：Basic and Structural Data 2005、Federal Ministry of Education and Research より政策科学研究
所山藤作成

前期中等教育においては、概ねギムナジウムが 3 割、実科学校が 2 割 5 分，基幹
学校が 3 割弱、総合制が 1 割、どの学校にするか未定というオリエンテーション段
階が 5％強という構造になっている。
次に、前期中等教育入学者（日本の中学生に相当）が卒業時点でどのような修了
資格を手にしているかをみると、基幹学校の卒業生が日本の卒業生と根本的に異な
る点が観察される。
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図表 3-3 中等教育終了段階における資格別保有者及び職業訓練修了者
中 等 教 育 終 了 段 階 に お け る 資 格 別 保 有 者 数 と職 業 訓 練 修 了 者 数 の 比 較
千人
500

4 6 8 .0

5 0 4 .3

C：不 明
3 8 3 .9

400
C 1 3 8 .0

3 6 9 .0

300
B 8 4 .1
200
100

A：基 幹 学 校
卒業資格有

A 2 4 5 .9

基
幹
学
校
卒
業
者

B：基 幹 学 校 卒 業 資 格 無
実
科
学
校
卒
業
資
格
者

大
学
入
学
資
格
者

職
業
訓
練
修
了
者
数

出所：Basic and Structural Data 2005、Federal Ministry of Education and Research より政策科学研究
所山藤作成

即ち、我が国の入学者は概ね修了者と重なるが、ドイツの入学者は卒業しても全
員が修了証を手にするわけではない。この点が大きく異なる。基幹学校をみると、
修了した生徒は約 246 千人、これは全体の 52％に過ぎない。基幹学校卒業資格を取
れないまま卒業する生徒が 84 千人いる。これは全体の 18％、2 割弱に上る。また、
不明という項目が 138 千人と 3 割弱も存在する。
もう一つ、我が国と大いに異なる点がある。それは年令による制限の有無である。
我が国では、卒業年次になれば大半の生徒はそのまま卒業するのが普通である。し
かし、ドイツでは最低在籍年数を経過しても依然として在籍している生徒が一定割
合みられる。基幹学校は通常であれば、14～15 歳で卒業年次を迎えるが、16 歳55で
16.6％、17 歳以上でも 5.1％もいる。実科学校も同様に 15～16 歳で卒業年次を迎え
るが、17 歳以上が 7.71％もいる。このように年令で縛られないのが一つの特徴であ
るように思われる。
この背景には、ドイツでは日本のように卒業年次を迎え、出席日数が足りていれ
ばほぼ自動的に修了とみなされ、卒業できる仕組みにはなっておらず、卒業試験に
合格しない限り、卒業はしても修了したとはみなされないという資格制度があるこ
とと、年令にこだわらない風土があることなどが考えられる。

55 州によっては、基幹学校を 9 年制ではなく 10 年制とするところもある。
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図表 3-4 前期中等学校に於ける同世代の在籍割合

（単位：％）

同世代に占める在籍割合

％
0.00.7
0.22.80.4

18歳～30歳

17歳

4.4 0.0
1.3 4.9 2.5
16.6

16歳

0.4

5.8

28.2

15歳

8.7

0.6

14歳

30.9

13歳

30.0

15.7

16.2

0.6

0.6

8.7
8.4
0.7

7.5

11歳

35.9

0.7

6.4

基幹学校0

0.42.8

8.6

10
20
30
自由ウォードルフ学校

31.2

23.5

35.5

15.6

29.9

23.8

12歳

10歳

27.7

23.5

21.0
17.7

29.5
27.1

14.7

40
総合制学校

50 実科学校
60

70
80
ギムナジウム

90

100

出所：Basic and Structural Data 2005、Federal Ministry of Education and Research より政策科学研究
所山藤作成

後期中等教育課程は全日制の通学者と、週何日か通学する者や夜間通学を含む定
時制の通学者に分かれる。いわゆるデュアルシステムは全日制通学者以外の生徒が
義務教育（18 歳まで）を履行するための方策という見方もできる制度である。訓練
企業での実務訓練と定時制職業学校通学という二つの訓練機関と学習機関をセット
にし、この過程をパスしたものを義務教育修了者とみなしている。
下図は、後期中等教育における学校種別年齢別通学者の在籍状況をみたものであ
る。前期中等学校と同じく、年令に大きなばらつきがあるのが特徴である。特に職
業学校は 17~19 歳では 3 割を超えており、20 歳以上でも 16％～28％とかなりの人が
職業学校に通学していることがわかる。しかし、その比率は 23 歳以上になると急減
する。この年齢分布をみるときに注意を要することは、ドイツの場合、1 年間の兵
役または社会福祉に従事する義務があることである。通常、20 歳前後で兵役等に就
くという。
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図表 3-5 後期中等教育における同世代の在籍割合

％

（単位：％）

同世代に占める在籍割合

23歳～
2.50.0 4.4 2.1
30歳
22歳 0.6

2.51.8

16.2

21歳 0.9

20歳

1.51.2

28.3

3.9 2.8

24.4

3.2

19歳

18歳

25.0

17歳

25.0

16歳

6.5

33.4

14.8

10.9

37.1

32.1

16.6

12.1

4.8

7.8

13.4

6.6

6.3

2.6

15歳 03.1 1.50

0

10

20
ギムナジウム

30
40
50
職業学校
職業専門学校

60
70
80
職業ギムナジウム等

90

出所：Basic and Structural Data 2005、Federal Ministry of Education and Research より政策科学研究
所山藤作成
注：このグラフ中での学校の範囲は以下のとおり：ギムナジウム（含む、総合制学校及びその類
似学校、夜間ギムナジウム、全日制成人カレッジ）、職業学校（含む、職業準備年、基礎職
業訓練年、職業上構学校）
、職業ギムナジウム（含む、職業上級学校、専門上級学校、コレ
ーグ、特別職業アカデミーなど）

ドイツの教育制度は、一定の追加条件をクリアすれば、上級の資格や大学等の高
等教育入学資格が得られるという特徴がある。例えば、ギムナジウムからデュアル
システムに進み、その後大学に進学する、或いはデュアルシステムを卒業してから
正式に就職し、一定の就業経験を経た後で再び後期中等教育機関に入学するなどの
ケースが存在する。その場合も他の教育機関同様、追加条件をクリアすることでさ
らに高等教育機関に進むことができる。
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図表 3-6 大学・応用科学大学入学者の出身学校別分布状況
（単位：千人）
大学入学資格取得者 一
般系学校

102.5

（11.0%）

B注
A注

11.3

（1.2%）

222.3

（23.8%）

32.9

大学入学資格取得者 職
業系学校
応用科学大学入学資格
取得者 一般系学校
応用科学大学入学資格
取得者 職業系学校

（3.5%）

注 A：大学入学資格取得者計 255.2千人（27.3％）
B：応用科学大学入学資格取得者計 113.8千人（12.2％）
計 369千人（39.5％）
但し、％は同年齢に占める割合を表わす

出所：Basic and Structural Data 2005、Federal Ministry of Education and Research より政策科学研究
所山藤作成

伝統的な大学には、ギムナジウムを卒業して入学する例が多いものの、中には職
業系学校から入学する例がある。一方、応用科学大学にギムナジウム等から入学す
る例も少なからずみられる。
高等教育機関には 3 つの種類がある。総合大学や工科大学などの伝統的な通常の
大学、応用科学大（FH：Fachhochschule）と訳される実務志向の強い大学、訓練先企
業の社員として大学での理論学習と企業での実技実習を交互に繰り返すという大学
版デュアルシステムを行う協調教育大学（BA:Berufsakademie）の三つである。入学
資格は二つある。Abitur は大学と協調教育大学、応用科学大学のいずれにも入学で
きる。FH 入学資格は応用科学大学に入学できる。この他に、専攻学科を特定した大
学入学資格がある。
後期中等教育やデュアルシステムを終えて、一度就職した生徒が再び学べる教育
機関としてテクニカ学校やマイスター学校などの商工業専門学校がある。夜間ギム
ナジウムでは、働きながら進学のための教育を受けることができる。なお、テクニ
カやマイスターは企業の場合では中間管理職としての位置付けが行われている。
以降の各図は、前期中等教育課程の三コースそれぞれに進学した生徒が進むこと
ができるパスの可能性を図示したものである。
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3.1.4

前期中等教育

（１）基幹学校入学者の場合
図表 3-7 基幹学校卒業生の進路
基礎学校

基
幹
学
校
卒
業
資
格

基幹学校
５～９年生

総合制学校の

基幹学校

全日制職業
専門学校
２年以上・修了
２～３年コース
１～２年コース

学習年数
に応じた
職業訓練

11.5%
訓練契約
有

22.1%

有
訓練契約
無

BGJ
注２

1.6%

2.1%
卒業資格無
義務教育を辞
めた人

デ
ュア
ル
シ
ス
テ
ム

BVJ（職業準備年）
注１

初
期
職
業
訓
練
資
格
取
得

応用科学大学入学
資格

応用科学大
学
学士、修士

一定の条件
をクリア

商工業専門学校
（全日制、６M～3Y）
（定時制、３Y～４y)）
テクニカ学校
マイスター学校

就
業
経
験

テクニカ・
マイス
ター試験
合格

マテ
イク
スニ
タカ
・
ー

コース
５～９年生

一定の条
件をクリア

熟練技能工
修了できれば前
期中等教育卒業
資格獲得

職業訓練を受ける機会無

実科38.1%

定時制職業学校
Berufsschule
＋
企業内職業訓練

非熟練技能工
作業者

職業上構学校
Berufsaufbauschule
全日制：1～1.5Y
定時制：3～3.5Y

大学資格18.9%
職業訓練生の
出身割合

職業
資格

無回答4.5%
無し1.1%

出所：Basic and Structural Data 2005 p7､8,32,33、
Vocational education and training in Germany short description Ute Hippach-Schneider Marie
Krause Christian Woll、CEDEP Panorama series ,138 p22 Overview of the education system など
から政策科学研究所山藤作成
注 1：BVJ 職業準備年：個人的・家庭の経済的・社会的理由によって義務教育を辞めた、又は
授業についていけない者で、職業訓練を受ける（職業養成訓練生になる）機会を得られな
い者を対象にした制度である。フルタイムの職業教育を行う。生徒は、BVJ を行うこと
で職業学校における修学義務を果たしたものと認められ、またハウプトシューレの卒業単
位にも充当できる。以上、海外における職業教育の事情、ヨーロッパにおけるキャリア教
育の動向、1．ドイツのキャリア教育（国立教育政策研究所 総括研究官 坂野 慎二氏）
http://211.120.54.153/b_menu/houdou/16/02/04022002/003/014.htm より引用
注 2：BGJ 職業基礎学習年：職業学校におけるプログラム。
（1）1 年間のフルタイムの授業か、
（2）1 年間のパートタイムの授業（同時にパートタイムでの事業所における職業訓練）
である。対象となるのは、主にハウプトシューレの修了を予定している若者（職業教育義
務がある）で、職業養成訓練生としての雇用の場を見つけられなかった者。その者が職業
養成訓練生になった場合に事業主の許で行ったであろう職業養成訓練を、国が提供する。
以上、海外における職業教育の事情、ヨーロッパにおけるキャリア教育の動向、1．ドイ
ツのキャリア教育（国立教育政策研究所 総括研究官 坂野 慎二氏）
http://211.120.54.153/b_menu/houdou/16/02/04022002/003/014.htm より引用
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このコースの特徴は、手に職を付けることを前提としていることである。基幹学
校を終了しても中には修了しない生徒がいることから、基幹学校未修了者のための
BVJ56と呼ばれる学校や、未修了者が就職後再度学校教育に挑戦し、基幹学校修了資
格を取るための学校（職業上構学校57）があることなども特徴的である。
デュアルシステムへ進んだ生徒の経路をみると、最も多いのは実科学校経由の生
徒（38.1％）であり、基幹学校の生徒（22.1％）は 2 番目に多いグループに属する。
訓練生の所属する業種をみると、訓練生の半数強は商工業、3 割強が手工業で職業
訓練を行う。ここでいう商工業とは一定規模以上の企業のことであり、手工業とは
理髪店、大工、パン屋さんなど小規模零細企業のイメージが強い。
図表 3-8 商工業訓練生（デュアルシステム）の学業資格別分布
商工業訓練生(310千人）の学業資格別構成比
（単位：％）

38.1
22.1

18.9

11.5
1.1

2.1

4.5

1.6

無回答

応用科学大
学 ・
大学入学

実科学校

全日制職業
学校

職業基礎年

基幹学校

職業準備訓
練年

無

50
40
30
20
10
0

出所：Basic and Structural Data 2005、Federal Ministry of Education and Research より政策科学研究
所山藤作成

基幹学校卒業生のデュアルシステムに占める位置付けをみると、職業訓練生全体
に占める商工業の割合 55％に対し、基幹学校出の訓練生全体に占める商工業の割合
は 40％と商工業では全体を下回り、同じく手工業 31％に対し、基幹学校 50％と手
工業では全体を上回る。手工業全体の 1/2 弱（48.9％）は基幹学校の卒業生が占める。
基幹学校を出ると手工業に入る生徒が相対的には多いといえる。この点は現地調査
の結果とも符合する。また基幹学校未修了者は作業者、つまり非熟練労働者になる
ことが多いともいわれている。
しかし、通学して一定の条件さえクリアすることができれば、最終的には応用科
学大などに進む経路が確保されているほか、テクニカ・マイスター学校に進む経路
もある。制度上は非常に幅のある自由な進路選択が可能である。これはドイツの教
育制度の大きな特徴である。

56 図表 3-7 の注１参照
57 図表 3-7 の図下部参照
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図表 3-9 デュアルシステム訓練生の従事する訓練先の業種別分布

13.1 職業訓練業種別分布
145.7
0.4 （0.0%）
（9.2%） （0.8%）
43.3
（2.7%）
38.3
（2.4%）
838.4
502.4
（53.0%）
（31.8%）

千人

商工業
手工業
農業
公共部門
自由業
（Home Economics）
海洋、船舶

出所：Basic and Structural Data 2005、Federal Ministry of Education and Research より政策科学研究
所山藤作成

職業学校の多くは、全日制と定時制の二つのコース選択が可能である。定時制に
は、夜間コースの他にデュアルシステムの生徒が通う職業学校の場合のような週何
日か通学するというコースが存在する。履修期間をみると、定時制の場合は全日制
よりは長くなり、中には 2 倍～3 倍に及ぶ期間が設定されている場合もある、全日
制を出ても、定時制を出ても、卒業資格としては同じである。全日制だと早く取得
できるメリットがある。このように、生徒は通勤しながらステップアップのための
教育機関に通学することができる。
（２）実科学校入学者の場合
実科学校の場合、基幹学校のように職業体験は義務ではないが、卒業前の一年間
のどこかで職業ガイダンスを受ける。卒業後は、デュアルシステムへ進むか、或い
は職業学校に直接進む。また、デュアルシステムに進んだ後、または、一度正式に
就職した後、上級の職業学校に進み、一定の条件をクリアできれば、大学などの進
学資格に挑戦することができる。応用科学大学に入学する学生のうち、およそ 1/3
がデュアルシステムの経験者で占められる。実科学校の卒業生が進むことの多い上
級の職業学校は、州によっても異なるが、応募者の入学するまでのキャリア・資格
に応じて、全日制 1 年コース、全日制 2 年コース、定時制コースなど様々なコース
が用意されている。上級職業学校の入学資格をみると、実科学校卒業資格或いは実
科学校と同等の資格に、職業訓練を修了していることが求められる、この他に、5
年以上の十分な就業経験があれば、職業訓練修了証の代わりとして認める職業学校
もある。職業訓練や一定の就業経験を入学の条件にするという発想の中に、職業経
験が座学と同等の意義があり、重みがあるという考え方がある。
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図表 3-10 実科学校卒業生の進路
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出所：Basic and Structural Data 2005 p7､8,32,33、
Vocational education and training in Germany short description Ute Hippach-Schneider Marie
Krause Christian Woll、CEDEP Panorama series ,138 p22 Overview of the education system など
から政策科学研究所山藤作成

また、日本ではドイツのマイスターが有名であるが、日本でいうマイスターとは、
高度専門技能者というニュアンスが強い。ドイツでは、手工業会議所の試験にパス
したマイスターは、いわゆる「職人の親方」として自分で独立開業することがある
が、商工会議所の試験にパスしたマイスターは、企業の中で中間管理職となり、エ
ンジニアと技能工の間を調整する役割を荷う。通常マイスターは専門の学校に 1 年
間、マイスターより上位資格のテクニカは 2 年間通学する。いずれも優れた技術技
能のみならず、経営学、企業経済、教育訓練法、心理学などを学ぶという。実科学
校の卒業生の中から、企業のテクニカやマイスターになる者が出てくる。実科学校
に進むと、本人の意欲次第で多様な選択肢の中からキャリアパスを築いていくこと
ができる。早期選別の欠点を補う仕組みが整っているといえる。
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（３）ギムナジウム入学者の場合
ギムナジウム58進学者の場合、基本的にはそのまま Abitur（大学入学資格）を取得
して大学に進学する。これが一般的である。しかし、現地調査で聴取したケースで
は、Abitur を取得した後、大工職の親方のところでデュアルシステムによる職業訓
練を受け、その後、大学に進み、工学修士（ディプロム）を取得した例がみられた。
もっともこのケースは極めてレアケースとのことであったが、そのような選択があ
り得ることは注目されて然るべきである。
また、現地調査によれば、近年ドイツ固有の大学制度が EU の国際標準に準拠す
る動きが進むにつれ、三つある大学の進路にやや変化がみられるという。従来、ス
トレートに大学（いわゆる総合大学や工科大学）に進学していた生徒が近年は協調
教育大学や応用科学大学に進むケースが増えてきているという。これは大学に比べ、
より短期間で学士号が取得できるほか、協調教育大学では訓練先企業から報酬が出
ることから経済的なメリットが評価されつつあるという。
下図は、大学と応用科学大への進学者の出身別構成をみたものである。
図表 3-11 ギムナジウム卒業生と総合大学等進学者の出身経路（単位：千人、％）
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エ
ン
ジ
ニ
ア

出所
Basic and Structural Data 2005 ｐ7､8,32,33
Ｖｏｃａｔｉｏｎａｌ education and traning in Germany
short discription Ute Hippach-Schneider
Marie Krause Christian Woll
Cedep Panorama series ,138 p22 Overview
of the education system より作成

その他の
入学試験

出所：図表右下出所資料、訪独時入手資料、インタビュー結果などから政策科学研究所山藤作成
注：右上の表は中等教育卒業時に取得した資格の校種別データ、図中は入学者の校種別データ

58 ギリシャ語ギムナシオンが語源。ギムナシオンは古代アテネで 14~18 歳までの自由市民が通学した中等
教育機関のこと（山崎正和著「文明としての教育」新潮社 2007 年より）
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伝統的な大学への入学者の出身経路をみると、全体の 87％は進学校であるギムナ
ジウムコースを出た人たちである。しかしながら、残りの 13％はいわゆる職業系の
学校を卒業した人たちである。つまり、主に実科学校を経て職業ギムナジウムや専
門上級学校などの職業学校に進学し、さらに大学入試に必要とされる学習科目に挑
戦して、見事に Abitur 試験にパスした人たちである。シェアは小さいものの、実科
学校等から大学へ進む道が確かに存在することがわかる。ドイツの教育制度にみら
れる進路選択の多様性が具現したものとみることができよう。また、職業学校では
なく「高度に天賦の才のある人」のための入学試験が設けられ、0.8％の学生が入学
しているという事実も注目に値しよう。
図表 3-12 ギムナジウム卒業生と応用科学大学への進学者の分布（単位：千人、％）
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Basic and Structural Data 2005 ｐ7､8,32,33,84,85
Ｖｏｃａｔｉｏｎａｌ education and traning in Germany
short discription Ute Hippach-Schneider
Marie Krause Christian Woll
Cedep Panorama series ,138 p22 Overview
of the education system より作成
注、Abiturを保有していると応用科学大学にも入学できる

出所：図表右下記載の資料、訪独時入手資料、インタビュー結果などから政策科学研究所山藤作
成
注：右上の表は中等教育卒業時に取得した資格の校種別データ、図中は入学者の校種別データ

次に応用科学大学（FH: Fachhochschule、または単に Hochschule）への入学者をみ
ると、ギムナジウム 33.4％、職業上級学校・専門上級学校の二つ合わせて 38.1％、
職業ギムナジウムや専門ギムナジウムが 8.5％、夜間ギムナジウム 6.3％、商工業専
門学校や全日制職業専門学校からも合わせて 6.8％が進学している。応用科学大学は、
伝統的な大学と比べ、より多様な出身者を受入れていることがわかる。これは、応
用科学大学がもともと職業に就く人のための教育機関であったことから、職業学校
卒業生の受皿という性格を反映したものと考えられる。戦前の我が国における工業
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学校→高等工業→工業大学という流れとよく似たシステムである。応用科学大学の
教授は、企業での 5 年以上の経験を必要とし、基礎研究ではなく企業からの受託研
究・応用研究を行う。応用研究によって学生に実習機会を提供する。学内は大きな
工場のような雰囲気が漂う。学生には、6 ヶ月（旧制では 12 ヶ月）の企業実習が義
務づけられている。このように進路選択の幅が広く、多様で自由な選択を可能にす
る余地があることがドイツ教育制度の大きな特徴であるようにみえる。

3.1.5

デュアルシステム（二元制教育訓練）の概要59

（１）定義
デュアルシステムとは、企業内職業訓練と定時制職業学校への通学をセットにし
た教育訓練制度である。前期中等教育の終了者が対象で、学校教育から実社会で就
業するまでを橋渡ししている。実習と理論の二つを企業と学校という二つの場所で
行い、企業と学校の二つを調整しながら規制する法律と監督体制の下で行われる学
習であることから、二元制つまりデュアルシステムと呼ばれている。
職業訓練生がデュアルシステムに入るには？
訓練生は、前期中等教育の終了 1 年前位のところで、連邦雇用庁の職業指導
コンサルタントが各学校を巡回して、職業に関するオリエンテーションを実
施する他、1～2 週間の企業実習を体験する。また、BIZ という電子情報シス
テムを活用して訓練先を探したり、訓練先企業への訓練希望を生徒が登録し
たりすることで、訓練先企業をみつけることができる。多くの生徒は BIZ セ
ンターを見学したり、BIZ システムを使ったりして自分で訓練先を探し、契
約を自ら行う。学校でも契約書類の作成方法などの指導が行われている。
注：今回の訪問現地調査より

（２）企業内訓練
企業内訓練の第 1 年目は、企業と訓練生が法律に則って締結した訓練契約に基づ
いて、概ね週に 3－4 日企業内実習場所（ワークショップと呼ばれている）で訓練を
受ける。職業訓練法には、連邦や州の公認職種、職種の名称、訓練期間、職業訓練
の必要要件、シラバスとスケジュールの輪郭、試験要件が規定されている。2 年目、
3 年目は、製造ラインの現場で OJT による訓練を受ける。この間、中間試験を受け
ることで訓練の達成度を測る。3 年半経つと商工会議所による最終試験を受ける。
試験は筆記試験と実技試験からなり、職業学校で行われる。実技課題によっては訓
練先の企業で行われることもある。商工会議所の担当者と企業の訓練責任者と訓練
59 Dual System at a Glance,2007,Federal Ministry of Education and Research より
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マイスター並びに職業学校の先生は、お互いに密接に連絡を取合っている。
図表 3-13 訓練シラバスとスケジュールの具体例 1（ボッシュ社での職業訓練週次予定表）

出所：ボッシュ社、エレクトロニック部門の訓練スケジュール（訪問時撮影）

訓練シラバスや訓練スケジュールをみると、ボッシュ社の例（上記写真）のよう
に訓練生一人ひとりについてどのような訓練を実施するか、週単位で記入されてお
り職業学校へ通学する日についても記載がある。職種部門毎にローテーションがあ
り、訓練内容が定められている。
（３）訓練期間60
訓練期間は法によって規定されており、職種によって異なる。機械関係は 3 年半。
また、規制によって見習い訓練期間中の解雇は出来ないようになっている。同様に
訓練手当が支払われることも契約に盛り込まれる。インタビューによれば、訓練手
当は 700～900（1,000）ユーロ前後のようである。熟練した技能工の手当の 1/3 がメ
ドであるという。手当は訓練年数が 1 年増す毎に少しずつ増額する。
（４）職業学校での学習
文献によれば職業学校には「週 1.5 日通学する」とある。実際には、毎週行く曜
日と隔週行く曜日が決まっているので、週 1 日ないし、2 日通学することになる。
これを均して 1.5 日と表現されている。職種によっては毎週通学するのではなく、
ある時期にまとめて学校での勉強をする場合もある。例えばピアノの製造のように、
どの地域にも企業がある訳ではないような職種の場合、職業学校は遠くまで行かな
60 Dual System at a Glance,2007,Federal Ministry of Education and Research より、以下の項目も同様
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ければならない。このようなケースでは生徒の通学の便を配慮して、年に何回か集
中授業が行われる。職業学校での教育も州が定めたカリキュラムに従って職業教育
と一般教育が行われる。両者の割合は専門職業教育 2/3、一般教育 1/3 である。一般
教育では、一般教養としてドイツ語、社会科、宗教、体育を教える。専門職業教育
では職業オリエンテーション、数学、技術製図などが教えられる。授業方法は、座
学による理論から実習重視型へと変わりつつあるという。
（５）デュアルシステムに入るための資格と終了後の資格
企業の訓練生となるためには、特別の卒業資格などは必要とされず、ただ義務教
育を終了していれば誰でも入ることができる。但し、訓練先の企業は生徒自らが見
つけて訓練契約を結ぶことが求められる。訓練先企業を見つけることができなかっ
た生徒のために、一年間デュアルシステムについた場合と同様とみなされる職業基
礎学習年（BGJ）と呼ばれる職業学校に通い、翌年、再び訓練先企業を見つけるこ
とになる。
最終試験にパスすると、商工会議所が発行する州公認の職業訓練資格が得られる。
また、直接デュアルシステムに入らず、全日制の職業学校に行く場合もある。この
場合も修了するとデュアルシステムと同様に州公認の職業訓練資格が得られる。但
し、発行するのは商工会議所ではなく、職業学校が発行したものとなる。
（６）訓練対象職種と対象人数
2007 年現在で訓練職種は全部で 346 職種ある。このうち、49 職種は 1996 年以来
新たに対象となった職種であり、211 職種は 1996 年以来見直されてきた職種61であ
る。このように訓練職種は絶えず更新されており、新しい職種が必要とされれば、
連邦で検討の上、追加されることになる。訓練生は約 1.6 百万人、毎年 580 千人が
新しい契約を締結62している。
職業訓練がどのような業種で行われているかをみると、
下図のごとく、
全体の 53％
が商工業（ある程度の規模以上の企業）、手工業（個人営業と中小零細企業）が 32％、
自由業が 9％、公共部門や農業は 2％台となっている。実科学校を出ると、概ね商工
業分野で職業訓練を受けるケースが多く、基幹学校の生徒は手工業分野で職業訓練
に入ることが多いという。

61 Dual System at a Glance,2007,Federal Ministry of Education and Research より、以下の項目も同様
62 “Dual Vocational Training in Europe---The Germany case” Markus Kiss, DIHK Berlin より
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図表 3-14 職業訓練生の業種別人数（単位：千人）
職 業 訓 練 生 の 業 種 別 人 数 （千 人 ）

自由業
13.1
43.3

145.7

0.4

38.3
商工業

838.4
502.4
手工業

商工業

手工業

農業

公共部門

自由業

（Hom e E conom ics）

海 洋 、船 舶

出所：”Basic and Structural Data 2005” Federal Ministry of Education and Research より作成

（７）職業訓練の目標
デュアルシステムにおける職業訓練の目標は、体系的な訓練計画によって、変遷
する労働市場に適応できるような職業スキル、知識、職業能力資格が得られるよう
にすることと、最低限の職業経験を積むことができるようにすること63である。
（８）企業の利点
企業にとっては、①企業が必要とするスキルを持った労働者を確保できる、②新
卒採用予定者の定着が図れる、③なぜ働くかという動機を明確にし、企業への忠誠
心を高めることができる、④企業特有の職種に合った資格保有者を確保できる、⑤
訓練生の生産的な貢献が得られることで、訓練費用の一部回収が可能になるという
メリットがある64。また、会議所の関係者65によれば、①中程度の期間と低廉な採用
コスト、②次世代熟練工の確保が長所であるとされている。
（９）訓練生の利点
訓練生にとっては、①労働市場の将来展望が得られる、②公認資格が得られる、
③実際的な職業指導が得られる、④手当をもらうことができるというメリットがあ
る66。また、会議所の関係者67によれば、①労働市場と関連する訓練、②社会人とし
63
64
65
66
67

注 60 と同じ
注 60 と同じ
“Dual Vocational Training in Europe---The Germany case” Markus Kiss, DIHK Berlin より
注 60 と同じ
“Dual Vocational Training in Europe---The Germany case” Markus Kiss, DIHK Berlin より
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てのスキルや人格の陶冶、③手当をもらいながら学習できることから生まれる動機
付け、がメリットであるとされている。
（１０）デュアルシステム成功の要因
デュアルシステムが成功している一番の要因はこの制度が、①連邦政府、州政府、
企業との間で連携のための議論が行われていること、②合意に達した事項はそれぞ
れの関連する利害関係者に速やかに達せられ、実行に移されていること、③利害関
係者の行動は全て連邦の法制度体系、就中 BBiG（職業訓練法）と略称される法的枠
組みによって統制されていること68である。
職業訓練法によれば69、企業内訓練は全ドイツで同じ法律に従い、①訓練生と指導
員の関係は法的に平等、②どの商工会議所であっても同等の訓練が執行される、③
どの商工会議所であっても同等の試験が執行される、④職業訓練期間中における海
外での就業が可能、という諸点が保証されている。あらゆる職種に固有の法令が定
められ、訓練内容、中間試験・最終試験の内容が規定されている。また、職業訓練
法にはデュアルシステム終了以後の職業訓練や職業再訓練についての規定も包含さ
れている。
このほかの成功要因として、①官民の責任分担がうまくいっていること、②企業
の実務的必要性に基づいた訓練が行われることの二点70が挙げられる。ここでいう官
民とは、連邦政府・各州の政府・雇用者連盟・商工（手工業）会議所・労働組合の
五つの関係団体と企業のことを指す。
（１１）連邦政府・州・企業・会議所の役割71
連邦は、①訓練対象となるべき職種を検証し、訓練立法における訓練内容と試験
内容を吟味する、②デュアルシステムを支援するための措置を制定し、③職業訓練
の研究を推進する。
州は、①定時制職業学校のカリキュラムを発出し、②教員の人件費を負担（建物
と設備などは地方自治体の負担）
、商工会議所の活動を監視する。
企業と労働組合は、①現にある職業訓練の更新や新しい職種についての草案を提
案する、②訓練規制草稿を作成し専門家候補案を出す、③標準となる契約雛形に盛
り込む内容、例えば訓練生の手当をいくらにするかというような交渉を行う。

68
69
70
71

注 60 と同じ
“Dual Vocational Training in Europe---The Germany case” Markus Kiss, DIHK Berlin より
“Dual Vocational Training in Europe---The Germany case” Markus Kiss, DIHK Berlin より
Dual System at a Glance,2007,Federal Ministry of Education and Research より、以下の項目も同様
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会議所は企業の自主的統治団体であり、①訓練関係者（企業と訓練生）へのサポ
ート・助言、②企業内での訓練の監督（含む：中間試験・最終試験・訓練士試験の
査察）、③企業と訓練士の訓練能力の立証、④訓練契約の許可と登録、⑤試験の考案
とその実施を行う。
IHK は日本では商工会議所と訳されている。しかし、その実態は異なる印象を受
ける。ドイツ国内に 81 の会議所があり、ドイツの全ての企業は法によって加入が義
務づけられている。メンバー企業は 300 万以上、海外にも 80 カ国 120 事務所を構え
る組織である。教育と職業訓練というデュアルシステムは会議所 6 大事業のうちの
一つに位置付けられている。
（１２）歴史と特徴
商工業のデュアルシステムは、1869 年に職業教育が義務化されたことに始まる。
1969 年に職業教育法が施行された。2005 年春に見直しが行われ、現在に至る。一方、
手工業は、古代の職人や商人に始まり、中世のギルドを経て、1897 年に手工業会議
所ができ、1969 年に職業教育法に統合された。
前期中等教育（義務教育）の卒業生の概ね 6 割がデュアルシステムに参加してお
り、
すべての義務教育終了者に門戸が開かれている。総費用の 84％は企業が負担し、
16％は州が負担している。行政からみると安上がりな施策という面がある。しかし、
企業側も相応にメリットを感じており、成功裏に機能しているといわれている。最
大の特長は若年失業率が EU 内の他国に比べ、相対的に低く、2000 年前後でも 4％
程度であるという事実に現れている。
図表 3-15 デュアルシステム卒業生の失業率
デ ュアル シス テム 卒 業 生 の 失 業 率
デ ュアル シス テム 卒 業 生 の 失 業 率

14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
1998年

1999年

2000年

2001年

出所：Federal Ministry of Education and Research Dual System at a Glance 2007 より
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3.1.6

産学官連携によるデュアルシステムの推進体制

教育問題を管轄する官庁は、職業資格を得させるためのさまざまなバックアップ体
制を取っている。職業オリエンテーションは、前期中等学校段階から行われる。職業
資格は連邦の職業教育研究所で絶えず更新改善が行われる。
今回の現地訪問調査において、官庁でも教育機関でも「この州は自動車産業で持っ
ている」と認識している人が多く、口々に「デュアルシステムを機能させることによ
って、自動車産業で活躍できる人材を供給したい」と抱負を述べていた。
企業側は、短期的にはコスト負担や人的負担を伴うがそれは長期的な人材投資と考
えており、教育機関や官庁と密接にコミュニケーションが取られている。
図表 3-16 デュアルシステムに係わる産官学連携の相関図

州

連邦

連邦教育研究省関連他省

州政府
州文部大臣

連邦職業訓練教育研究所

州間調整
学習指導要領

常設文部大臣会議
(KMK）

訓練規則・法律

職種別の試験委員会
従業員代表 １名
雇用者代表 １名
職業学校教員１名
計３名

商工会議所

要領（フレームワーク）

試験委員会
モニター

Dual System ( 職業訓練生制度） Ausbildung

KMKの要領
職業学校：１２時間/週
職業科目：８時間/週
一般科目：４時間/週
一般科目
ドイツ語、
社会科/実務研修、
宗教、
体育

職業学校

企業職業訓練

(週１～２日)

(週３～４日)

訓練指導監督

訓練指導監督

訓練生
見習い訓練(通常３年間)
訓練生の報酬
一年目：練達者の
約１／３
年々増加
企業と訓練生は
職業訓練契約を
締結する

試験の指導監督

終了二年前
中間試験
到達段階が
わかる試験

トレーニング期間は
訓練生の中学卒業資格（アビ
トウア）によっては企業の合意
の下、期間短縮のケースもあ
る

終了時
最終試験
資格取得

試験期間は職種によって
区々
実務試験：
数時間～数日～数週間に
及ぶものもある
筆記試験：２時間
口頭試問：30分
が一般的

商工会議所発行の証明書
個々の訓練司令に基づく
関連職種では国中に通用
資格証明は統一書式による

職業訓練の目的
若年層に総合的な職業能力を身につけさせること
被雇用者としてつとめを果たせる能力を与えること
効率的・効果的・革新的・自主的・自己責任・協調性をもって訓練を遂行すること

出所：訪独時入手資料、インタビュー結果などから政策科学研究所山藤作成
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（１）デュアルシステムは義務教育の一環
デュアルシステムという二元制教育は、義務教育の一環という位置付けにある。
18 才まで学業専念、または学業＋職業訓練という組合せが義務となっている。この
ため、デュアルシステムや関連する職業教育には、基幹学校未修了の生徒や何らか
の理由で学校に行けなかった生徒をすくい上げて何とか教育と訓練を施せるように
するという側面もある。今回の訪問先では Max-Eyth カレッジの中にこのようなコー
スがみられた。
（２）マイスター制度
マイスター制度について、既に「１．ドイツの教育制度とデュアルシステムの概
要、２）教育制度の体系、実科学校入学者の場合」のところで触れたように、日本
では名人（高度専門技能者）というイメージがある。確かに手工業系統（鋳物師な
ど自分で開業するようなケース）ではそれに近いイメージがある。しかし、手工業
においても専門技能・知識に加え、経営者・教育者としての能力があることが求め
られる。工業系（企業に雇用されるケース）では、エンジニアの下で作業者を束ね
る管理・マネージメント能力とエンジニアと作業者の間に立つ意思伝達能力が、技
術・技能力と同じように重視される。
マイスターの上に最上位資格としてのテクニカという資格もある。マイスター学
校は 1 年制、テクニカ学校は 2 年制で、テクニカは州公認経営士という専門家であ
る。マネージメント業務遂行能力があることが保証されている。
マイスターもテクニカも中間管理職という位置付けであり、一般工員とは区別さ
れ、職員（ホワイトカラー）とされる。しかし、工場長、或いは部門長は原則とし
てエンジニアであり、厳然とした身分上の区別がみられる。観察したところによれ
ば、エンジニアはホワイト層、マイスターは文献（財団法人海外職業訓練協会 “グ
ローバル人づくり”
、隔月刊誌第 96 号 2006．Vol24.No2「ドイツにおける職業教育訓
練制度について」阪本明美・本多千波著、p23）ではホワイト層とあるが、現地で観
察した限りではどちらかといえばブルー層により近く見える。
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図表 3-17 ドイツ製造業における職階のイメージ
図 表 ：ドイ ツ 企 業 の 職 位 ・職 階 、 テ ク ニ カ ・マ イ ス タ ー の 位 置 づ け

経 営 層
工 場 長
部 門 長

セ ー ル ス ・
エ ン ジ ニ ア

研 究 ・開 発
企 画 ・設 計

工 学 士 、 エ
ン ジ ニ ア 層

品 質 管 理
工 程 管 理

職
員
層

テ ク ニ カ ・ マ イ ス タ ー

準 マ イ ス タ ー ク ラ ス

技 能 工 、
作 業 者

工
員
層

熟 練 技 能 工 ・
ス ペ シ ャ リ ス ト
訓 練 生 （ 見 習 い 期 間 3 .5 年 ）

出所：訪独時入手資料、インタビュー結果などから政策科学研究所山藤作成
図表 3-18 今回訪問した先に於ける人材育成システム（企業ルート、除く手工業）
工学士（FH),工学士（BA),工学士
応用科学大学
（FH)

協調教育大
学

大学

Fachhochschule
資格取得者
資格に応
じた教育
機関通学
或いは、
一定以上
の就業経
験を経
て、資格
取得に挑
戦

エンジニア
層
トップマネジ
メント
工場長
部門長
研究・企画・
開発・設計
セールスエ
ンジニア
上級意思決
定者

Abitur取得者

テクニカ資格
マイスター資格

マイスター学校（１年）

各種ギ
ムナジ
ウム
夜間
ギムナ
ジウ
ム・コ
レーク

テクニカ学校（２年）

テクニカ・
マイスター
層
ミドルマネ
ジメント
現場管理
職
中級意思
決定者

商工業専門学校
Fachschule
職業
上級
学校

スペシャリ
スト層
現場の技
能工
工員層

専門
上級
学校
全日制職業学校

出所：訪独調査結果及び各種資料から政策科学研究所作成
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（３）デュアルシステムは高等教育にも浸透
BA（Berufsakademie）は職業大学、或いは、企業との間で教育を協調して行う協
調教育大学と訳すことができる大学で、バーデン・ビュルテンベルク州など 3 つの
州に設置されている。Abitur を取得した学生が応募できる。応募者は、各地の BA（協
調教育大学）の HP に登録されているパートナー企業を選んで、企業と訓練契約を
交わした後、企業の社員として大学に登録される。企業と大学とを 3 ヶ月毎に交互
に行き来し、理論と実務を併行して学習し、経験する。学士の学位が 3 年間という
短期間で入手できる（修士コースがあるところもある）ことと、手当てがもらえる
ので人気がある。卒業後改めて総合大学等で修士・博士を取ることができる。1974
年にバーデン・ビュルテンベルク州で初めてデュアルシステムの大学版として創設
された。同州では、現在協調教育大学が 12 箇所ある。
FH（Fachhochschule）は応用科学大学と訳すことができる。従来の文献では、専門
大学と訳されることが多い。訪問したエスリンゲンでは応用科学大学と英訳されて
いたため、本報告書ではこちらの表現を用いる。主な特色は、7 学期のうちの 5 学
期目が企業実習（これは、英訳するとインターンシップとなる）を行うと定められ
ていることである。また、ギムナジウム出身者で企業での職業訓練経験のない学生
の場合、応用科学大学に入学する前に、予備実習を受けることが入学条件となって
いる。受講の前提として企業実務経験があることが重視される。デュアルシステム
的な発想が色濃く残るカリキュラムを有する大学である。修士コースがあるところ
もある。
また、総合大学の学生の場合も、卒論を書くために企業実習を行うケースがある
という。実習の過程でその企業の実務的なテーマを選んで卒論に取組む。このよう
に、ドイツではデュアルシステムにみられる理論と実習の重視という考え方が、大
学教育においても色濃く反映されている。EU におけるドイツのデュアルシステム紹
介文献をみても、ドイツの大学はデュアルシステムの要素が強い運営が行われてい
ることが紹介されている。

3.2

ドイツの工業系教育の現状と実態

ドイツにおける工業系教育の現状と実態を把握するために、現地訪問調査を実施した。
実施日程は平成 19 年 9 月 23 日～29 日、調査対象地域はドイツで最も機械工業が集積
している地域の一つであるバーデン・ビュルテンベルク州、調査対象先は官公庁 3 箇所、
教育機関 2 箇所、企業 5 箇所、官公庁系公社 1 社、このほかインタビュー先への同行が
実現し、結果的にインタビューすることができた先には、商工会議所、ドイツ機械工業
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連盟がある。
訪独地域の概要は以下のとおり。

3.2.1

バーデン・ビュルテンベルク州概要

人口

10,601 千人

面積

35,752km2

人口密度

294 人/km2

州都

シュツットガルト市（人口 588 千人）

州の特徴

ドイツ有数の経済拠点、輸出量最多州、ダイムラー、ボッシュ、ポ

ルシェ、アウディ、SAP,IBM のほか数百に及ぶ中小企業
大学:9、応用科学大学:37、教育協調大学:12、研究施設 130 箇所
（以上、ドイツ外務省ドイツ事情、Berufsakademie Stuttgart HP 及び、バーデン・
ビュルテンベルク州 Berufsakademie 各サイトより）
州の中核産業 ：自動車産業
「バーデン＝ビュルテンベルク州はドイツ自動車産業の心臓部（中核地域）で
ある。」
自動車組立産業の売上高 680 億ユーロ、うち 60％が輸出,400 千人が約 1,700 事
業所で働く。
自動車部品のサプライヤーも集積が進み、ZF グループ、マーレ、ベール、ゲ
トラーグ、フロインデンベルグ、エーベルシュペーヒャー、マン・フンメ
ルなど国際的に名声を得ている。
（以上、auto world second issue 2007（Magazine of Germany automotive supply
industry VDA より）
州の自動車以外の産業
ABB,ヒューレット・パッカード、IBM、ミシュランの拠点も
（活動する州：バーデン・ビュルテンベルク州経済事情省発行 2005 年第 2 版よ
り）

当州は、1952 年、ビュルテンベルグ・バーデン州、ビュルテンベルグ・ホーエンツ
ォレルン州、バーデン州の 3 つの州が住民投票の結果一つの州になった。（活動する
州：バーデン・ビュルテンベルク州経済事情省発行 2005 年第 2 版より）
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3.2.2

ドイツ、バーデン・ビュルテンベルク州の位置

ドイツ、１６州

ポーランド

オランダ

チェコ
Stuttgart市

フランス

バーデン・ ビュ
ルテンベルク
州
オーストリア
スイス
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3.2.3

デュアルシステムにおける技能者教育

（１）ドイツ現地訪問調査の概要
平成 19 年 9 月に実施したドイツ現地訪問時の調査対象は、バーデン・ビュルテン
ベルク州内の官庁 3 箇所、関連公社 1 箇所、教育機関 2 箇所、機械工業 5 社である。
この訪問先で、同時に面談することができた団体として、ドイツ機械工業連盟、シ
ュツットガルト地域商工会議所がある。アポイントメントについては、在日ドイツ
商工会議所、在日ドイツ機械工業連盟、現地商工会議所出資の公社であるバーデン・
ビュルテンベルク・インターナショナルにそれぞれ大変お世話になった。以下は、
インタビュー先での聴取内容である。

（２）バーデン・ビュルテンベルク州経済省 19.9.24

10:00～11:15

Mr. Karsten Altenburg
Studiendirektor Referat Berufliche Bildung
研究ディレクター（職業教育担当）

【デュアルシステム：二元制職業教育訓練制度について】
日本や日本以外の外国からデュアル
システムのことをよく聞きに来るが、

図表 3-19 バーデン・ビュルテンベルク州、
州都シュツットガルト市内にある
経済省入り口玄関

歴史的背景が異なるので、表面だけ移植し
ようと思っても難しい。
特に手工業は、昔の徒弟制から出発して
おり、デュアルシステムの基礎となった。
この歴史的経緯と基礎があるから、企業は
デュアルシステムに協力するのは当然と考
えられている。それゆえ、100 人以上の企
業では、参加率が 100％に達する。
ベルリンにある連邦レベルでは、デュアルシステムの職業教育訓練に関する法規
制によって、職業内容が連邦内のどこでも均一になるようにコントロールしている。
350 種あるといわれている職業の種類や一般的に 3～3.5 年といわれる職業訓練期間
などを労働組合や雇用者側と調整し合いながら制度化している。
州のレベルでは学校側は文化・青少年・スポーツ省が担当し、企業側は経済省が
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担当するという二元的管理が行われている。地域レベルになると、経済省が一つひ
とつの企業を管理することは事実上無理である。そこで、実際の施策を遂行する機
関として商工会議所（以下 IHK と略す）に必要な業務を委任している。IHK が実務
上の執行機関である。IHK は、ある企業が訓練を任せられる企業かどうかをチェッ
クする役割と、訓練生と企業との訓練契約を登録する役割、企業の訓練生養成を監
督する役割、中間試験と最終試験を実施する役割などを受持っている。
IHK（商工会議所）という団体に加盟する企業の規模は、ホワイトカラーがオフ
ィスで働くというイメージのある中堅企業や大企業が主である。一方、手工業会議
所は中小零細企業や自営業のイメージが強い。町工場、手づくりの仕事、家具屋、
大工、屋根屋、パン屋、ヘアドレッサーなど、どちらかというとブルーカラー職種
というイメージがある。マイスターが経営している事業体が多い。Robert Bosch もそ
の昔はマイスターからスタートして大企業になった企業であり、徒弟制から出発し
た企業である。ドイツの企業は必ず IHK か手工業会議所に加入する義務がある。…
日本語では商工会議所と訳されているがその実態はかなり異なるようにみえる。企
業の加入義務にみられるように民間組織ではあるものの公的性格が強く、商工業二
元制推進機構とでも訳したくなるような印象が残る。
訓練生は、企業と職業訓練の契約を結ぶ。報酬も得る。報酬の金額は、それぞれ
の職種毎に決められている。報酬のレベルは 3 年間の訓練期間中に徐々に増えてい
く仕組みになっている。初年度月 800 Euro、二年目月 900 Euro、三年目月 1000 Euro
で平均月 900Euro である。
訓練契約はそれぞれの会議所にある登録簿に登録され、契約番号によって管理さ
れる。企業と訓練生との間で問題が起きたとき、IHK が問題を解決するべく、行動
を取る。経済省はこうした活動がスムーズに運ぶように法律面で監視する役目を負
う。経済省の権限や役割は、IHK と企業の間で何か問題が生じた時、例えば IHK の
指導に対して企業が異議申し立てをしてきた場合に調停することである。しかし現
実にはそのようなケースはまずない。
訓練企業の人気職種は一部の職種に偏る傾向がある。生徒の 80％が希望する職種
は 350 種ある職種の 20％に集中する。珍しい職種や人気の低い職種は授業を提供す
る職業学校が遠方にあることがある。こうしたケースでは、年に何回か、一週間あ
るいは二週間連続して集中授業が行われる。職業学校での授業内容は、数学、ドイ
ツ語、社会科、宗教、専門分野等である。
二元制職業訓練（デュアルシステム）の主な対象層は、基幹学校と実科学校の生
徒である。基幹学校の生徒は 8 年生時に、実科学校の生徒は 9 年生時に職業オリエ
ンテーションを受けることになっている。
この二つの生徒は全体の 2/3 位を占める。
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Berufsakademie（協調教育大学）は二元制デュアルシステムの一種である。授業と
企業内訓練をセメスター毎に交互に行う方式を採用している。但し、協調教育大学
は大学なので文部省の所管であり、経済省としては関知していない。
図表 3-20 デュアルシステムにおける官公庁の役割分担、及び今回訪問した先

連邦雇用庁

職業情
報セン
ター★
職業情
報提供
と職業
のオリ
エン
テーショ
ン・コン
サル
テーショ
ン実施

州 経済省★

州 文化・青少年・スポーツ省★

IHK★★
Baden-Wuerttmberg
International★

企業（5社）★

職業学校★

Index,leitz,mann-Hummel,
Lewa,Bosch

Max-Eyth-Schule Stuttgart

デュアルシステム（学校教育と企業訓練の二元制職業訓練）
企業内職業訓練
Index,★
leitz,★
mann-Hummel★,
Lewa,★
Bosch★

+

一般教育+職業教育
職業学校
Max-Eyth-Schule Stuttgart★

中等教育終了者（修了しないものも含む）

中等教育在学者

出所：訪独時入手資料、インタビュー結果などから政策科学研究所山藤作成
注：上図内の★印は今回の訪問先を、★★印は訪問先で面談した先を示す
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（３）連邦職業情報提供・職業斡旋・指導・相談センター19.9.24 13:00～15:00
Mr. Jurgen Schwab 氏

Vorsitzender der Geschaeftsfuehrung

Mr. Werner Geier 氏

広報官

Mr. Peter Klausen 氏

職業指導主任コンサルタント

所長

図表 3-21 当センター全景、中央及び右：当センター内にある案内表示板の一部

このセンターは既存文献では単に職業情報センターと紹介されている。直訳する
と、連邦職業情報提供・職業斡旋・指導・相談センターとなる。…当センターには
BIZ と呼ばれる大きな職業情報検索システムがある。BIZ は職に関する情報のデータ
ベースのことで、ドイツのシステムはヨーロッパ一である。昔から担当者が 1 職業
1 カード記入方式で情報を蓄積してきた。今では電子化されて誰でも全国どこでも
同じ内容のものが閲覧可能である。生徒達は職業情報を見に当センターを訪れる。
クラスで来ることもある。
また、BIZ には職業に関する求人求職電子市場があり、企業と生徒がそれぞれ入
力することでマッチングさせることができる。生徒の 80％程はこの仕組みで訓練先
を見つけている。残りの 20％は新聞や各々のルートで見つけてくる。BIZ は職業選
択に大きな役割を果たしている。
当センターは連邦雇用庁の下部組織にあたる。当センターの役割は、一般教育を
行う前期中等教育を卒業する人たちに職業訓練を斡旋することである。当センター
のスタッフが、学生との最初のコンタクトをとり、職業のオリエンテーションを始
める。職業オリエンテーションを 8 年生、あるいは 9 年生の段階から行う。職業の
オリエンテーションとは、まず、一人で当センターにやってきて職業情報を検索す
るか、第三者に依頼して検索することから始まる。その後、個々の職業コンサルタ
ントが担当する。心理学的、医学的な適性検査や、生徒たちの適性に応じて、職業
準備のための訓練をすることもある。職業コンサルタントは当センターの職業斡旋
部門の担当者と協力していろいろな職種の紹介・相談・指導を行う。職業に関する
様々な情報を紹介しつつ、生徒の適性に合わせたコンサルティングを実施する。最
後はデュアルシステムを行う訓練先企業の斡旋へと進む。
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職業のオリエンテーションは、前期中等学校の卒業 1 年前の年に始まる。その頃
は反抗期に該当する。なぜそんなに早い時期にやるのかという声もある。訓練企業
が早く訓練生を探したいという理由で 1 年前に行っている。訓練枠については、企
業から職種別に申し出がある。応募者は、本人の自由意志で訓練先を探す。
オリエンテーション担当のコンサルタントは自分が担当する地域にある学校を幅
広く巡回する。卒業の 1 年前の学年に対して、生徒向けにオリエンテーションを 2
回、両親のために 1 回実施。学校の先生も、職業のオリエンテーションを授業で行
う。その授業に当センターのコンサルタントが出張して職業オリエンテーション・
コンサルティング・斡旋を行う。オリエンテーションの一環として、生徒が企業で
1～2 週間の実習を行う。実習によって生徒は自分がやりたいと思う「夢の職業」を
選ぶ機会が与えられる。実際に体験してみて、夢と現実のギャップを学ぶ。このプ
ロセスの過程で BIZ を使う。学校やクラス全体で当センターへ来て勉強していく。
学校の先生は、1 年間のどこかで「職業・仕事の世界」という職業教育を実施する。
独語の授業の中でも職業訓練の応募の仕方、文書の書き方も指導する。文化・青少
年・スポーツ省は学校当局と当センターの間で一般的な取決めを結ぶ。ギムナジウ
ムにもオリエンテーションに行く。ギムナジウムを終えて職に就く人も増えている。
専門のコンサルタントがいる。
オリエンテーションでは、なぜ職業訓練が重要かなどのテーマについて生徒に話
すことにしている。仕事に対する要求が高くなればなるほど、職業訓練修了という
証明が大事になってくる。職業のコンサルタントは、反抗期に入っているような若
い人を適切に導いていくことを使命としている。
いわゆる 3K 問題（汚い、きつい、危険）はドイツでも同じ。しかし、大企業にな
ると世界中から人が集まる。3K 職種でも困らないのが実情である。
ドイツは地方によって事情がさまざまであるが、結局、訓練枠に余裕がない地域
では、企業が生徒を選ぶことができる。訓練枠が足りない地域では「他に枠がない
から」という理由で嫌がられる仕事も「仕方がない」といって契約するはめに陥る。
中央ネッカー地域では、人気職種と不人気職種の乖離が大きい。パン屋、石積み、
屋根、漆喰工事など手工業の訓練枠が埋まらない。しかし、ポルシェ、シーメンス、
マーレ、IBM、ベンツなどの超大手企業には、相対的に少ない訓練枠に対して全世
界から応募が集まる。もっともこういう企業においても若い人がやりたがらない仕
事はある。清掃とか車の塗装などはドイツ人の若者には嫌がられる。しかし、ドイ
ツ人以外であれば、このような職種であっても応募したがる人は大勢いる。十分な
応募者がみつかる。ドイツでは塗装は健康によくないというイメージが出来上がっ
ている。
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職業選択は難しく、決定まで時間がかかる。今までよりももっとコンサルタント
を増やさなければいけない。
世の中の仕事に対する需要は絶えず変化している。当センターとしては職に対す
る情報集めが重要な仕事になってくる。新しい職業が生まれた場合には、その職業
の訓練内容が連邦の広報で公表される。正式な訓練をする職業は法律でその内容が
決められる。広報で公表された内容を紹介していくのが当センターの役目だ。広報
に基づいて全国で同じように活動しているが、地域特性には対応できるようにして
いる。会社情報の最新トレンドは、それぞれの地域機関が目を光らせていることで
中央に情報が集まるようになっている。昔は地域特性が強く出ていたが、いまは標
準化され、職業紹介プロセスは全国で共通になっている。
クラウセン氏のような職業コンサルタントが何人かいて学校をいくつか担当し、
職業ガイドや各種パンフレットなどを学校に持ち込む。専用の袋に入れて生徒に配
布する。職業全職種について一人で紹介する。
職業選択の意志決定には家庭の事情や親の考え方が反映されているという研究結
果が報告されている。しかし、そうでないケースもある。例えばガイヤー氏の息女
の場合、次のようなことがあった。彼女は当初、美容関係の職業を希望していたが、
予備実習をやってみたところ、美容師になるつもりはないと言い出した。そこでな
ぜ美容関係なのかよく聞いてみると単に髪の毛の染め方に興味があっただけだった。
そこで心理学者のところへ行って適性検査をやってもらったところ、技術関係が向
いていることがわかり、今では IT 関係の仕事をしている。
どんな金持ちの子でも必ず職業に就くという考え方を持っている。これはドイツ
の伝統である。ただ、貧しい家庭の子や社会的に弱い層では勉強させるのはやはり
難しい。これが実情である。
（４）州文化・青少年・スポーツ省 19.9.24

16:00～17:30

Mr. Ferix Winkler Dipl Ing

図表 3-22 バーデン・ビュル
テンベルク州、州都シュツ
ットガルトの駅舎（ベンツ
のマークが特徴）

【ドイツの教育制度】
ドイツでは、教育の問題については連邦ではなく州
が責任を持って対処する。これが伝統となっている。
連邦と州の関係をみると、連邦レベルでさまざまな
職業訓練の大基となる計画やプログラムを作成。それ
を、各州の事情に応じて調整しながら実施。各州間の
調整は、16 州の文部大臣による KMK と呼ばれる大臣
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会議によって行われる。州には、企業の職業訓練プランと学校の職業教育プランの
双方を調整する役割がある。
職業のデュアルシステムは、企業と学校という場所が 2 箇所あること、また、訓
練のための法律も学校と企業の 2 つあり、監督官庁も 2 つある。法体系それぞれも
2 つあることが特徴である。
デュアルシステムにはさまざまなパターンがあり、ルートがある。多様であり、
一律ではない。州 3.5 日の意味は、半日行くという意味ではなく、毎週行く曜日と 2
週間に一回行く曜日が決まっているという意味である。
職業学校での教育方法は、理論中心（座学）から実際にやらせる（実習）方式へ
変わりつつある。
二元制の最後に課す試験は、主に学校で筆記試験を、学校と企業が共同で実技試
験を行う。この点は大事であって、決して二つの試験を行うのではない。但し、実
技は機械の関係で場合によって企業でやることもある。

78

図表 3-23 教育システムの全体像

応用科学大学
Fachhochschule

④

一般大学入学資格
Allgemeine Hochschulreife

応用科学大学入学資格
Fachhochschulreife
Beruf
③
②

商工業専門学校/
職業コレーグ
Fachschule/Berufskolleg
1 bis 3 Jahre

大学
Universitaet

⑤

注1

注2

就職
①
中等教育段階

デュアルシステム
Duales System
Berufsschule in Teilzeitform
2 bis 3.5 Jahre
注5

Sekundarstufe

初等教育段階
Primarstufe

注4

職業ギムナジ
ウム
Berufliches
Gymnasium

上級ギムナジ
ウム
Allgemein
bildendes
Gymnasium

3 Jahre
B/9 Jahre
中学卒業資格
Mittlerer Bildungsabschluss
実科学校

基幹学校卒業資格
Hauptschulabschluss
基幹学校
Hauptschule
5 Jahre

注3

ギムナジウム

Realschule
6 Jahre

Grundschule
4 Jahre

注 1：職業訓練契約が出来なかった人は③の Fachschule（商工業専門学校）へ行く。できるだけ
早く応用科学大学の資格をとりたい人も③へ行く。1 年で資格を取ることも可能である。
注 2：③の 1 年制コースは優秀な人のみで、すごく厳しい。
注 3：一般教養を学ぶ。
注 4：工業コースと経営コースがある。
注 5：デュアルシステムに行くと、職種によって 2～3.5 年かかる。
上図において、⑤の大学は、
一般教養をやるところで master コースや doctor コースがある。
バチュラーの資格は 4 年、マスターの資格は 2 年必要である。一方、④の応用科学大学は
技術的な実務や専門的なことをやり、バチェラーの学位がとれる。
出所：Winkler 氏より入手した資料とヒアリング結果から作成

【Winkler 氏個人の経歴に見るデュアルシステムの実態】
Winkler 氏自身は、アビトゥアをとった後すぐに進学せずにデュアルシステムに進
んだ。建築をやろうと思っていたがまず建築の実務を覚えようと思い立ち、大工の
マイスターのところで、ノミの使い方、カンナかけなどの建築実務の勉強をした。
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職業資格を取ったところで大学に行き直した。ディプロムコースに進み、修士号に
相当するドイツの伝統的学位であるディプロムを取得、現在は官庁勤務。
氏のような進路をとるケースは稀とのことであるが、このような選択が可能であ
ること、個人の自由意志に任されていることは注目に値する。
【Winkler 氏によるデュアルシステムのプレゼンテーションより】
＜1.バーデン・ビュルテンベルク州のデュアルシステム＞
デュアルシステムとしての職業学校は、定時制の専門職業能力形成を行う学校で
ある。企業での訓練教育と相互補完的に行われるという意味で二元制といわれてい
る。
図表 3-24 バーデン・ビュルテンベルク州のデュアルシステム

Typen beruflicher Schulen
（職業学校の種類）

Gewerbliche

Kaufmaennische

Hauswirtschaftliche,

Schulen

Schulen

Landwirtschaftliche

（工業学校）

（商業学校）

und

ca.

ca.

sozialpaedagogische

181,000 Schueler（05/06）

124,000 Schueler（05/06）

Schulen
（家政（栄養）・農学・
社会事業学校）
ca.
54,000 Schueler（05/06）

出所：Winkler 氏のプレゼン資料とヒアリング結果から作成

＜2.二元制（Dual System）の意味＞
企業内訓練は、産業（＝商工業、比較的大きな会社）と手工業（個人、零細企業）
とでは異なる。産業では訓練生が 30 人いるとすると、普通の場合はその企業に訓練
部や養成部があり、グループに分かれてローテーションを行う。手工業の場合は仕
事をしながら覚えるので、ボスが仕事をしているのを見ながら覚えていく。小さな
企業では、マイスター→職人→訓練生という階層があり、職人が教えることが多い。
3 年目位になると、自分で仕事ができるようになる。職業学校には、いろいろな職
業がある。デュアルシステムは一般的に週に 1.5 日通学すると表現されるがこれは
平均すればという意味である。例えばパン屋の人は月曜日に学校へ行き、火曜日に
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は理髪職の人が来る。1 週間の中で、例えば毎週木曜日に学校に行き、火曜日には 2
週間ごとに行くということで、1.5 日と表記される。
図表 3-25 二元制～二つの教育訓練施設

2 つの学習箇所
デュアルシステム
企業内教育訓練
70％

職業学校
30％

実務教育
週 3.5 日

理論教育
週 1.5 日

出所：Winkler 氏のプレゼン資料とヒアリング結果から作成

＜3.デュアルシステムにおける大事な目標は＞
¾ 成功裏に職業・キャリアを積むための基礎条件を達成すること。
¾ 経済システムを強化するために、専門能力をもった人材を輩出すること。
¾ 失業のリスクを減らすこと。（デュアルシステムによって実践と理論ができ
るので、職業生活に入りやすい条件が揃う。）
¾ 職業実践を通じて人間性を強化すること。
¾ 再教育（追加教育）と生涯学習を実現するための基礎条件を整えること。

企業が訓練生を育てるのは、自らにその需要があるからという見方ができる。
＜4.デュアルシステムのカリキュラム＞
週に 3～4 日間企業内訓練を行い、職業学校では一般教養や宗教、ドイツ語、社会
学、経済学を受講する。週に 7～8 時間は、職業の専門能力のための時間に当てられ、
職業のスタートに向けてのオリエンテーションが行われる。なお、最近、教育訓練
に新しいアプローチが取入れられつつある。数学、技術製図、一般的職業やテクノ
ロジーに関する理論中心の学習割合が減少し、替わりに実習方式が普及しつつある。
例えば、色彩などでは具体的な例として「タンスに色を塗る」という場合、
「どうい
うプロセスでやるか」というような実践方式の導入が行われている。デュアルシス
テムで訓練期間の中間期と最終期に試験を実施し、職業訓練に対する成果を測定す
る。修了試験には、IHK の筆記試験と職業学校の専門試験の 2 つがある。試験は、
訓練先企業と学校が協同して作る。卒業作品を作るような実技試験が必要になると
きは、設備がある企業でやるときもある。筆記試験は、必ず学校でやる。
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図表 3-26 デュアルシステムの試験体制

Qualitaetssichernde Massnahme:Gemeinsame Abschlusspruefung
（品質保証措置のための協同試験の取決め）

Gemeinsame schriftliche
Abschlusspruefung Leistungen zaehlen
（試験成績の採点に関する取決め協同文書）

→ keine Doppelpruefung ←
（非二重試験）
Schriftlicher Teil der IHKAbschlusspruefung

Fachlicher Teil der BerufsschulAbschlusspruefung

（IHK による試験取決め
文書部分）

（職業学校による試験取決め専門部分）

出所：Winkler 氏のプレゼン資料とヒアリング結果から作成

＜5.資格保証のステップ72＞
1996 年以来の学習カリキュラムの見直しによって、次の諸点が強調されるように
なった。
①職業能力の強化
②多くの専門を学ばせるのではなく、学習の基礎力を強化
③ある程度職業に関連した英語教育を導入する
④近代的学習計画の一環として、プロジェクト課題を導入
職業教育における新しい目標は以下のとおりである。
1．段階的学習計画から経済の必要に応じた柔軟な構造へ移行する。
2．社会的能力や方法的能力の統一を目指した新しい教育指導と教育手法を導
入する。
具体的には、
1．体系的なアプローチによって、新技術への適応を可能とする。
2．職業学校のために多くの回答を用意する。
3．柔軟性を増す。
4．生涯学習を可能にする。

72 Winkler 氏のプレゼン資料とヒアリング結果から作成
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＜6.文化省内の体制73＞
文化省内に事務職、技術職、商業職に関する共通のセクションを設置し、以下の
職務を管掌。
・職業訓練と試験方法への投資
・資格レベルの共通性と信頼性
・試験時間（期間）の州内共通化に向けた投資
・専門委員会の招集
・専門委員会の仕事の共通化
・試験問題の評価と分析
（５）VDMA の技能者教育への関与
VDMA（ドイツ機械工業連盟）は、近年世界的に進む若者の理科離れ問題、製造
業の 3K イメージの改善に取組んでいる。
「金属・メカトロ産業における職業教育、
将来何が学べるか」というような冊子を作成して、中等教育機関に配布する、或い
は啓発加盟企業のための活動を行っている。

3.2.4

高等教育における技術者教育

ドイツの大学には三つのタイプがある。第 1 に、いわゆる総合大学、或いは工科大
学などの伝統的な一般の大学、Universitaet である。第 2 に、日本では専門大学と訳さ
れることが多いが、英訳では応用科学大学となっている Fachhochschule（Hochschule）
である。第 3 に、日本では職業アカデミーと訳されているが、本報告書では英訳と実
態を勘案して協調教育大学と訳した Berufsakademie（BA）74である。後者の二つはデ
ュアルシステムとの関連性が高い。特に三つ目の大学は、英語圏で CO-OP 教育（企業
実習と大学の授業を定期的に交互に反復するシステム）とよく似たシステムを採用し
ている。この大学は、デュアルシステムの大学版に相当する。
バーデン・ビュルテンベルク州には、高等教育機関として 9 つの大学（Universitaet）
と 37 の応用科学大学（Fachhochschule：Universities of Applied Sciences：UAS）、12 の
協調教育大学（Berufsakademie：Universities of Cooperative Education：UCE）がある75。
以下は、各種文献とインタビュー結果をもとにまとめたものである。

73 Winkler 氏のプレゼン資料とヒアリング結果から作成
74 英語圏の CO-OP 大学とよく似ている。CO-OP 大学は、協同教育大学と訳されている。ドイツの場合、
学生は企業の社員であり、英語圏の CO-OP 大学と似てはいるもののやや異なることから本報告書では協
調教育大学という訳語を使用している。
75 Berufsakademie Stuttgart の HP、Baden Württemberg 州 Berufsakademie のサイトより
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（１）協調教育大学（BA：Berufsakademie）76
協調教育大学は、授業と企業実習を 3 ヶ月間ずつ交互に行う大学である。いわゆ
るデュアルシステムの高等教育版として構想・設立された。学生に伝統的大学以外
の新しい選択肢を提供している。企業を大学教育のプロセスに巻き込むことで、実
務経験を積んだ質の高い卒業生を送り出している。バーデン・ビュルテンベルク州
を始め、数州77でのみ設置されている。学生は、まず企業に採用されて始めて大学
に登録され、学生になることができる。企業からは手当をもらえる。協調教育大学
の学生は企業が学生を観察することができるので企業側には人気がある。学生には
Abitur と呼ばれる大学入学資格の取得が求められる。企業は授業期間中も報酬を払
う仕組みであることから、経済的には恵まれなくとも成績の良い学生が応募すると
いう。短期間で大学と同等の勉強を強いられるので相当厳しい学習が求められる。
総合大学の学生は就職してカルチャーショックを受けることがあるが、協調教育大
学の学生は既に働いている上に、その企業のことがよくわかっているのでショック
を受けることはなく、スムーズに職業生活に移行できるという。実務と理論の両方
がわかる学生というのは企業にとって貴重である。協調教育大学自体はまだ新しく、
彼らに対する本当の評価は彼らがこれからどういう仕事をしていくかによって決
まるとされる。特に企業サイドの評判は大変良い。協調教育大学では、実際に存在
する職業で現に必要とされている職業に関する教育を行う。このやり方は、マクロ
経済的にも無駄が無く、効率の良い教育システムであるといわれている。
【Berufsakademie Stuttgart】
Berufsakademie Stuttgart の大学 HP によれば、同大学には工業・経営・社会事業
の 3 コースがある。
図表 3-27 Berufsakademie Stuttgart に設置されている専門コース

工業コース
経営コース
社会事業コース
出所：Berufsakademie Stuttgart の HP より作成

設立は 1974 年、バーデン・ビュルテンベルク州の州法に基づいて、企業・大学・
州が協力して設置・運営する高等教育機関（日本語文献では第三セクターと表現さ
れている）。旧来の伝統的な大学や応用科学大学に替わるものとして提案された。
入学するにはまず HP に掲載されている協調教育大学の協力会社（パートナー企業
群）の中から候補企業を選定して応募を行う。その企業で協調教育大学の学生とし
76 BA（協調教育大学）の記述は Berufsakademie Stuttgart の HP、並びに、企業インタビューの結果をもと
にしている。
77 バーデン・ビュルテンベルク州、ニーダーザクセン州、ザクセン州、チューリンゲン州、ヘッセン州、
ザールラント州、シュレスビッヒホルスタイン州、ベルリン市、ハンブルグ市の９地域（Berufsakademie
Wikipedia より）
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て採用され、しかる後にその企業によって大学に登録されることが必要である。ド
イツの一般的大学の平均在学年数 6～7 年に比べ、3 年という短期間で工学士の学
位が得られる。高等教育の増大するコストを国と企業とで分担することが出来る。
協力会社の業種は、自動車、自動車部品、機械工具、機械工業など様々である。
工学分野では、応用コンピュータ科学、電子工学、情報工学、機械工学、メカト
ロニクス、経営工学がある。電子工学では、オートメーション、エレクトロニクス、
システム工学などが、情報テクノロジーでは、応用コンピュータ科学、情報技術/
コンピューターサイエンス、エンジニア-コンピューターサイエンス、自動車用の
IT 技術、ネット技術、ソフトウエア技術が、また、機械工学では、輸送機器-シス
テム-工学、生産技術などが、メカトロニクスでは、メカトロニクス概論、輸送機
器-エレクトロニクスなどである。電子工学・機械工学等の分野ごとに経営工学が
受けられる仕組になっている。
図表 3-28 Berufsakademie Stuttgart の工業コースの領域

工学分野

専門分野

機械工学

メ カ ト ロ ニ 電子工学

情

報

工

学

クス

応用コンピュータ科学

、

輸 送 機 器 - シ メ カ ト ロ ニ オ ー ト メ ー シ 情報技術/コンピュータ
ステム-工学、 クス概論、輸 ョン、エレクト ーサイエンス、エンジニ
生産技術、経 送機器-エレ ロニクス、シス ア-コンピューターサイ
営工学

ク ト ロ ニ ク テム工学、経営 エンス、IT Automotive、
ス、経営工学 工学

ネットとソフトウエア技
術、経営工学

出所：Berufsakademie Stuttgart の HP より作成

シュツットガルト協調教育大学には 19 千人の学生がおり、約 5 千社の協力を得
て通学と実習を行っている。毎年 10 月 1 日に学年が始まる。1 セメスターは大学
での 12 週間受講と、企業での 12 週間の実習とで構成される。全課程は 6 セメスタ
ー、3 年相当で修了することができる。卒業生は学士（Bachelor）の学位（B.Eng、
Diplom（BA）と表記される）が得られる。卒業生の約 90％は採用が決まっている。
（２）応用科学大学（Fachhochschule（Hochschule）
）
Fachhochschule は、Fach が専門、hochschule が大学を意味する。直訳すると専門大
学となる。事実多くの日本語文献では専門大学と記されている。しかし、訪問した
先では校門の石の表札に英語で University of Applied Science と明記されていた。本報
告書では英語表記に従って応用科学大学と訳した。但し、訪問先の Esslingen Hoch
Schule では fach が抜けている。Hochschule も Fachhochschule 全く同義であるとの説
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明を受けた。
以下はインタビュー結果である。
【Esslingen Hoch Schule】19.9.25
Prof.Dr.-Ing Walter Cyanetzki 氏

14：00～16：00
機械工学部の学部長

沿革
1868 年：シュツットガルトでロイヤル建築学校機械
エンジニア訓練部門として創立
1914 年：エスリンゲンに移転
1938 年：エスリンゲン州立工業専門学校に改称
1971 年：応用科学大学に昇格

図表 3-29 左：校門にある同大学の表示板、中央：大学建物風景、右：専門科目別受講内容等

１）当大学の概要とデュアルシステムとの関連
当大学は、機械工学科

40 人×3 クラス、全学で 600 人78、他学科も合わせると

約 5,225 人、教授は 200 人、スタッフは 300 人在籍79している。我々がデュアルシ
ステム調査の一環として応用科学大学を調査の対象に選んだことは正鵠を得てい
るという。
２）応用科学大学への入学者の概要
応用科学大学への入学者の 1/3 はいわゆるデュアルシステムを経験してきており、
このような経験者に対して高度な理論教育を施すことが応用科学大学の狙いの一
つである。応用科学大学は、学生の 2/3 がギムナジウム出身であり、Abitur 資格保
有者である。このうち、ギムナジウム出身者のようなデュアルシステムの未経験者
には、入学前に予備実習が 2 週間義務として課される。この実習によって、デュア
ルシステム経験者とのギャップが埋まることとスムーズに応用科学大学の授業に
移行できることが期待されている。予備実習の間は無給である。
78 以上インタビューによる
79 Hochschule Esslingen の HP より
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３）応用科学大学とほかの大学との違い、特徴
応用科学大学は伝統的な総合大学や単科大学と協調教育大学の中間に位置する。
応用科学大学は基礎の勉強をする一方で実践面の勉強もする。多くの実践授業（ラ
ボ）がある。この点でも総合大学等とは異なる。全学期のうちの 1 学期（6 ヶ月）
は会社で実習を行う。この企業実習はインターンシップと英訳される。卒論はその
会社での実習を踏まえて書くことになる。応用科学大学の学生は実践面では伝統的
大学を上回り、理論面では協調教育大学の上を行くといわれている。
一方、協調教育大学の学生は企業が採用した人たちであり、デュアルシステム本
来の仕組みの中で学習し、企業実習を行う。協調教育大学の学生は、Abitur をもっ
ているので協調教育大学は伝統的な大学と学生を取合う。両者は競合する関係にあ
る。
４）ドイツの大学における国際標準化の動向と応用科学大学
EU では、ボローニャ合意に基づいて、大学学位の国際標準化を進めている。ド
イツもこの流れの中にある。
「Diplom Ing」という学位は、他国の修士に相当する学
位であるが、これからは「Bachelor」
「Master」という国際的により一般的な資格に
替わることになる。従来の Diplom コースは Bachelor（学士）と Master（修士）コ
ースに再編される。
応用科学大学にとってはこの制度変更はプラスになる。応用科学大学は 2 セメス
ター分実施していた企業実習（英語では Internship）を 1 セメスター分削除するだ
けで対応できた。伝統的な大学はそう簡単にはいかない。学生にとっては、応用科
学大学を終えてから大学へ行って Master（修士）をとるという選択が可能になった。
ギムナジウムを終えた人が応用科学大学に入学し、工学士号を取得した後に大学へ
行って修士をとる。応用科学大学に進む若者が増えてきた。応用科学大学にとって
は歓迎すべき傾向である。昔ながらの学位が廃止され、個人的には残念だったが学
生にはよかった。
５）3 大学の運営コスト・社会のニーズ
学生 1 人当たりの教育コストを比較すると、応用科学大学は大学より格安である。
大学は教授が研究に時間を割く。応用科学大学はより多くの時間を教育に注ぎ込む。
協調教育大学はさらに安上がりである。産業界とすれば機械工学のエンジニアが不
足気味なので、学生の勉強する枠を増やす必要に迫られている。大学よりコストの
安い応用科学大学を増やそうという流れになってきている。
６）応用科学大学卒業生の特徴
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伝統的な大学の卒業生は就職すると、大学とのギャップにショックを受けること
がある。応用科学大学の卒業生がショックを受けることはない。デュアルシステム
の中に応用科学大学を位置付けることは正しい考え方である。
７）応用科学大学の機械設備・就職状況
当大学は、応用研究受託先企業から古くなった機械の寄贈80を受けている。各企
業からは実習生を募集したいという希望がメールで多く寄せられる。応募内容は、
ネットや掲示板で周知する。学生は自分で半年間の企業実習のための企業を見つけ
る。雇用契約は、自ら企業と締結する。応用科学大学の場合、協調教育大学と異な
り身分はあくまで学生である。手当は月に 400～1000Euro 払われる。企業のメリッ
トは、レベルは高いがコストは安い若年労働力を活用できることである。
８）チャアツネ教授の経歴
チャアツネ教授はハンブルクのレーザー企業に勤めていた。本学に移って 5 年。
応用科学大学の教授は産業界で 5 年以上のキャリアがあることが採用条件になる。
講義と関係する実習が必ず指導できるようにセットされている。これが応用科学大
学の特徴である。
９）受託研究中心であることの得失
応用科学大学の教員は、教育と応用研究（受託研究）に専念する。基礎研究を行
う大学とは区別される。応用研究は企業から受託することで実習のテーマになる。
教員は企業の実在のテーマを取扱い、実務指導を行う。学生の就職能力向上に役立
つ。企業側は、実務能力のある学生を確保できる。企業は、古くなった機械などを
寄贈する。インデクス社のように大学近くの企業がなにかと協力する関係ができて
いる。
応用研究（受託研究）が中心ということになると、教授自身の自主的な研究時間
が減るということになり、当大学で必要とする教授が集まりにくくなるのではない
かという質問に対し、そういう面もあるが、機械企業など民間企業からの委託テー
マを研究していくことが当大学のミッションであるとの回答を得た。受託研究であ
るから、大学の収入になり、学生も参加できる。受託研究が教育機能を果たす。こ
ういう点が、応用科学大学の存立基盤の一つとみなされている。

80 当大学構内実習室には、別途訪問した INDEX 社から寄贈された工作機械が設置されていた。
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図表 3-30 Esslingen Hoch Schule 大学内にある工作機械がおかれた実習室

１０）応用科学大学における実習の実態
第 5 セメスターは、半年間の実習セメスターに当てられる。学生はこの間、企業
で実習を行う。一方、職業訓練を受けていない新入生、つまりギムナジウムから来
た学生は 2 週間の予備実習を企業で受ける。予備実習と第 5 セメスターの企業実習
を同一の会社で実施する必要はない。学生は、実習企業を自ら探し応募する。有名
な会社には応募者が殺到する。大学は何もしない。毎週 2～3 社から実習生募集の
依頼メールが教授宛てに届く。依頼内容は、まとめてインターネットの掲示板に載
せる。学生はそれをみて応募する。
航空工学をやっている学生は、仏のエアバスに応募する。実習する契約先企業は
手工業的でない一定規模以上の企業であることが求められる。手工業の場合は許可
されない。エンジニアとしてふさわしい実習場所であることが必要。企業にとって
も実習の学期は大事。6 ヶ月間学生が仕事をすると、どの位仕事ができるのかわか
る。学生も自分の能力をアピールでき、手当をもらえ、卒後に就職できる可能性が
高まる。
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6 ヶ月間の実習契約を締結した学生は、学生身分のままであり、社会保険も学生
時代のものが適用される。一般に社会人として雇うと、様々なフリンジベネフィッ
トが追加コストとして発生する。実習の場合、会社は払う必要がない。企業から見
ると安上がりである。万一、ケガをしたときは、応用科学大学での保険でカバーさ
れる。
１１）応用科学大学での企業実習の歴史
予備実習や第 5 セメスターに行われる 6 ヶ月間の企業実習は、EU のボローニャ
合意以前は 2 回実施していた。現在は 1 回のみである。学位国際標準化の過程で、
応用科学大学は従来の 8 セメスター制から 7 セメスター制に変更になった。Bachelor
は 7 セメスター以内という規制があるためだ。その結果、第 6 セメスターは勉強し
て、第 7 セメスターに半年かけて卒論を書くことになった。卒論は実習先の企業で
個別具体的テーマが選ばれる。
１２）協調教育大学について
学生は半年づつ（別の企業ヒアリングでは 3 ヶ月ずつ）大学での勉強と企業実習
を交互に行う制度。学生はまず企業に採用され、手当をもらいながら大学と企業実
習を行う。デュアルシステムの大学版と理解されている。
いわゆる、デュアルシステムが実科学校という実業中学卒業者を主な対象として
いるのに対し、協調教育大学はギムナジウム上級（高校に該当）を出た Abitur 資格
保有者が対象である。給料をもらえるので貧困家庭には歓迎されている。
Walter Cyanetzki 教授の説明によるデュアルシステムの印象
デュアルシステムは、①10 代、20 代の多感で情緒不安定、進路に自信の持てない世
代に、どの時点からでも自由に進路を変えることができる、②ほかの可能性に挑戦
して異なる職に就くこともできる、③官庁、教育機関、企業がそれぞれ持てる資源
を総動員し、あらゆる知恵を絞り出して創り出してきた制度であり、絶えず改善が
行われている。

（３）伝統的な大学（総合大学、工科大等の単科大学）
もともとのドイツの大学は諸外国の学士ではなく、修士に相当する年限と学力を
養成するところであった。学士と修士の区切りが無く、連続していた。Magister、
Diplom という学位がそれで、いずれも 6～7 年は当たり前と言われていた。従って
応用科学大学や最近できた協調教育大学との最大の明確な違いは在籍年限の長短で
ある。Magister という学位は修士に相当するといわれ、ドイツの他、オーストリア、
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スイス、デンマーク、オランダ、フランスでもみられる81。Magister は中世以来の伝
統があり、哲学、歴史、法学、神学に与えられる学位である。近代に入り、工科大
学が正式に大学と称することが認められたとき、工学に与える学位として認定され
たのが Diplom である。なお、伝統的な大学には、1386 年創立のハイデルベルク大、
1457 年創立のフライブルク大などがある。
ドイツでは、大学に入学する年令や卒業する年令は、個人個人で様々である。休
学してアルバイトしたり、企業実習を行ったりしており、海外旅行に出かけるケー
スも多い。
伝統的な大学は理論研究が中心。応用科学大学や協調教育大学の実学志向、実習
重視、実務経験重視とは対照的である。両者は趣がかなり異なる。それにもかかわ
らず、伝統的な大学の学生であっても、企業に行って卒論を執筆する、あるいは、
インターンシップに応募することは珍しくないという。象牙の塔に引きこもるとい
うイメージは強くない。伝統的な大学は、研究大学ともいわれている。しかし、基
礎理論から応用製品の開発まで手がけている。やはり職業教育重視の国の大学とい
う印象が残る。ドイツのデュアルシステムについての解説をみると、
「協調教育大学
が発展するにつれ、1970 年代半ばからより多くの企業内職業訓練と理論研究を結び
つけたデュアルシステムが、応用科学大学や伝統的な大学においても豊富に提供さ
れるようになった82。」と指摘されている。

3.2.5

企業におけるデュアルシステムの実態

企業は、総じてデュアルシステムに積極的な関与をしている。デュアルシステムの
コスト負担は長期人材育成投資と割り切り、かつ、技能承継の重要な手法と認識され
ている。
ドイツでも規模が大きく、業績がよく、成長が期待できそうないわゆる「いい企業」
には、訓練生の応募が殺到し、企業は成績の良い生徒を採用することができる。
職業学校は「生徒の目がきらきらしている」ことをうまくいっている理由として挙
げていた。企業訓練の場で出会った生徒達は、確かにどの生徒も活き活きとして訓練
に励んでいる様子であった。学校には「行くのも嫌」という生徒であっても、企業訓
練に従事することで受取れる給料を励みとして一生懸命になることができる。職業訓
練などの途中で学業に目覚めた場合は、さらに上級の学校に行き、資格が取れれば大

81 “Dual Education System”Wikipedia より
82 “Vocational education and training in Germany… Short description” Ute Hippach-Schneider/Martina
Krause/Christian Woll 著、CEDEP Panorama series,138 Luxembourg；Office for Official Publications of the
European Communities ,2007 の p33
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学などに進学することができる。追加条件付きではあるが、進路変更の可能性が担保
されていることは、デュアルシステムを含むドイツの教育制度の長所である。最も、
こうした自由度は早期選別制による弊害緩和のためという見方もできる。また、就職
して 2 年を経過すると、マイスター学校などに入学して試験に合格すればマイスター、
テクニカといったステップアップが可能である。このようにステップアップのための
動機付けが内在することがデュアルシステムのメリットの一つであろう。
以下は、企業訪問結果である。

（１）工作機械メーカーの場合
INDEX-Werke

Gmbh&Co.KG

教育訓練部長 Mr. Herbert Zimmer 氏
職業資格部専門コンサルタント
Mr. Reiner Schmid 氏
図表 3-31 INDEX 本社の建物

INDEX 社
所在地：Esslingen
（ﾊﾞｰﾃﾞﾝ・ﾋﾞｭﾙﾃﾝﾍﾞﾙｸ州）
業種：CNC 旋盤等の工作機械メーカー
従業員数：2,300 人
創業：1914 年

１）企業概要
時計、自動車、自転車、人工関節などを旋削
する工作機械を製造している。丸くて回転する
工作機械（旋削盤、フライス盤）は何でもつく
る。日本へも山崎マザックやシチズンなどに輸
出している。従業員は 2000 人以上。ブラジル、
スロバキア、中国にも工場があり、主に古い機
械を作っている。

２）デュアルシステムの訓練生
訓練生は 140 人いる。工作機械のような高度の製品をつくるためには、資格を持
った人材が必要なので訓練生を養成している。配属先は以下のとおり。
¾

メカトロニクス部門：訓練生のうちの 50％

¾

メカニック部門：30％

¾

電子部門：20％

技術製図は各部門共通科目である。通常、技術製図は開発者が担当するか、設計
士が担当する。図面に変更があったときなどに技術製図ができる人がいると安くで
きるので訓練している。3DCAD で仕事をしていても、設計者は新しいものを書き
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直すことがある。エンジニアは簡単な仕事をやってはいけない。
技術系のほかに経営、営業など事務系

図表 3-32 INDEX 社訓練生の部門配属状況
IN D E X 社 訓 練 生 の 部 門 別 配 属 状 況

の職種もある。
訓練生は週に 1 日、
或いは 2 日学校に行く。

電子部門

メカトロニ クス部 門

二元制といわれる所以である。
およそ訓練生
20%

の 30％は月曜日に職業学校に行き、残りの
70％は企業で仕事をする。
手先の器用さが求

技術製図は全
員が履修

められる。
訓練は 1 年目に行われるワークシ
ョップでの教育訓練と、2 年目、3 年目に行

50%

30%

われる実際のラインに入っての製造経験と
いう 2 段階に分かれている。2 年目から、2
年、或いは 2 年半のローテーションを行う。

メカニック部 門

機械、アセンブリ、全体の調整、使用方法、
CNC の技術なども覚える。CNC は重点の
ひとつ。こうやって訓練している間に、2

出所：INDEX 社ヒアリングメモより作成

ヶ月間サービスの人と一緒にお客様の所へ行って故障した場合の対応の仕方につ
いて経験を重ねる。専門のコースとして、ハイドロ、ニューマチック、電気、品質
保証などがある。
３）デュアルシステムのメリット
各生徒（見習工）は、将来の仕事に適合した適格な訓練を受けることができる。
3～3.5 年という比較的短い期間で、訓練生を養成することができる。技術の基礎を
習得できる。当社の養成所には訓練士という先生が 9 人いる。先生を十分確保しな
いと品質が確保できない。先生は、当社の専任の訓練士で、いずれもマイスターか
テクニカの資格がある。
４）職業訓練で行われる資格試験
訓練課程の最後に、商工会議所が実施する試験がある。試験のときにはここの機
械を使って組立てるという課題を与える。課題の製品はそのまま客にも売れるとい
う前提で実技試験を実施する。一方、理論の試験は職業学校で行う。
資格試験は次のようにパートⅠとパートⅡに分かれる。
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図表 3-33 デュアルシステムの中間試験と最終試験

パートⅠ（中間試験：達成度確認試験）
18 ヵ月後にベーシック試験
実践

商工会議所だけの試験

理論

40％
X％→50％以上が合格最低限

パートⅡ（最終試験：資格取得試験）
3 年間の集大成 36 ヵ月後にやる

実技の

理論の

課題

試験

INDEX 社で

60％

職業学校で
出所：INDEX 社ヒアリングメモより作成

５）INDEX 社の採用条件
採用下限：当社には職業資格試験で 80％以上の成績をとれれば入社できる。95％
以上取ると専門工になれる。きちんとした職業資格を持った人のみを採用している。
当社は、お客からの注文があったものしか作らない。在庫ゼロ。機械の部品は少量
しかつくらない。製造する機械が高度化している。研磨、フライス、加工はもとよ
り、レーザーや焼入れもできる複合機になっている。施削とフライスがこの会社の
基礎である。昔と比べると施削から徐々にフライスにシフトしてきた。優秀な人が
必要になる。
採用人数：合格点の 80％以上を取る生徒は、全部採用したいと考えている。訓
練生を募集する時は全員を雇うという意図で訓練契約を結ぶ。給料も払う。毎年
35～40 人採用している。
訓練手当：訓練生の手当は月々750～1000 ユーロ。
資格取得後の進路：養成を終えた人の 15～20％は応用科学大学の入学資格をと
る。大学が終わると、その一部は当社に戻ってくる。いいエンジニアになる。残り
は製造ラインに入る。
当社の試験に合格すると、見習い工を卒業して正社員として採用される。採用後
2 年～2 年半経つと、そのうちの 20～30％は、テクニカ／マイスターの資格に挑戦
する人がでてくる。生産調整、プログラミング、テクニカルセールスを担当する。
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図表 3-34 INDEX 社の採用後の工員の進路

毎年の採用者の資格取得後進路
応用科学大進学

15～20%

テクニカ・マイスター資格取得 20～30％
製造ラインに入る

50～65％

合 計 （ 採 用 者 35～ 45人 ）

100%

出所：INDEX 社インタビューより作成

６）テクニカ・マイスターになる方法
IHK（商工会議所）でテクニカ試験、マイスター試験に合格する必要がある。そ
のために、テクニカ学校やマイスター学校に通学する。全日制に通学すれば早く資
格がとれる。夕方、土曜日だけ学校に行くというコースもある。職業学校やトレー
ニングセンターにもマイスターコースがある。どのコースであっても試験内容は同
―で IHK が実施する。中間管理職は、こういうところから生まれる。実践を積ん
だ人が必要とされる。
７）協調教育大学・応用科学大学等

当社の訓練生の中には、協調教育大学の人もいる。彼らはやがて、バチュラーを
とり、さらにマスターをとる人もいる。こういう人たちは、機械工学、電気技術、
経営工学、企業経済のコースで訓練を受けている。
3 ヶ月ごとに、シュツットガルト協調教育大学での勉強と当社での実習を繰り返
す。6 学期 3 年のコースである。この大学も伝統的な大学や応用科学大学と同じ大
学である。企業からみると、学生の働き振りを観察できるという長所がある。当社
の管理職になるのは、協調教育大学か応用科学大学、総合大学などを出た人達であ
る。
８）協調教育大学や応用科学大への入学方法
協調教育大学には、Abitur の資格を持っている人が入学できる。実科学校卒業後、
応用科学大学の入学資格をとって応用科学大学に進学する人もいる。
応用科学大学には、デュアルシステムを終えた人であっても、実科学校を卒業し
た人であれば 1 年間学校へ行き、懸命に勉強すれば応用科学大学入学資格をとるこ
とは可能である。
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どのコースを選ぶかは個人が決める。大学に行くか、応用科学大学へ行くかは個
人の自由だ。Abitur さえ受かれば両方ともに進学可能である。一方、協調教育大学
の場合は、企業が給料を支給する条件で受入れる。経済的要因によって学生が集ま
るという側面がやや異なる。貧しい家庭の子弟にとって有利。
９）三つの大学卒業生の違い
三つの大学に対する評価はそれぞれの学生の使い方による。例えば、多くの計算
やプログラミングをするには総合大学が向いているかもしれない。協調教育大学は
授業と実務が半々ずつであり、ほかの大学と同等の扱いを受けるが、学ぶことの内
容は同じである。当社には協調教育大学、応用科学大学、総合大学の卒業生がそれ
ぞれ少しずつ在籍している。協調教育大学を卒業した人のいいところは、設計など
配属された部門での働きぶりやその人の人柄などがよくわかることである。学生も
当社の仕組みや仕事をよく理解した上で就職することができる。
例えば、経済エンジニアは顧客とのコンタクトやプロジェクトをきちんと管理し
ていかなければならない。協調教育大学の学生であれば、こういうことは既に体験
済である。製品のこともよく知っている。応募者は非常に優秀な人が来てくれる。
成績がよくて、ギムナジウムの評点平均が 1.2 というレベルの学生が来る。セール
ス部門で外国とのセールスをやる人の多くは、大学版デュアルシステムで養成され
た人が担当している。
三つの大学を出た人は、いずれも将来の幹部候補生というみかたをしている。ど
ういう役目を果たすかは職種にもよる。協調教育大学を出た人は、実力を示した人
であれば当然将来の幹部になり得る。どこを出たかは関係ない。当社のことをわか
っている人、当社での意識・意欲が問題である。
応用科学大学は 6 ヶ月間に及ぶ企業実習があり、残りの 30 ヶ月（5 セメスター）
は大学で勉強する。
１０）開発設計や工場ラインの人材
生産管理や生産技術はテクニカやマイスターの資格を持つ人が担っている。どこ
でもボスはエンジニア。エンジニアは三つの大学のいずれかを出ている。
テクニカやマイスターになる人はデュアルシステムを出て資格を取った人であ
る。生産技術は、図面書き、プログラミング、自動化の内容、実践的に機械がどう
動いているかについて知っていることが大事。生産ラインのところで図面やプロセ
スフローを決める大事な仕事。製造技術は、部品加工部門と部品組立部門で必要な
技術である。
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１１）機械の高度化に伴う維持補修の困難化
機械の高度化に伴い、維持補修が困難化している。高度化に伴う問題は独も全く
同様である。しかし、メカトロニクスをやった人などを訓練して、何とかできるよ
うにすれば、現場である程度の問題を解決できるようになる。自社の機械製品の修
理はできるようにしている。これは、お客のところへ行って、そこで機械の修理を
やらせるという意味もある。それぞれの人が異なった機械製品をつくる。ニューマ
チック、エレクトロニクス、ハイドロなど様々なものを作っている。
１２）工作機械が故障したときの対応
社内に修理のグループがある。自社内でなるべく修理しようとしている。当社で
使うハイレベルの機械修理はメーカーから来る人に依頼する。外に頼むとおカネが
かかる。コストがかかることは減らす方向で努力している。自社製機械はきちんと
対応することができる。
１３）力学等の理論の不十分さに起因するトラブル対応
当社においては職業訓練に於ける実践の割合を増やすことで対応している。当社
の養成工の場合、訓練期間の最後の半年は後々働く部門に配属して仕事をやること
になっている。もちろん基礎には理論が必要と認識しているが、CNC の操作など
の実践も大事であることから、両者のバランスが取れるように配慮している。
部品を加工した訓練生は、次はアセンブリをやる。アセンブリをやった人は次に
機械の動きを検査する部門に回る。さらにお客のところに出向いて修理をやる。こ
ういうローテーションを組むことで理解が深まり、全体を学ぶことの重要性を悟る
ようになる。
１４）工場で働く人の資格
エンジニア、テクニカ、マイスターの三つの資格を持つ人が働いている。プロセ
スの知識をローテーションで習う。施削、研削の各工程を学ばせている。全体の理
解が大事であり、工程の全体を知ることが求められる。
１５）職業訓練生の訓練実態
訓練場所としては本社と工場が 3 拠点ある。それぞれに訓練生が配属される。配
属 1 年目の年に Introduction week を設けて、寝泊りさせる。若い人が知り合ってや
っていく。INDEX 社で 40 人位泊まれる家を借りる。そこに行って合宿する。食事
も自分で作らせる。訓練生はここから 30km～40km の範囲内の地域に住んでいて、
通勤する。郊外型電車である S-バーンで通う。週に 1 回 1 時間をスポーツ（水泳）
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の時間に当てる。社会的には珍しいことだ。朝 7：00 に集め、水温が 20℃でも泳
がせている。
１６）特異な当社の法人格
当社は株式会社ではない。当社の昔のオーナーには子供がいなかったために、会
社の資産が財団化されている。財団であるために簡単に当社を売り買いすることは
できない仕組みになっている。利益はきちんと会社の中に残る。毎年の利益の何％
かが、大学や病院などの社会的施設に寄付される。
このシュツットガルトあたりで財団形式の企業というのは数が少ない。どこかの
省庁の監督を受けるということはない。監査役会がウォッチしている。配当は払わ
なくてもいいことになっている。引当金はとれる。取締役会が経営しており、自己
資本が大きいので危機が起きても大丈夫。監査役会には銀行の人が入っている。

（２）流体向けフィルターメーカーの場合
Mann + Hummel Gmbh
訓練/教育部長

Ms. Ursula Fritz

１）訓練生の概要と当社の評判
訓練生はこの工場で 60 人（各員 3.5 年在

マン・フンメル社
所在地：Ludwigsburg（ﾊﾞｰﾃﾞﾝﾋﾞｭﾙﾃﾝ
ﾍﾞﾙｸ州）
業種：自動車用などのフィルター・吸
気装置製造
従業員数：10,500 人
創業年：1941 年

籍）
、独国内全部で 200 人在籍している。
訓練生 60 人の内訳は、技能工（機械、メカトロニクス、エレクトロニクス）が
20 人、事務職（秘書、購買、販売など）が 16 人。
協調教育大学のうちエンジニア 4 人×3 年間＝12 人、事務系（経営・管理など）
4 人×3 年間＝12 人、以上の 20 人+16 人+（12×2）＝60 人となる。
図表 3-35 Mann + Hummel Gmbh 社職業訓練生の内訳

訓練生 60 人の内訳
技術・技能系
事務系（経営・営業・管理）
二元制の職業訓練生
20 人
16 人
BA の学生（当社社員）
12 人
12 人
出所：当社フリッツ部長からのヒアリングに基づいて作成

Fritz 部長の部署には、現在常任の訓練マイスターが 2 人、非常任のパートでやる
訓練マイスターが 1 人いる。1 人はエレクトロニクス部門担当、もう 1 人は残りの
メンテ、修理部門で働いている。当部にはオフィスワーク兼セクレタリーをやって
いる訓練生が 2 人いる。当社はいい訓練をするということで有名である。評判もよ
い。
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２）訓練生に対する訓練内容
訓練生は、
毎週 1 日と隔週に 1 日職業学校に勉強に行く。
協調教育大学の学生は、
学校で 3 ヶ月間理論をやり、企業で 3 ヶ月間実習を行う。
訓練生は、1 年半当工場の work shop で勉強と実習を行う。残りの 1 年半は、製
造部門の現場で働きながら勉強する。work shop には CNC とニューマチックの 2 コ
ースがある。
協調教育大学の学生は、世界各地に拠点があるので、外国の拠点に 3 ヶ月行く。
日本の新横浜にも去年 2 人行っている。
図表 3-36 Mann + Hummel Gmbh の入り口風景写真（内部撮影禁止）

３）訓練内容の範囲、受講内容
この工場の訓練生のためのワークショップは、職業学校ではカバーされない部分
や教えない部分、この工場で特に必要とするものを教えている。
訓練生には全員英語の授業とパソコンのコースがある。
４）訓練生の平均年齢とその出身学校、教育制度
訓練生の平均年齢は 16 歳、17 歳、ドイツの教育制度は以下のとおり。
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図表 3-37

6－10 歳
11－16 歳

Mann＋Hummel 社で聴取したドイツの教育制度とデュアルシステム

基礎学校
基幹学校
↓9 年生、

実科学校
10 年生

ギムナジウム 8-9 年

中学卒業資格

職業専門学校（全日制）へ

↓Abitur 資格
兵役義務後当社と契約

Mann＋Hummel 社へ

Mann＋Hummel 社の社員

訓練生として

として協調教育大学へ

デュアルシステム

デュアルシステム
（大学版）

1 年行き、当社と訓練契約
出所：Mann＋Hummel 社ヒアリングより作成

↓

学生は、応用科学大学や大学からも実際に来る。どの大学の学生であっても最後
の学期に卒論を書く。卒論は、当社の中でテーマをみつける。
５）協調教育大学の学生と応募状況・実習実態
大半がギムナジウムから来ている。高校を終えてそのまま来るが、ドイツには徴
兵制83があるので、兵役か社会福祉に従事する義務がある。それを終えてから来る。
中には、一旦大学へ行き、やはり合わないと言ってここへ戻ってくる例もある。
当社の場合、協調教育大学の枠は 8 人だが、そこに 350 人が応募してくる。今年
は Abitur 資格の成績が 1.0（つまり日本でいえばオール 5）というとびきり優秀な
女子学生が入社している。エンジニアの応募者は少なく、応募者全体の 12％に過
ぎない。この 12％という比率は安定している。一方、事務系は経営、管理職要員
であるが、応募者全体の 88％を占めている。エンジニアの応募者比率が低いこと
は問題だと認識している。
協調教育大学の学生が従事する実習カリキュラムは Fritz 部長が立案する。学生
はこのカリキュラムに沿って各部門をローテーションする。機械工学の学生は、ま
ず最初に訓練ワークショップで基礎をやり、実際に製造の現場に行って設計・開
発・ツールの使い方を学ぶ。ワークショップで当社流の仕事のやり方を勉強する。
3 ヶ月毎の企業実習と協調教育大学での講義という交互反復の実態は、企業にと

83 ドイツの徴兵制には、20 歳前後で 1 年間兵役につく義務がある。大半が 20 歳の時に兵役に付く。兵役
に付かない場合は社会福祉に従事する。

100

っても学生にとっても容易なことではない。たまたま協調教育大学の学生が参加し
たプロジェクトの期間が 5 ヶ月の時もあれば、3 ヶ月ない時もある。このような場
合は、学生が大学に戻る 3 ヶ月後に新たな対応が必要になる。プロジェクトは 1 人
でやる訳ではないので企業としては問題が生じないよう工夫している。協調教育大
学の学生には、当該部署の上司が、学生に合った課題をみつけてくれる。配属部署
の長が Fritz 部長の仕事をサポートしてくれる。問題は生じない。
６）協調教育大学の長所、適性の見極め・本人の意思の尊重
基礎と実習の課題が終わると、どこの職域で働きたいか自分で決める。訓練の過
程でセールスエンジニアとか開発とか、さまざまな部門を経験することができるよ
うになっている。その間に、当社にも本人自身にも適性や素質が見えてくる。これ
が協調教育大学という制度の長所だ。個々人の適性を見極めた上で最終的に的を絞
って配置していくことになる。
ある学生が、卒業時に「私は開発に行きたい」と言って来たときに、たまたま空
席がない場合には、他に誘導することはある。卒業した後、自分の希望する席がな
くて 1 年間別のところでやるということもある。外国への赴任についても基本的に
は本人が望むかどうかがポイントになる。いずれのケースでも本人の意思に反して
配置することはない。
７）大学別の仕事の違い
どこの部門で実習するかにもよるが、協調教育大学の学生は通常の仕事を行う。
プロジェクトのように特別な課題の仕事も行う。応用科学大学、大学の学生も全く
同様である。三大学間に違いはない。強いて違いをいえば、協調教育大学は、応用
科学大学や大学の学生より、当社での実習期間が長いことから、より多くの仕事を
ローテーションすることができる。一方、応用科学大学と大学の学生は実習期間の
制約から、たまたまある 1 部門か 2 部門の部署の仕事を経験することになる。これ
らの学生は、自分のやりたい仕事、例えば、設計の仕事を希望する学生がいれば、
その部署で 6 ヶ月間実習することになる。
８）大学別学生の特徴
伝統的な大学の学生
この大学の学生は、非常に学問的、又は、戦略的な方面での仕事に向いている。
実践的な仕事という事であれば、応用科学大学、協調教育大学の方が向いている。
協調教育大学と応用科学大学の学生
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協調教育大学で Bachelor of Art や Bachelor of Science の資格をとると、大学で
master をとることができる。協調教育大学の学生は、3 年間という短期間で圧縮し
た勉強をしてくる。勉強に次ぐ勉強で勉強しかないというイメージがある。学校の
延長のような感じがする。協調教育大学では、カリキュラムは大学が決めるので、
学校に似ていると感じるのではないか。協調教育大学の学生は、暇がなく忙しい。
しかし、勉強している間に報酬が得られる分、頑張れるともいえる。一方、応用科
学大学の学生はカリキュラムを自分で決めることができる。この点が異なるように
見える。
９）応用科学大学の予備実習
応用科学大学に入学する学生のうち、ギムナジウム出身学生のように二元制の職
業訓練を受けていない、或いは実社会の経験が足りない学生については、入学する
前に実社会体験として、予備セメスターといわれる短期企業実習が課される。当社
には現在、この予備セメスターの学生が 2 人在籍している。予備セメスターの学生
には、報酬は出ない。応用科学大学に入学後の第 5 セメスターで行われる企業実習
は、報酬をもらうことができる。予備セメスターと同じ学生が正規の実習セメスタ
ーの時にも来ることはよくあるが、必ずしも全ての学生が来るわけではない。
１０）採用したい学生
現状エンジニアが不足気味であり、もっと協調教育大学のエンジニア系の学生に
来て欲しい。現在はエンジニア：事務系の比率は 4：4 で募集しているが、エンジ
ニアはようやく確保できて、やっと 4：4 という比率になっている。来年は 5：4 に
もっていきたい。
１１）訓練生等の印象
当社訪問時、職業訓練生と協調教育大学の学生になぜ機械系を選んだのかについ
て質問する機会があった。その答えは以下のとおりである。
…手工業より収入が多いし、手先が器用なのでこの仕事が好きだ。
（デュアルシステムの生徒）
…機械方面に進んでおけば、将来就職に有利だし、収入も得られる。
（協調教育大学の学生 A）
…機械で就職できれば世界中に行って活躍できる。外国拠点で働くことができる
（協調教育大学の学生 B）
…機械は昔から好きだったので、まず現場を経験してみたかった。機械の実習も
（協調教育大学の学生 C）

できる。
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いずれも訓練初年度の人たちである。ワークショップで機械実習中のところを見
学することができた。デュアルシステムの訓練生と協調教育大学の学生は、同じフ
ロアで別々のグループに分かれ、異なる作業に携わっていた。機械工作の最も単純
な加工からスタートし、切断、旋削、研磨などを昔の機械から順次新しい機械へと
経験できるように機械が配置されている。習熟度に従って新しい機械へと進む。ロ
ーテーションによって工程の上流から下流まで全体像がわかるようになっている。
良くできた仕掛けに見えた。機械系の訓練生は協調教育大学の学生も含め、実直、
まじめ、内気な感じがするタイプが多く見受けられた。
機械工学を学ぶ学生はやはりある程度数学ができる学生が来ているとのことで
ある。
（３）木工用金属加工用ツールメーカー
ライツ社
所在地：Oberkochen（ﾊﾞｰﾃﾞﾝﾋﾞｭﾙﾃﾝﾍﾞﾙｸ州）
業種：木工・プラスティック加工用精密ツ
ール等製造
従業員数：3500 人
創業年：1876 年

leitz GmbH & Co.KG
職業訓練部長
Mr. Dieter Doellken
ドイツ機械工業連盟（VDMA）

専務理事 ウルリッヒ・P.ヘルマーニ氏
図表 3-38

leitz GmbH & Co.KG 社内の職業訓練生のためのワークショップ

注：上の写真は同社の訓練生のためのワークショップと呼ばれる実習室である。9 月に訓練をス
タートしたばかりの訓練 1 年生がヤスリがけの練習をしている。
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１）デュアルシステムの基本方針・実習内容
ヤスリがけのような手作業から始めて、高度化・複雑化していく工作機械の技術
進歩を後追いしながら訓練していくという基本方針で訓練計画が作成されている。
訓練 1 年目は、
毎年 9 月から始まる。
当社で必要な全ての技術を順繰りに訓練し、
工程の全体像をつかませるようにしている。現時点ではワークショップを始めたば
かりで今日はちょうど 4 週目に当たる。
訓練生には最初から製作課題を与える。ちょっとした機械を加工・工作して完成
させる。優しい課題から始めて、徐々に複雑な加工・組立を必要とする課題にシフ
トしていく。切削、研磨、施削・・・等々さまざまな技術を覚えながら、作品を完
成させ、自ら測定して検査を行う。こうして工程の全体像が理解できるように訓練
している。
訓練生は、2 週間職業学校で集中講義を受ける。昔は 1 週間に 1 日か 2 日行って
いたが、今は集中講義方式に変えている。アーレンにある職業学校の先生が、その
方がうまくいくと言って受講方式を変更した。アーレンの職業学校まで当社から
10km ある。
２）製作課題の具体例
最初の製作課題は、オール金属製のトラック模型である。タイヤを除いて全て作
る。切削、穴あけ、曲げの技術を駆使して 3 ヶ月ほどで完成させる。生徒はこの作
品を家に持って帰り、親に報告する。親から褒めてもらう。またやる気になる。実
習に励む。作ったものを家に持ち帰らせて親に見させるというモチベーション対策
がとられていた。
2 つ目の課題は 4 cm×5 cm×15 cm 程度の搬送システムである。工作物にヤスリ、
ドリルなどを使って、螺子穴をあけ、曲げなどの加工を施して組立を行う。およそ
3 ヶ月間で仕上げるとまた次の課題を与える。
こういう実習課題のほかに、一般的なことを職業訓練のための法律に従ってやっ
ている。金属加工の一つひとつを訓練していく。職業教育法（Berufsbildungsgeset）
には、金属加工の種類毎に「訓練生徒がどういうレベルの作業をこなすことができ
るか」ということが、項目毎に文章化されていて読めばわかるようになっている。
IHK（商工会議所）は、この法律に則ってきちんと訓練が行われているかについて
指導監督を行う。
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３）職業学校と企業の役割分担
アーレンの職業学校でどのような職業教育を実施するかについては文書化され
ている。職業学校にも実習場がある。施削盤、フライス盤などの工作機械が置いて
あり、実習作業が出来るようになっている。理論的なことは学校でも企業でもやる。
教室は企業にもある。お互いに補足しあってカリキュラムを組んでいる。
企業の訓練士（＝訓練マイスターなど）と職業学校の先生は、緊密な打合せをし
ている。時々、
「職業学校は、企業が必要としていることを教えるべきだ。」という
批判が出る。他方、学校のほうは、企業は口を出しすぎるといっている。二元制の
職業教育訓練は政治的にも大事なテーマなので議論されることが度々ある。
シュツットガルトの大きなコンツェルンあたりからは現行のデュアルシステム
についての不満が聞こえてくる。彼らは、職業学校の授業内容がよくないと「それ
なら自習させて企業の方で教えてしまうぞ」と批判する。コンツェルンクラスの大
企業はグローバル競争によるコスト圧縮圧力がとりわけ強く、デュアルシステムに
ついて、期間を短縮化してローテーションさせずに単能工養成で済ましたいという
声が出ている。一方、このあたりは中小企業が多い。いい職業学校もある。職業学
校はうまく対応してくれる。企業もサポートしていく。校長先生が企業のために「や
ってあげましょう」という姿勢がある。中堅企業以下では、今までの制度を維持し
たいと考えている。超大手と中小企業とは同じデュアルシステムとはいえ、立場が
異なればその見方も異なる。
４）地域教育機関との関係
当地区のギムナジウムの校長が転勤し、後任として新しい校長が着任した。その
先生は当社との間で緊密な関係を築き上げようと努力してくれる。前の校長と比べ
てオープンな人である。きのうの朝も校長に協力を依頼したところだ。ロゴのロボ
ットプログラミングを学校間で競う競技会がある。ギムナジウムの生徒とライツの
訓練生の合同チームをつくって参加させたいと伝えたところ、即、OK という返事
だった。校舎の一部屋が使えるという。これから、ギムナジウムの生徒と一緒にプ
ログラミングをやって 11 月にコンペに出場する予定だ。また、連邦にはギムナジ
ウムの生徒が研究したことを発表するプロジェクトがある。そのプロジェクトに当
社の訓練生も参加し、ジョイントチームで取組むことになった。
５）職業訓練の負担度合いと課題
ドイツ企業のセールスポイントは品質である。そのための人材育成にともなう企
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業の負担は、将来のための投資と考えている。若い人に職業的、個人的な将来を約
束していくことが社会的な課題である。ドイツでは、政府が企業を脅して、資金負
担せよと迫る図式が続いている。
中堅サイズの企業は、訓練生を大勢引き受ける。問題は、超大手などの大企業だ。
大企業は、訓練生を十分に養成していない。技能工・専門工が不足する大企業は、
中堅企業が苦労して養成した訓練生を横取りしてしまうというケースがある。
一人の技能工・専門工を養成するのにトレーナーの給料、機械、建物・・・など
の諸コストを合わせると、3 年間で 60 千ユーロかかる計算になる。それにもかか
わらず企業がデュアルシステムに取組むのは、経済面の計算によるというよりはむ
しろ「若い人を市民として育てるという企業の使命感、或いは中世以来のドイツの
伝統であり、文化である。」
（VDMA ヘルマーニ氏）
６）企業規模による対立点の所在
大きなコンツェルンが大工場を建てた時などに、専門工が足りないと気がつくと、
高い給料を提示して不足する人材をかき集めてしまう。デュアルシステムによる職
業教育訓練制度にタダ乗りするところが出てくるとこの制度は崩壊してしまう。こ
のためただ乗りを防ぐ法律ができている。訓練生を養成しない企業は、少なくとも
5％余分に負担金を払うことになっている。機械工業ではその比率が 7.5％と他業種
より高い。大企業は、短期的に企業利益を追求する傾向がある。中小企業は長期的
に養成しており、社会的な課題と受止めている。技能工・専門工の養成は、長期的
に考えていかざるを得ない。（VDMA ヘルマーニ氏）
７）協調教育大学について
ハイデンハイム協調教育大学の学生が現在 6 人在籍している。3 ヶ月ごとに企業
と大学の間を交互に行き来し、企業で実習を、大学で授業を受ける。事務系と技術
系の両方の学生（＝当社社員）がいる。今は事務系が多い。将来は技術系の方を増
やそうと思う。あと 1 人 MOT の学生もいる。MOT は事務系と技術系の中間の学科
である。
協調教育大学という大学は、バーデン・ビュルテンベルク州から普及して、現在、
ザクセン、ザールラントなど９州に設置されている。バーデン・ビュルテンベルク
州内をみると、協調教育大学の数は増えてきている。協調教育大学を出た人はいい
キャリアを持っている。実践面は優れている。企業にとっての長所は、最初から学
生をみることができることだ。
制度創設当初は、協調教育大学の学生は学問的レベルからいうと良くないという
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傾向がみられた。今のところは、応用科学大学と大学の方が知識的な面では多く、
同等にみるのは難しいという面がある。やはり総合大学の方が就学年月も長く難し
いといえる。
応用科学大学を始め、各大学はドイツの伝統的マギスター/ディプロム制度から、
国際標準としてのバチェラー/マスター制に切り替えつつあるところだ。2010 年に
なると、バチェラー/マスターという国際的な称号に統一される。統一されてから
どうなるか。そうなったとき、卒業生がどの位のポジションを取るかによって将来
が決まるのではないか。卒業生が頑張れば協調教育大学の学生も応用科学大学と同
じぐらいの資格として認められてくるだろう。しかし、まだ過渡期にある。現状で
の評価はまだよくわからないのではないか。
Dipl-Ing（工学ディプロマ）はドイツの大学に古くからある制度で国際的にも認
められていた。しかし、国際標準に統一されることによって今までよりレベルが下
がるのではないかと恐れている。
８）国際標準化の動き
Dipl-Ing は国際標準でいうところのマスターに相当する。ドイツの大学は今まで
の 13 セメスターを 7 セメスター（バチェラー）+3 セメスター（マスター）に再編
しなければならない。ドイツの大学は 13 セメスターを通しでやってきたので、バ
チェラーとマスターに分けなければいけないので大変だ。その点、応用科学大学は
簡単だ。2 つある実習セメスターを 1 つ削減し、8 セメスターから 7 セメスターへ
と変更するだけで済む。
９）ドイツ機械工業連盟（VDMA）の見方
ドイツの機械工業には 90 万人の従業員がいる。訓練生の割合は全体の 7.5％、7
万人位。バーデン・ビュルテンベルク州は、ドイツ全体の生産の約 1/4 を占めてお
り、機械工業の中心地となっている。企業の 86％が訓練生を受持っている。過去
何年間かは養成先を強化してきた。訓練目標としては、小さな業務範囲の個々の知
識だけではなく、トータルな目標を身に付けさせるようにしている。
当社のような 500 人以上の大規模企業は独企業の 5％、従業員数は 200 千人、こ
のうち 20 千人が訓練生。売上高 550 億ユーロである。
中国・ロシア、インドをみると、熟練工がみつからないという問題がある。しか
し、きちんと訓練した技能工とエンジニアがいる企業が当州には 1400 企業位ある。
1400 企業、260 千人、つまり 1 企業あたり 185 人という計算になる。この規模が機
械企業の典型である。
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大企業の中には異論もあるが、ドイツ企業はこれからも 3 年間の職業教育訓練を
覚悟して続けていくべきである。ドイツ機械工業成功の秘訣は、機械加工の訓練生
とエンジニアが支えていることにある。
１０）ドイツに於ける技能伝承、若者の製造業離れ
人の問題は独も同じ。熟練した世代から若い世代への技能伝承の問題はやはりあ
る。それ故にこそデュアルシステムに集中して行く必要がある。デュアルシステム
がうまく機能すれば技能伝承の問題も乗り越えることができる。デュアルシステム
があってこそ、独の競争力がある。
（VDMA ヘルマーニ氏）
１１）デュアルシステムと少子高齢化問題
15 歳―20 歳層は 880 万人。この若年層の人口が 2030 年になると 650 万人に減っ
てしまう。これから若い人の獲り合いの時代が始まる。VDMA は学校を回って機
械工業に関する職業の宣伝をやっている。
（VDMA ヘルマーニ氏）
１２）対中国観
中国には 70 万人いるが、そのうち 10％であってもドイツの品質が保証できるだ
けのエンジニアはいない。ナンジンには leitz の拠点があり、製品を作っている。し
かし、あまりテクノロジーをトランスファーしないようにしている。
北京でのツールメッセのとき、独メーカーのツールをそっくりコピーしたのをみ
た。中国の大使館に間に入ってもらって、問い詰めたところ、苦情を申し入れた人
に対して、向こうの社長から「一番いいところを選んでコピーしている。むしろそ
のことを誇りに思うべきだ」と言われた。それで 2007 年 7 月に日本を訪問したと
きに、来年シンポジウムをやって技術面でのコピー防止のために協力してやってい
こうと、提案してきたところだ。
（VDMA ヘルマーニ氏）
１３）知財関連での中国対策
VDMA は、知財に関わる技術を中国がどのようにして入手しているか、その実
態を調査した。その結果、JV の相手先中国企業や中央の政府が自ら入手している
ことが判明した。彼らは、技術知識のほとんどを外国の大学で仕入れている。中国
の留学生が大使館に呼ばれて、「これを盗め」と指令している例が露見した。彼ら
は国からの直接の命令がなくても中国政府に伝えている。国の世話になっているか
ら、恩義がある。中国の学生も一生懸命盗もうとしているようだ。Max-Eyth84（職
業学校）には大勢の中国人が来ている。（VDMA ヘルマーニ氏）

84 Max-Eyth 職業学校、今回訪問調査した先の一つ。
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（４）電動モーターメーカー
LEWA Gmbh
訓練/教育部長 Mr. Erich Lexa
訓練生、男子 2 名、女子 2 名

LEWA 社
所在地：Leonberg（ﾊﾞｰﾃﾞﾝﾋﾞｭﾙﾃﾝﾍﾞﾙｸ州）
業種：ポンプ・流体計量システム製造
従業員数：600 人
創業年:1952 年

下の写真は、
ワークショップと呼ば
れる実習室である。ここで、同社の訓練生のための訓練が行われる。このワークシ
ョップで行われる訓練は、前期中等教育を終えてデュアルシステムに進んだ一年生
が中心となる。一部、協調教育大学の学生も混じる。
当社訪問時、訓練生のうち男子二人、女子二人がプレゼンの準備をして待ってい
た。技能系と事務系それぞれ二人ずつが、当社の概要とデュアルシステムについて
の資料を彼ら自身で作成してきたという。我々の前で、パソコンを駆使しながら交
代で発表を行った。発表言語は英独両言語で対応可能だという。我々の訪問を英語
でプレゼンできる絶好の機会と受止めているようにみえた。訓練生達が示した挑戦
しようとする意気込みと積極性の素晴らしさは、このメーカーにおける訓練プログ
ラムの卓越性を思わせるものであった。また、職業訓練が訓練生のやる気を引き出
していることを示す光景でもあった。特に訓練部長（3 枚目の写真のスーツ姿）は
教育熱心であり、IHK（商工会議所）における試験委員会の委員を務めるほどボラ
ンティア精神に富んだ人物である。訓練生からも慕われていることが伺われた。
図表 3-39

LEWA 社のワークショップ風景（訓練 1 年生の実習）

以下は、このときの訓練生によるプレゼンテーションの式次第とその概要を筆写
したものである。
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【プレゼンテーション次第】
1

歓迎の辞

2

LEWA の紹介

3

デュアルシステム

4

作業ローテーション

5

年間学習計画

図表 3-40

LEWA 社の訓練部長と訓練 1 年生

＜1.LEWA 社について＞
本社と製造部門はレオンベル
グにある。1952 年家族企業とし
て創立、2005 年 10 月、株式会
社化、販売部門は 15 カ国にある。
販売代理店は、シンガポール、タイ、中国など全世界をカバーしている。従業員 600
人（内 400 人が独国内の製造部門）
。31 人が訓練生、200 人が外国の従業員で販売担
当。
外国でも一部製造を行っている。R&D とアプリケーションは独国内。エンジニア
の人が外国へ行って、生産、設備をサポートしている。
＜2.LEWA の売上構成＞
当社の主要製品別売上構成
ポンプ等の製品
製品納入後のアフターサー
50％
ビス
20％

購入品販売（←他社製のポン
プ） 30％

＜3.ポンプの納入先別業種構成＞
当社の納入先業種構成
石油ガス

化学・石油化学

プラスチック

薬品・化粧品

食料品

39％

41％

11％

6％

3％

＜4.製品

ポンプシステム＞

・ポンプは標準品で受注生産、ポンプの設備仕様を顧客の注文にあわせて製造
する。
・設備を使う顧客の要望に応じてポンプの設備とシステムをつくる。
＜5.デュアルシステム＞
・職業学校では、技術系が計算、材料などを、事務系は企業経済、購買、カス
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タマーサービスなどを学習する。企業では両コースとも企業の中で実践教育
を受ける。
・職業学校は州が監督し、企業訓練は IHK（商工会議所）が監督する。両者が
うまく噛み合うように行われている。
・訓練生は、企業と訓練契約を結ぶ。訓練と勉強はともに努力するよう求めら
れる。
・技術系は、職業学校に週 1 日か 2 日行って勉強する。
・事務系は、職業学校で何週間かまとめて集中授業を受ける。
・目的は、単に合格することではなく、IHK 等が表彰する PREIS という各種の
賞がもらえるように努力することである。…PREIS と呼ばれる表彰状が廊下
に数え切れないほど展示されていた。
＜6.IHK からの資格証明書＞
・訓練開始の 2 年後に IHK の試験がある。3 年目になると、11 月に経済等一般
教養の試験があり、年明けの 1 月に実践の試験がある。
・合格すると、専門工の資格証明書がもらえる。
・LEWA で訓練生がやるべきことは、州や IHK の決まりに従って、それを守り
ながら、訓練を受けることである。企業内のワークショップでは勉強も行う。
・PREIS（表彰）には、IHK とか職業学校などさまざまな表彰主体がある。ま
た表彰状にもグレードがいろいろある。学校の表彰には 5 段階のレベルが設
けられている。訓練生は 150 人いるうち 100 人位が何らかの賞状や褒詞を受
ける。
１）当社におけるデュアルシステムの実態
1990 年以来、Lexa 部長が担当している。この部門で 4 週間。企業内を 2 年間か
けて各部門をローテーションさせる。事務系は、購買、セールスセンター、人事、
経理などの事務を担当する。訓練生は、間接部門の販売や事務系の仕事と工場ライ
ンの技能工の仕事に分かれる。採用は、適性検査＋ドイツ語＋見た目の印象＋手先
の器用さ（ワイヤーを曲げるなどの技術をみる）で判断している。
職業訓練に当てる時間帯は、7：00－16：00 であるが、Lexa 部長は夜の 8 時、9
時までやることが多く、やるべきことは盛沢山だという。
２）訓練生85へのインタビューと印象
どういう経緯で当社の訓練生になったのかという質問に対して、以下のような回

85 当該プレゼンテーションは女子 2 名、男子 2 名が実施。その際に質問した結果とその印象
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答を得た。
---知り合いに機械関係の人が多い。学校のオリエンテーションの時に進路は家
政か機械かと聞かれた。機械が面白いと思った。
（女子訓練生 A）
---当社は訓練の評判がいいと聞いた。自動車関係のものより、ここの製品の方
が興味をもてた。学校時代、8 年生・9 年生の時に職業オリエンテーション
の一環として 1 週間、
希望する職業の会社で企業実習することになっている。
そのときに警察で見習いをしてみたが、自分には合わないと感じた。当社で
は女性のメカニックが合計 10 人86働いている。当社はこのようなプレゼンテ
ーションを担当させてくれるなど、いろいろ活躍の場がある。いい訓練生を
大勢集めている。テクニカの資格やエンジニアの資格を持つ人もいる。（女
子訓練生 A）
---手先が器用ではなかったので、Kaufman（事務系）の方を選んだ。2 つの職
場で実習した。花屋でも実習したが、器用ではないとわかった。2 つ目をオ
フィスでやったら楽しかった。前の人事部長の息女と仲良しで、その人から
こういう訓練の枠があるのでどうかといわれ、ここに来た。
（女子訓練生 B）
３）職業訓練部長からみたデュアルシステム
Lexa 部長は 35 年間もっぱらこの仕事を担当している。当社におけるデュアルシ
ステムをうまく回す基礎固めをやってきたと自負している。この訓練負担は負担で
はなく、あくまで企業の将来のための投資と考えている。いわば国民経済の一部で
ある。EU の方で EU 全体を規制する職業教育の路線を決めている。しかし、長い
伝統を有するドイツの実情やドイツの職業教育と合わない面がある。ドイツでは
EU 路線の評判はよくない。
４）デュアルシステムにおける試験委員の実態
Lexa 部長は当地域の試験委員会の委員でもある。ボランティアとして参加して
いる。試験委員として試験問題をどのように出題するか、試験問題をどのように改
善するかなど、この制度を改善するための審議に参加している。
現行のデュアルシステムについては、委員会などにおいてもいろいろと議論が出
ている。
「3 年～3 年半を 2 年に短縮せよ。
」
「もっと近代化しなくては」という意見
を出す大手企業が出てきている。「もっと企業に合った訓練をせよ。」「企業に必要
なことだけをやらせよ。」「アセンブリと製造の両方やるのでなく、片方だけにせ
よ。」という声もある。ダイムラー、ポルシェなどは数千人という規模で訓練生を
86 女性 10 人の内の 1 人はエンジニアになっている。つまり、二元制終了後高等教育を受けて工学士にな
った。CNC の加工セクションでも女性が 2 人働いていた。
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採用しているので、その費用は莫大な額に上る。訓練内容をもっと限定し、必要な
だけの期間に短縮したいと大手は考えている。しかし、我々はそこまでは必要ない
と見ており、われわれの考え方と大手の考え方は異なる。
５）職業教育訓練を行う上での留意点
中堅企業は、機械の高度化を背景に、訓練生にさまざまな多くの技術・技能を要
求し、訓練させている。この機械もあの機械もアセンブリもなどと、フレキシブル
に対応できる力を養成している。対応力を身につけることと全体像を掴ませること
が大切だと考えている。
核になる技術に要求されることは、内製する場合も外注する場合も同様である。
そこで、購買部門については、技術系と事務系の両方を配属している。同じ理由に
よってセールス部門にも技術系と事務系の両方を配属している。
６）Lexa 部長自身の見解
Lexa 氏自身は、1960 年に職業訓練を受けて給油所で働いていた。その当時、た
またまホンダがドイツに輸出した 1 号車をみたことがある。Lexa 氏は、ホンダ車
が「非常に精巧に立派に作られていて、ドイツ的要素がある」ことを見抜いた。し
かし、Lexa 氏より年上の人たちは、
「日本人はちゃんとつくれない」と言っていた。
当時の自分のような若い人たちは、この国は将来、自動車をつくる大国になるとみ
ていた。
ドイツ製機械の品質は、デュアルシステムそのものが支えている。自分自身も試
験委員を勤めるなど、当社の部長としてデュアルシステムの運営に貢献している。
このことを誇りに思っている。
（５）自動車部品メーカーの場合
Bosch

ボッシュ社

Mr. Peter Gutzan
Director

Diesel Systems Human Resource Development

Diplom-Betriebswirt（BA）経営学士
Mr. Peter Schomakers
Manager Diesel Systems Personnel
Development

and

Vocational

Training Technical Training
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ボッシュ社
所在地：Stuttgart（ﾊﾞｰﾃﾞﾝ･ﾋﾞｭﾙﾃﾝﾍﾞﾙｸ州）
業種：自動車部品製造
従業員数：260 千人
創業年：1886 年

図表 3-41 BOSCH 本社の建物

１）ドイツのデュアルシステムと当社での運用状況
第 1 に、デュアルシステムは企業との契約を結んで初めてスタートすることがで
きる。
第 2 に、エレクトロニクス、メカニックス、メカトロニクス、事務などという学
校だけでは勉強できない仕事がある。こういう職種はデュアルシステムでやること
になる。まず、自分の希望に合致する企業に応募する。これまで何をやってきたか、
何をやりたいか、どういう仕事をしたいか、学校時代の成績などといったことを記
した応募書類を提出する。当社には 5～6 千人の応募者がある。そのうち訓練枠は
215 席分しかない。その年によって変動はあるが、技能・技術系が 140 人前後、IT
と事務系が 60 人前後。そこで、選抜試験を行い、個人面接を実施する。たまたま
今日は応募者試験をやっているところだ。技術関係は訓練センターで 1 年半過ごす。
その間は養成訓練を受け、機械のオペレートの仕方を学習する。残りの 1 年半の間、
訓練生はそれぞれ専門の部門に配属される。工業メカニックの人は、製造部門や開
発部門で働き、その後製造ラインに入っていく。工業メカトロニクスは電気と機械
の両方を学ぶ。
140 人の中には協調教育大学の学生も入っている。訓練生 215 人中の約 50 人が
協調教育大学の学生で、内 30 人が技術系、20 人が事務系。事務系は企業経済、経
済情報の分析などを担当する。エンジニア系は、エレクトロニクス・メカトロ・情
報技術などに分かれる。
２）当社におけるデュアルシステムの実態
デュアルシステムを運用して行く上で、グッツアン氏が荷うべき仕事を挙げても
らったところ、訓練生の世話、指導、資格取得の準備、専門部門ローテーションの
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スケジュール立案などの業務であった。自社の訓練生が然るべきスタンダードに達
しているかという評価問題も抱えている。訓練生が、ローテーション段階に移行し
てからは、訓練生の行く先々の部署の指導者が訓練生の諸々の世話をしていく。
訓練生は、様々な部門を回ることで実際の業務とプロジェクトを具体的に幅広く
体験できるようになっている。
事務系を例にとると、購買部門に 3 ヶ月、セールス部門に 3 ヶ月、会計部門に 3
ヶ月、人事部門に 3 ヶ月という具合に、それぞれの業務をローテーションしながら
覚えていく。
図表 3-42 ボッシュ社のデュアルシステム訓練スケジュール

出所：ボッシュ社訪問時に入手した訓練工程表の一部
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３）協調教育大学とデュアルシステム訓練生の比較
協調教育大学とデュアルシ

図表 3-43 ボッシュ社のデュアルシステム訓練生氏名

ステムの訓練生のローテーショ
ン・コースには違いがある。これ
は、求められる役目や課題が異な
るからである。
事務系の訓練生と協調教育大学
の学生が営業部門へ行ったとする
と、訓練生はクレーム処理、カス
タマーサービス等を、協調教育大
学の学生はプロジェクトを一緒に
行う、或いは MESSE の準備、セ
ールスのキャンペーンなどを行う。
従事する内容が異なる。
技術系の場合は、協調教育大学
の学生は開発設計部門に配属され、
エンジニアとして製品設計や制御
装置の設計に従事する。訓練生は
製造ラインに入り、製造、メカ

出所：ボッシュ社訪問時に入手した訓練工程表の一部

ニック、メカトロニクス、パーツの加工、アセンブリ、検査という仕事に従事する。
もっとも、開発の部門にラボがあったりすると、訓練生も開発部門に入ることがあ
る。
図表 3-44 デュアルシステムにおける訓練生と協調教育大学学生の訓練内容

訓練生

BA の学生

技術／技能系
製造ライン技能工
メカ工・メカトロニクス工
パーツの加工・組立・検査
技術製図など

事務系
クレーム処理
カスタマーサービス
経理／総務／人事の事務

プロジェクト遂行
MESSE の準備
セーするキャンペーン
出所：ボッシュ社インタビューに基づいて作成
開発／設計エンジニア
製品・制御装置等の設計

４）訓練生の養成後の進路
訓練生の養成が終わると、ここで採用することを最終目標にしている。理由は、
職業教育訓練契約が有期のため、採用し直す必要があるからである。正式採用時に

116

は原則として全員を採用する。採用形態をみると無期限と期限付きの両方がある。
無期限で採用するか期限付きとするかはそのときの需要動向に左右される。法的な
決まりによると、企業が訓練生と訓練契約を締結した場合、訓練終了後に訓練生を
自社に縛ることはできない仕組みになっている。訓練終了生は法的には他企業へも
自由に行ける。一方、企業は訓練したからといって訓練生全員を採用すべきという
義務はない。
採用時の採用条件については、判定基準はあるが絶対的なものではない。80 点
以上が 100 人いて必要枠が 70 人だとすると合格基準点を 80 点以上に引き上げる必
要がある。反対に 130 人必要だとすると合格基準点を 80 点からもっと引き下げな
ければならない。採用に際しては、訓練時におけるその生徒の働きぶり、成績、試
験結果、社会性、適応能力、社会人としての能力を総合的にみて決める。
５）3 種類の大学学生の違い
グッツアン氏によれば、三つの大学に大きな差異はなく、どの大学からでも喜ん
で学生を採用する。採用時の考え方は競争原理である。但し、研究部門だけは総合
大学系の人がやや多い。しかし、研究部門にも協調教育大学、応用科学大学の人も
いるので基本的には差がないといえる。
図表 3-45 3 種類の大学の比較

3 種類の大学

協調教育大学

強み
理論、学術的な仕事に強い
基礎研究をやる人が行く。
学術的なことに重点がある
理論と実践の両方で強み

配属先の違い
差はない
（研究部門でやや優勢
という程度）
差はない

応用科学大学

上記 2 大学の中間

差はない

伝統的な大学

出所：ボッシュ社ヒアリングに基づいて作成

６）協調教育大学の学生の特徴
協調教育大学は、いわゆるデュアルシステムそのものとは異なる。協調教育大学
は大学である。協調教育大学には優れた人が大勢応募する。協調教育大学の学生と
して採用した社員（＝学生）には企業から給料が出る。
採用という観点に立てば、当社は協調教育大学の学生も歓迎し、養成する。応用
科学大学や伝統的な大学の学生も採用する。要はその人の人柄と働きぶりである。
当社の条件をクリアした人であればどの大学を出たかは問題にならない。
いわゆる総合大学は研究志向の人にはいいところである。大学で一生懸命集中し
てやったという事実や外国に行ったという経験があるかもしれない。大学に行くと
いうことは、自分で講義を選ぶ必要があり、自分で手はずを整える必要がある。こ
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の点で、全てカリキュラムが決まっている協調教育大学の学生とは何かしら差が出
てくる可能性はある。
７）協調教育大学の学生の長所
協調教育大学の長所は、以下のとおり。
①22 歳という早い時期に企業のニーズに合わせて養成することができ、企業に
対する帰属意識を持たせられる。
②マーケティング戦略を学校で勉強して、当社で実践できるというように理論
と実践をつなげることができる。
③国民経済的にみて、実際に必要とされる職業で人を教育することができる。
④専門的、個人的、社会的、方法論的な要素を網羅した学習方式が採用されて
いる。
８）デュアルシステムの改善点
デュアルシステムの改善点は、以下のとおり。
①おカネがかかる。コストが高い。1 職種を訓練するのに年に 2 万ユーロ／人
かかる。
（機械+給料+訓練上のスペース代）
。
②デュアルシステムは多くの法律・規格を充たす必要があり、管理上煩雑であ
る。
労働組合との契約によって、思った時に、好きなように減らせない。個人的には
コストを下げる必要があると感じている。
９）デュアルシステムと国際競争力上のハンディ
確かにコスト面だけを考えればデュアルシステムがハンディになるという見方
もある。ボッシュの各国の子会社では、現地でそれぞれ独自に職業訓練施設を設立
して技能工を養成している。印度、中国、伊、米、トルコ皆そうである。こういう
訓練生が職業学校へ行くか行かないかはその国の制度によって違う。その国の事情
に対応したテクニカルカレッジのような学校をみつけて実施している。
一方、実務面から見ると別の側面がある。訓練 1 年生でも 2 年生でも工場の方か
ら「これを頼む」という仕事があるとその製造を引受けて、生徒にやり遂げさせる
という仕組みがある。これは訓練生の売上として計上され、訓練部門の収入とされ
る。訓練生のワークショップの中に Jugent Co.というボッシュ製造部門を顧客とし
た訓練生による訓練生のための仮想会社がある。ここで社内の各工場からの注文を
受注するか否かを決定する。生産計画を立てて生産し、これを工場に販売する。訓
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練コストの一部回収ができる。さらに、訓練生の育成上も緊張感を持たせられるの
で効果的だ。事務系はこの会社で経理、総務、人事などの間接部門の仕事を学ぶこ
とができる。生徒は、Jugent Co.での仕事を通じて本当におカネが稼げたと実感す
ることができ、目に見える形で理解することができる。生徒も真剣に取組む。一石
二鳥の効果がある取組である。
以上から見て、デュアルシステムが必ずしも国際競争力上のハンディとなってい
るとはいえない87。
図表 3-46 ボッシュ社における訓練生の訓練生のための仮想会社 Jugent Co.の活動状況
ボッシュ社内各工場
製造しき れな い状況下で Jugent社に製造依頼
発注
受託可否判断

Jugent Co.
Jugent Co.

生産計画立案
資材・部品等調達

経営管理セ クション

資材置き 場

製造ライン（加工・組立）
測定・検査

製造ライン
検収・納品
営業セ クション
売上計上
総務・経理セ クション
資金回収

本社工
場への
貢献を通
じ、訓練
費用の
一部回
収効果も
得られる

ワークショップ内に訓練生による、訓練生のた めの、仮想会社JugentCo.

出所：ボッシュ社インタビュー時に見学した時の情報を元に作成

87 スイスの職業教育訓練制度（Dual System）の解説書によれば、スイスでは訓練生による売上によって訓
練コストの大半が回収できているという数値結果が紹介されている。
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3.2.6

デュアルシステムにおける職業教育機関の役割

（１）デュアルシステム
職業学校といわれる教育機関の中にはさまざまなコースが併設されている。訪問
した先では、テクニカ学校、マイスター学校、二年制職業コレーク、工業ギムナジ
ウム、職業準備年（学校）、職業学校、二年制職業専門学校、金属（工業）コース、
一年制職業コレークの各コースがあった。
以下は、訪問先で聴取した内容である。

（２）【職業教育総合カレッジ：MES】
Rundel 教頭
Max-Eyth-Schule Stuttgart（略して MES）
Studiendirektor Stellv.Schulleiter 教頭 Peter Rundel 氏
本校は、職業学校という紹介を受けたところであるが、マイスター学校から工業
ギムナジウムまで多くのコースが設置されており、実態的には職業教育総合カレッ
ジという訳語が相応しく感じられた。英訳は単に Max-Eyth-Vocational College である。
カレッジは英訳から引用した。
本校の入口、並びに、入口から二階に上る階段には、以下の写真のような案内板
が掲示されていた。その案内板をみると、同一敷地内にさまざまな種類の職業学校
等が併設されていることがわかる。また、案内板には、写真のとおりそれぞれの学
校で学ぶ内容、各学校で受験できる資格、卒業後の進路（職種）が人目でわかるよ
うに表示されている。教頭へのインタビューで、教育方針を尋ねたところ「子供達
に将来どのような道に進むことができるのかという展望を示してあげることが子供
達のやる気を引き出し、活き活きとした目を持つ生徒にすることができる秘訣であ
る」と説明してくれた。この案何板によってもその思想が明確であることが読みと
れる。
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図表 3-47 以下に掲げる図表 3 点は Max-Eyth-Vocational College の校舎内の案内板

注：左は中国の専門学校との提携を表示、右は本学校名

注：テクニカ学校（学習領域・目標）とマイスター学校（試験科目・目標）の紹介
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図表 3-48 以下に掲げる図表 2 点は Max-Eyth-Vocational College の校舎内の案内板

注：上段は職業準備学年学校（授業内容・目標）
、職業学校（職業訓練職種、目標）
、二年制職業
専門学校、金属工業コース（授業内容・目標）
下段は二年制職業専門学校、金属工業コース（授業内容・目標）、一年制職業コレーク、工
業・医療コース（授業内容・目標）
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図表 3-49 以下に掲げる図表は Max-Eyth-Vocational College の校舎内の案内板

注：左側は二年制職業コレーク、製品設計コース（授業内容・目標）、
右側は工業ギムナジウム（専攻内容、目標）

１）機械と自動車、電気に進む生徒像
機械や自動車方面に比べると、
生徒の希望は IT に偏る傾向にあることは事実だ。
日本と違うのは、ドイツには移民がいるので、多くの家庭では自分の息子が旋盤工
になって欲しくないと思っている。他の家庭でも同様だ。そこを移民で埋め合わせ
をしている。教育的レベルは高くないが、才能のある人が旋盤工になっていくよう
になるかもしれない。リソースの面では大丈夫である。
学校はあきあきしたが、おカネは稼ぎたいと思っている若者にとって、機械関係
に仕事をみつけることができれば、手工業のパン屋さんに行くより収入面では魅力
的という面もある。
２）商工会議所との関係
デュアルシステムでは IHK（商工会議所）が大きな役割を果たしている。若い人
がある企業で仕事をみつけ、IHK に登録する。ここの地区であれば、××学校に行
きなさいという具合に調整する。デュアルシステムは、企業と学校が中心であるが、
その手配と試験は IHK がやっている。例えば、それぞれの職業標準も IHK が規定
する。試験もやる。
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３）職業教育をする立場から見たデュアルシステムの特長
中国など外国を含めて、いろいろな職業学校をみてきた。機械工業についての部
門をみても、ヨーロッパや他の国での職業学校は全日制になっていて、実践も学校
でやっている。大きな建物の中に機械がズラッと並んでいて大変なコストがかかる。
ここでの実習は、企業にある機械を使うことができるので、安価に運営できる。
企業の方は何もせずに 1 人前の職人ができあがるとは期待していない。逆に、企
業も貢献していることを自覚しているところが他国とちがうところ。
４）他国との差異
他国との違いは、歴史と伝統があることだ。産業革命以前から手工業があって、
徒弟制で人材育成をやってきており、手工業会議所が結成された。その後、産業革
命の時代を迎え、商工会議所ができた。次の世代を育てる必要にかられて、企業が
費用を負担する伝統ができあがった。
５）職業学校の存在理由とデュアルシステム成立の経緯
ドイツでは、本校のような職業学校がなぜあるのかというと、18 歳になるまで
義務教育があるからだ。学校で一定の基礎をやっていくことが国にとって大事であ
ると考えられている。デュアルシステムの職業学校でもドイツ語、経済の知識など
を教える。従前の典型的な訓練は 15 歳からだった。その後、学校に行く義務が 18
歳まで引き上げられたことから、15 歳からでは仕事に就けないことになった。そ
こで一計を案じて、職業訓練を受けつつ、学校で勉強するというデュアルシステム
がスタートすることになった。
６）デュアルシステムにおける時間配分
デュアルシステムでは、例えば 1 週間のうち 1 日は学校、4 日は仕事というよう
に 1：4 の割合になっている。主な部分は会社の仕事に従事すること。工業では顕
著ではないが手工業では、たとえば理髪業では学校にも行くが、実際の仕事を主に
行う。本校にもいろいろな種類の科目コースがある。生徒の半分はデュアルシステ
ムで来ている。残りは全日制のクラスに通学している。
７）ドイツの教育制度について
ドイツの教育制度を図解すると、次のような構造になっている。
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図表 3-50 ルンデル教頭による中等教育機関卒業後の経路

研究

大学
D u al S yste m

M ES で
2 年間
Ⅱ の 資
格 が と
れる

M ES で 3
年間
Ⅲ の 資 格
（ A bitu r）
がとれる

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ
H au pt sch u le
基幹学校

R eal sch u le
実科学校

G y m n asiu m
進学校

出所：訪独時直接本人が板書したものを筆写したもの

ギムナジウムを出てデュアルシステムに入る生徒は、技術製図を担当する。基幹
学校を出た生徒は、設備・機械オペレータになる。
6 歳で学校へ行く。10 歳で 3 つの中学のどこに行くか決まる。基幹学校の人たち
は、本校（MES）があることで教育を施せるし、救い上げてやることができる。こ
れは、我々の誇りである。
ルンデル先生の奥さんは、基幹学校→実科学校→ギムナジウムとステップアップ
した人だ。スロバキアからの移民の子なので、ドイツ語が不充分であったため、低
い評価を受けた。その後勉強して Abitur をとって大学へ進学した。
８）10 才での早期選別の問題
今でもこの州では、10 歳で既に進路を決めてしまうのは早すぎるという批判が
ある。他の州は 6 年たってからというところもある。基幹学校に行くことになった
場合、子供がというより、親がひがむということはやはりある。
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９）早期選別の基準
ルンデル氏の子の場合、25 人のクラスの中で進路を決めるときに、ドイツ語と
算数の出来不出来で決められたという。平均 2.5 以下だとギムナジウムへ行く。2.5
～3.5 は実科学校に行く。3.5 以上は基幹学校に行く。成績評点は 6 段階ある。1（＝
大変良い）
、2（＝良い）
、3（＝満足できる）
、4（＝可）、5（＝不充分）
、6（＝不可）。
このうち 6 は落第である。1～4 の評点が期待される。基幹学校の人は主に手工業
に就職することが多い。先生が基幹学校だといっても、親が実科学校だと言い張っ
たら試験をやらせる。合格することはまずない。それでもステップアップしていく
生徒は多い。実科学校の生徒は主に企業に行き、デュアルシステムに入る。IHK（商
工会議所）の世話になる。
１０）自己評価
自分たちが他の国の特殊学校をみても、ドイツの教育システムはいいシステムだ
と思う。しかし、外に向けてプレゼンする機会は少ない。この国には熟練工も機械
エンジニアも不足している。本校は彼らを養成し、大学へ行って勉強しようとする
人を支援している。
本校の校長先生は近くのベーブリンゲンの町において、あるプロジェクトに対し
ておカネを出している。2 年間で 75 万ユーロを費やし、社会福祉士を使って、問
題の多い若者たちを正しい道に導いていくというプロジェクトをやっている。後々、
きちんとした仕事に就けるようにするためだ。この学校にもそういうプログラムが
ある。反抗期の生徒指導をやっている。
１１）BVJ（職業準備年）
BVJ とは、いってみれば特殊学校のことである。BVJ をやる人はほとんどが基幹
学校をきちんと卒業していない人である。BVJ を 1 年やると基幹学校の修了資格が
取れる。木工職人、メタル、電気など、一人ひとりに合った職業の方向を教える。
１２）全日制の職業学校
Berufsfachschule－Full time vocational school は、全日制の職業学校である。修了す
ると初期職業資格が得られる。ドイツ語、数学、英語の授業が行われる。
１３）エンジニアとテクニカの違い
エンジニアは理論的で、テクニカは理論を実際にやってみる人のことだ。テクニ
カ（フォアマンをやる人）のための夜間学校がある。テクニカになるための教育は
全日制で 2 年間、夜間は 4 年、テクニカ学校に通う。
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１４）大学間のランクの違い
ドイツにも大学のランキングはある。ランキングのいいところに、いい先生が行
ってしまう傾向がある。ドイツは連邦制、今日の話はあくまでこの州のみの話であ
る点に留意して欲しい。
１５）ドイツの中でのこの州の評価
個人的には、この州のシステムはうまく機能していると思う。特にベルリン市は
教育の質が一番悪い。ベルリン市は、市であると同時に州でもある。当州で、なぜ
うまく機能しているかというと、Ⅰ（基幹学校）→Ⅱ（実科学校）→Ⅲ（ギムナジ
ウム）というステップアップを可能にしているからだ。州から教育の為に、多くの
予算がもらえる。この州では、生徒に計算機が必要といえば支給されるし、教科書
も無償。教科書などは市の予算で運営されている。
もう一つは、生徒の動機付けが成功していることだ。若い生徒なのでガールフレ
ンドがいたり、遊びたいところだが、ここの生徒は勉強したいという動機をもって
いると感じる。それゆえ、このシステムはうまくいっていると言える。
三つめは、去年あたりから、当局（文化・青少年・スポーツ省）が制度を変更し
て、全ての学校が文化・青少年・スポーツ省から独立した委員会によって監視され
るようになったことである。委員会が文化・青少年・スポーツ省から独立した組織
としてできた。そういう仕組みを作った。ガイドラインがあって、先生たちは生徒
からのフィードバック評価を受ける仕組みになった。先生と生徒の間は透明であり、
評価のための部門が文化・青少年・スポーツ省から離れた組織としてある。
１６）うまくいっていると考える理由
生徒が訓練先の企業で仕事をすることによって、
「なぜ勉強する必要があるのか」
に気づかせることができる。その仕事の中から了解し、或いは納得することがある
のではないか。デュアルシステムではそういえると思う。
全日制の生徒にも勉強しようという動機を育むために、先生方が努力している。
将来の見込みが見えてくると一生懸命になるものだ。将来のことを考えることがで
きるようになるから動機が生まれてくる。「お前達はここを卒業して資格を取った
ら、何をやりたいのだ」と自覚させる工夫をしている。
ギムナジウムでは、職業のオリエンテーションもやっている。応用科学大学とか
大学から教授を呼んで、大学へ行くと何ができ、研究するとはどういうことか、と
いうことを説明してもらう。将来の見込や、姿をみせてあげるよう努めている。何
の為に勉強するのかをわからせる努力をしている。
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職安87の人とはデュアルシステムの訓練生が、企業との訓練契約を交わすときに
関わる。その後は本校へ来て学ぶ。

3.3

ドイツのデュアルシステムと産官学の役割分担

デュアルシステムの運営面をみると、どの関係主体も総じて積極的に関与していると
いえる。

3.3.1

連邦の役割

デュアルシステムは、連邦経済技術省並びに他の管轄権のある省と連邦教育研究省
が合意の上で、職業教育訓練を行う体制となっている。BiBB（連邦職業教育研究所）
では、需要が乏しくなった職種やこれから重要性が高まる職種、新しく出現した職種
についての研究を行い、実態に即した職業情報の更新を行っている。その結果は職業
情報センターなどの職業情報システムを通じて閲覧することができる。
それぞれの役割と連携の仕組みは以下のとおりである。

87 連邦雇用庁の地域での出先機関のこと。職業情報センター。
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図表 3-51 デュアルシステムの概要・全体像：連邦・州・地域間役割分担

立法
Legislation

連邦
連邦経済技術省、他の管轄権のある省と
連邦教育研究省が合意の上で遂行する体制
連邦職業訓練機構

BiBB
訓練指導の提議
Issuing of training
directives

州

中央委員会

州委員会

州の各省庁

カリキュラム
（学習指導要領）
・Curricula

州の教育文化大臣会
議 常設の会議

（KMK)

文化・青少年・ス
ポーツ省＊

経済省＊

連邦雇用庁＊

VET
（職業教育訓練）
委員会
管轄権のある団体
商工会議所 ＊

職種別の試験委員会
従業員代表 １名
雇用者代表 １名
職業学校教員１名
計３名

試験委員会＊
カリキュラムの
フレームワーク（大綱）

・職業指導
・訓練場所の発掘

労使代表
Employer and Employee
representatives

・試験の指導監督
・訓練場所の適性
・訓練規則・法律

試験期間は職種
によって区々
実務試験：
数時間～数日～
数週間に及ぶもの
もある
筆記試験：２時間
口頭試問：30分
が一般的

Dual System(職業訓練生制度）Ausbildung
職業学校＊

企業職業訓練＊

(週１～２日)

(週３～４日)

訓練指導監督

終了二年前 終了時

KMKの要領
職業学校：１２時間/週
職業科目：８時間/週
一般科目：４時間/週
一般科目
ドイツ語、
社会科/実務研修、
宗教、
体育

訓練指導監督

訓練生＊
見習い訓練(通常３年間)

中間試験

最終試験

到達段階が

資格取得

わかる試験

訓練生の報酬
一年目：練達者
の
約１／３
年々増加

トレーニング期間は
訓練生の中学卒業資格（アビトウ
アがある場合など）によっては企
業の合意の下、期間短縮のケー
スもある

商工会議所発行の証明書
個々の訓練要領に基づく
関連職種では国中に通用
資格証明は統一書式による

企業と訓練生は
職業訓練契約を
締結する

職業訓練の目的
若年層に総合的な職業能力を身につけさせること
被雇用者としてつとめを果たせる能力を与えること
効率的・効果的・革新的・自主的・自己責任・協調性をもって訓練を遂行すること

出典 P18 Vocational education and training in Germany directives
出所 2006連邦職業教育訓練機構などから（財）政策科学研究所作成
＊ の印は、今回訪問時、訪問したところ、或いは、訪問していないが面談した人がいるところである。
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3.3.2

州の役割

州は職業教育の実施に関する権限を有し、文化・青少年・スポーツ省が職業学校を
監督する。また、経済省は IHK（商工会議所）経由で訓練企業を監督するシステムに
なっている。今回の訪独調査では、現場担当者同士が産学官それぞれ密接にコンタク
トを取合い、頻繁にコミュニケーションしている様子を観察することができた。例え
ば、今回日程調整が不調で、面談が叶わなかったシュツットガルト協調教育大学の学
長の場合、マン・フンメル社のフリッツ部長は頻繁にコミュニケーションを取合って
いる相手だという。ライツ社では、近隣にあるギムナジウムの新任の校長と訓練生と
の合同の機械製作コンテストに協力することで話が進んでいるという。ギムナジウム
でも職業に対する関心があることが伺える内容であった。これはドイツ社会に、職業
や実務的な訓練と教育を結びつけることは自然だとする風土があることを示唆する事
例だといえよう。

3.3.3

企業の役割

デュアルシステムの実際の運営では、企業の役割と負担が大きい。企業が負う資金
負担、人的負担、スペース負担は相当なものである。企業内にワークショップと呼ば
れる教室スペースと万力や工作機械、材料置き場を備えたスペースを用意し、企業規
模によっては教育訓練マイスターが専属で訓練生の指導に当たっている。
2 年目からは、実際の製造現場に配属される。現場でこなしきれない仕事などを訓
練と実務指導をかねて訓練生に担当させるという。これは、多くの場合、訓練生に作
業に真剣に取組ませる効果を生むと同時に、訓練コストの回収にも資する。各社の教
育訓練部長が微笑を伴いながら説明してくれた共通点である。
デュアルシステムについて、企業側では企業自身の特殊事情を理解した訓練生に基
礎から教え込むことで少なくとも後継者についてはそれほど心配しなくて済む、或い
は、技能継承が組織的体系的に行われることで企業自身のニーズに応えてくれる制度
であると認識されている。その企業の負担を少しでも緩和するために経済省の執行機
関である IHK（商工会議所）の担当者は頻繁に企業を訪れ、教育訓練部長や訓練生と
接触することで現場の抱える問題点を吸収しようとしている。このことは訪問時の観
察でも納得できた点である。
デュアルシステムが抱える一番の問題は、職業訓練生の人数に見合うだけの十分な
訓練枠の確保である。生徒の希望と企業側のニーズは必ずしも一致しない。両者には
ミスマッチが生じる。また、VDMA（ドイツ機械工業連盟）の見方によれば、中堅企
業はデュアルシステムの推進に協力的であるが、多国籍企業のような超大手はやや方
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向を異にする面があるという。また、他の企業の担当者からも同様の発言を聞くこと
ができた。企業規模間には若干の軋轢があるようである。しかし、ボッシュ社の担当
にこの点を確認したところ、現行のデュアルシステムに問題があるという明確な発言
は得られなかった。ボッシュ社では、2 年目から工場のワークショップ内にジュニア
カンパニーという訓練生の会社組織を立ち上げる。この会社では、工場現場からの製
作依頼を受けるかどうかの意思決定から、材料の購買、製作方法の検討、生産の遂行、
製品の販売まで訓練生主体で運営される。その売上を収入として計上することで、訓
練部門のコストの回収が行われている。コスト回収は、ボッシュ社で受けた説明の中
で頻繁に出てきた言葉である。その背景には訓練コストが相当の負担だという認識が
あるのではないかと考えられる。また、訓練生のためのワークショップのスペースは
以前に比べて削減されたともいう。このあたりにボッシュ社の考え方が反映されてい
るように思われる。いずれにせよ、規模別にみるとデュアルシステムは必ずしも一枚
岩とは言い切れないものの、今のところ何とか制度として持ちこたえている、少なく
とも中堅企業にとっては投資以上の見返りがある制度として受止められているといえ
よう。

3.4
3.4.1

ドイツのデュアルシステムに対する評価
デュアルシステムのメリットについての認識

ドイツのデュアルシステムは、
「Made in Germany の担い手を育成する長期投資であ
る。
」こうした捉え方が大方の共通認識になっているようにみえる。
企業の訓練生の研修風景を観察したところによれば、いきなり CNC マシンの扱い方
を習うのではなく、最初に習うことは万力の前に立って、ヤスリがけを行うことであ
る。工作機械の操作方法を学ぶ場合も、何十年も前の古い機械から始め、順を追って
新しい機械を操作していく。これによって最新式機械をブラックボックス化すること
なく、機械の機能・仕組みを理解させる教育方法がとられている。
機械の操作を習う場合にも、必ず簡単な製作課題を与え、それが出来上がると順に
難易度の高い製作課題を与える。訓練生は、自分の技能や知識理解の進展度合いを具
体的な製作課題によって楽しみながら確認することができる。課題が出来上がると家
に持ち帰って、親にみせる機会を設けている企業もある。こうすることで達成感が得
られる。ものづくりの喜びを自然に学べる仕組みになっている。
実習の間には、ワークショップと呼ばれる企業内の「教室」に相当する部屋で理論
を学び、さらに週 1～2 回職業学校に通って一般教育と職業教育を受ける。学校嫌いの
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生徒でも訓練手当がもらえることで職業訓練にも学業にも熱心に取組むようになると
いう。動機付けがうまく行われている。
2 年目に入ると、工場の現場で処理しきれない仕事を訓練生に任せるようになる。
訓練生達はそれを引き受けることで企業に直接貢献するという経験を積み、真剣さを
身につける。企業にしてみると、訓練生に自社製品を製作させるという過程自体が訓
練教材である。同時に、売上計上できることで訓練費用の一部回収にもなる。訓練生
は一箇所で訓練するのではなく、社内の各部をローテーションする。企業内の全体像
が把握でき、理解できるように訓練プログラムができている。デュアルシステムの訓
練生が正式に就職すると、主に現場の製造ラインで技能者として活躍する。これに対
し協調教育大学の学生は、訓練場所は同じであってもプログラムの内容はエンジニア
向けになっている。両者の内容は異なる。
ドイツの工業教育は、理論的学問的専門教育と実践的専門教育を両輪として相互を
有機的に関連づけることを重視する。実践的な実務学習では具体的な製作課題が与え
られる。理論を体で理解して納得させるようなプログラムが用意されている。こうし
た考え方が、職業学校から協調教育大学や応用科学大学にまで一貫しているところが
ドイツのデュアルシステムとデュアルシステム的な制度の特徴といえよう。
企業は、職業教育訓練を企業実習という形で担当するが、理論などの教育機能は企
業自ら実施する部分を除き、教育のプロである教育機関にアウトソーシングする。両
者が補い合う仕組みが出来ている。その際たるものが協調教育大学である。応用科学
大学や大学の学生の身分は所属大学にあるが、協調教育大学の学生は、学生であると
同時に企業に所属する社員でもある。学生は企業との雇用実習契約を結び、企業は学
生を大学に登録する。学生は社員として手当を受給しながら大学で学ぶことができる。
その代わり、短期間に猛烈な勉強を強いられるという。Bosch 社では、企業内の壁に
協調教育大学という大学の看板が掲げられていた。企業の中に大学があるように見え
る。
ドイツでは、社会全体に企業が人材育成を丸抱えすることは効率的でなく、若いう
ちから教育機関と二人三脚で進めた方がよいという考え方が行き渡っている。官庁も
同じベクトルで行政を執り行っているようにみえる。ある官庁の人は「デュアルシス
テムはドイツの歴史的伝統である」と表現していた。企業を含む複数の人から同様の
発言を聞くことができた。中世の職人の親方達は、自分で教えきれないことは行政や
仲間を募って学校を作り、そこで教えてもらうという方法を考えたのである。その学
校が現代の職業学校の基になっている。こうした歴史を踏まえた伝統的な発想が現代
まで続いている。
要するに、「背中をみて覚えろ！」「先輩の技を盗め！」ではなく、学校を作ってそ
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こで理論をきちんと教えるという教育理念がドイツのデュアルシステムの背景にある
のではないか。ドイツ製造業の特徴として、サイエンス重視の傾向が強いといわれて
いる。ドイツの鋳物業を調査したレポート88にも同様の記述がみられる。こうした指摘
は、デュアルシステムの背景にある職業学校で理論を学習させる伝統と符合する。彼
我の違いを際だたせている点である。

3.4.2

大学版デュアルシステム：協調教育大学（Berufsakademie）の評価

協調教育大学の学生には、
「見ていて気の毒なくらい勉強する。3 年間しかなく、そ
の半分は企業実習なので企業でも大学でも勉強勉強と追いまくられている。」「応用科
学大学や伝統的な大学の学生に比べ余裕が無く、しかも応用科学大学や伝統的な大学
のようにカリキュラムが自分で選べず、与えられる仕組みのため、学校の延長のよう
にみえる。」「ひたすら勉強している。」という指摘がある。その一方で、「ギムナジウ
ムの成績が 1.0～1.2（六段階評価で 1 が日本の 5 に相当する）というような医大にも
行ける優秀なレベルの学生が応募してくる。」という評価もみられる。訪問したいずれ
の企業でも協調教育大学のメリットとして、第一に「即戦力として使える」ことを挙
げている。協調教育大学の学生は、実績があるので「開発設計、品質管理、工程管理、
セールスエンジニアなどの業務をすぐに担当させることができる。」「就学中から素質
を見抜けるので、適材適所の配置ができる。」「企業ニーズに合致した学生を養成でき
る。」学生も就職による環境の激変を受けずに「スムーズに企業に溶け込める。」
「学生
でありながら社会人として必要な能力が身につく。」このような長所は、どの企業の担
当者も異口同音に指摘していた。さらに、
「大学や応用科学大学と同様に、将来の幹部
候補生である」など、高く評価されている。

3.4.3

デュアルシステムとドイツ社会の受容度

ドイツではデュアルシステムの生徒が努力してテクニカやマイスターの資格を取れ
ても、必ず大卒のエンジニアの下で働くことになる。しかし、この点が問題という認
識は見当たらない。あくまでも資格が全てであり、資格があればどこの大学かはそれ
ほど関係がないという。また、下図に見るとおり、デュアルシステムに入る生徒の保
有資格をみると多様である。多様な資格をもった訓練生が、多様な職種で職業訓練に
従事している。

88 中小公庫レポート「日本の鋳物工場、ドイツの鋳物工場～ものづくり基盤の国際比較～」について 2007
年3
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図表 3-52 商工業職業訓練生の学業資格別人数
商 工 業 訓 練 生 (3 1 0 千 人 ） の 学 業 資 格 別 構 成 比
（単 位 ：％ ）

3 8 .1
2 2 .1

1 8 .9

1 1 .5
1 .1

2 .1

4 .5

1 .6

無回答

応用科学大
学 ・

大学入学

実科学校

学校

全日制職業

職業基礎年

基幹学校

練年

職業準備訓

無

50
40
30
20
10
0

出所：Basic and Structural Data 2005, Federal Ministry of Education and Research より政策科学研究所
山藤作成

3.4.4

デュアルシステムにおける企業規模間の対立点

デュアルシステムをいかに維持していくかについての考え方をみると、多国籍企業
と中堅企業の間には微妙な立場の違いがみられる。中堅企業はその負担を長期的人材
投資とみて割り切っているのに対し、厳しい国際競争にさらされている超大手企業（多
国籍企業）は訓練コストが過大であるとして、訓練期間の短縮化や訓練範囲の縮小な
ど見直しを希望しているという。事実、個人的意見との限定付きではあるが、カネが
かかりすぎ、法規制が煩雑（思うように変えられない）と超大手の担当者が指摘して
いる。この背景には、超大手の場合は労働力をグローバル市場から調達することがで
きることから、人手集めも技能継承も中堅規模以下の小さな企業ほど大きな問題には
ならず、長期的人材投資の必要性が相対的に低いことがあると考えられる。このよう
に現状のままで良しとする中堅企業と超大手との間にはギャップがあるとみられる。

3.4.5

デュアルシステムが抱える課題

デュアルシステムが抱える最も大きな課題は、企業における訓練枠の確保である。
連邦と州は訓練枠の量的確保を政策の重要課題と認識しており、補助金交付などの支
援策を打ち出している。それでも量的確保は十分ではない。また、訓練枠を必要とす
る生徒の希望と訓練生を必要とする企業の思惑は必ずしも一致しない。訓練枠に関す
るミスマッチの解消はなかなか難しい課題だといえる。
新規訓練契約数統計から、デュアルシステムの需給状況をみると、訓練枠供給数（訓
練枠提供企業の訓練生受入人数）は 572.4 千人、対するに訓練枠需要数（訓練先を探
したい訓練生の人数）は 592.6 千人。全体でみると 20.2 千人分の訓練枠が不足する勘
定になる。これは、訓練枠需要数の 3.4％に相当する大きさである。しかし実際には需
要供給のそれぞれでミスマッチが発生している。訓練枠供給サイドでは 14.8 千人分
（2.6％）の訓練枠に空きが生じ、訓練生が確保できない状態にある。一方、訓練枠需
要サイドでは 35.0 千人分（5.9％）の訓練枠が不足している。訓練希望者の約 6％相当
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が、訓練先企業と訓練契約を締結できない状況に置かれている。
図表 3-53 デュアルシステムの需要・供給とミスマッチ
訓練枠の空きの数
最初の訓練年

訓練枠供給数（S)

訓練期間短
縮契約者数 14.8
88.9

訓練1年目の契約者数
468.7

572.4千人

訓練先未定者数
最初の訓練年

訓練枠需要数（D)

訓練期間短
縮契約者数
88.9

訓練1年目の契約者数
468.7

100

200

300

400

500

35.0

592.6千人

600千人

出所：Basic and Structural Data 2005, Federal Ministry of Education and Research より政策科学研究所
山藤作成

3.5

ドイツ以外の国における技術者教育

3.5.1

EU の動向89

（１）2010 年に向けての政治的背景
欧州は、1999 年のボローニャ宣言において 2010 年までに高等教育の標準化90を実
施することで、経済成長を阻害する、或いは雇用問題や社会的不認容を引き起こす
ことなく、ダイナミックな知識基盤経済に移行することを宣言した。このゴールに
向けて中心的な役割を果たすのは、2000 年の EU リスボン会合において合意された
とおり、教育と職業訓練政策である。欧州の場合、特に生涯学習が重視されており、
生涯学習を定着させていくことが欧州の持続的発展に欠かせないとする考え方がみ
られる。技術者教育は、生涯学習の中では最も重要なポジションを占める。高等教
育の学位制度などの資格制度は、生涯学習とリンクしている。欧州各国の資格制度

89 CEDFOP（European Centre for the Development of Vocational Training
Information Series “Work program 2007”及び訪問調査に基づく
90 各国それぞれの高等教育制度をバチェラー（学士）
・マスター（修士）
・ドクトレート（博士）の 3 制度
に統合することをいう。域内各国が共通の高等教育制度を採用し、透明な制度にすることで欧州の高等
教育制度の収斂を進めることが狙いである。CEDEFOP,ETF の HP: selected milestones in the evolution of the
European area of lifelong learning より
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を 2010 年、ないし、2012 年までに収斂させるという計画の下で各国は制度の見直
しを行っている。資格制度の欧州統合により、欧州域内は一つの労働市場を形成す
ることができる。
例えば、スイスで教育を受けて欧州資格を得る。その資格をもってドイツ企業に
応募する。欧州資格をみればドイツ企業は応募者のレベルがわかり、採用の諾否を
判定できる。このような仕組みができ上がるという。
ただ、今回訪問したドイツ企業から聴取したところによれば、彼らの認識として
はドイツの職業教育訓練制度は他国の制度より優れていることから、域内統一によ
って却ってドイツの場合はレベルが下がってしまう、と統合を危惧する声が聞かれ
た。大学の場合は特に、バチェラー・マスターという国際標準に比べ、ドイツの伝
統的な単位であるマギスター・ディプロムの修学年数の方が長いことから、現地イ
ンタビューでは、ドイツ固有の制度に未練が残るというニュアンスが濃厚に感じら
れた。
（２）CEDEFOP の目標と活動
CEDEFOP は、1975 年に設立された EU 機関である。EU の職業教育と訓練政策の
発展を立案支援している。CEDEFOP の目標は 2010 年までにリスボン合意を実現す
ることである。その狙いは、教育訓練作業プログラムを作成することで、欧州の教
育訓練体系を質の面で世界の参考になるレベルまで引き上げることである。
CEDEFOP は、様々な調査研究結果を提供しながら証拠に基づいた政策形成を支援
している。専門的知見を共有するために職業教育訓練に関する EU 統一のアプロー
チを行い、欧州議会の政策立案者に専門的助言を提供している。

3.5.2

ドイツ語圏の動向

（１）スイスの職業教育制度91
１）スイスの教育制度の概要
スイスの教育制度をみると、ドイツと類似した点が多くみられる。前期中等教育
といわれる第 9 学年を終了すると進学組はギムナジウムや普通学校といわれる普
通科教育課程に進む。一方、就職組はデュアルシステムと全日制学校等の職業科教
育課程に進む。これは大枠としてドイツと同様の制度であるといえる。高等教育に

91「スイスの職業教育制度 2007 年版
育科学技術庁資料。

事実と数字」から引用して作成したもの。原典は BBT 連邦職業教

136

ついては大学と高等専門職業教育の 2 種類がある。大学には総合大学・連邦工科大
学と専門単科大学92がある。後者はドイツ語で Fachhochschule と表記され、ドイツ
と同一の綴りを持つ大学である。
図表 3-54 スイスの教育制度の概要図

高等専門職業教育

高等専門職業学校

専門単科大学

総合大学・連邦工
科大学（ETH)

第
高
3
等
レ
教
ベ
育
ル
）

職業に平
行した継
続教育

（

連邦職業試験・
連邦高等専門試験

大学教育

職業科高等学校卒業資格
（大学入学資格）

連邦能力証明書
（3年または4年）

後
期
中
等
教
育

（

連邦職業適応証書
（2年）

普通科高等学校卒業資格
（大学入学資格）

普通科教育課程
（普通学校・ギムナジウム等）

）

職業科教育基礎過程
デュアルシステム・全日制学校等

第
2
レ
ベ
ル

中間スクーリング
（職業準備教育）

初等義務教育（第1レベル）

直接進学

各規定の追加資格を要する

職業科基礎教育への準備
中間スクーリング（職業準備教育）
義務教育終了後に行われる職業実技能力や労働界に関連した職業科準備教育。
職業科基礎教育に必要とされる条件に対応した内容。

出所：
「スイスの職業教育制度 2007 年版

事実と数字」より

上記スイスの教育制度図をもとにして、ドイツの教育制度で作成した図案と同様
の概念図を作成したものが下図である。一見して明らかなように、後期中等教育以
降のところをみると、両国の制度には類似性が観察される。但し、ドイツは第 4 学

92 Fachhochschule の訳語である。ドイツの Esslingen では、応用科学大学と英訳されていた。スイスの場合、
「職業教育制度 2007 年版」の訳によった。
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年終了後に選別が行われるが、スイスの場合は第 9 学年終了後に行われる。この点
を除けばよく似ている。ドイツとスイスの多くの地域は、同じドイツ語圏に属する
ことから教育制度についてもよく似ているものと考えられる。
図表 3-55 ドイツと比較できる図案に修正したスイスの教育制度概要図
図表 スイスの教育制度概略図
第三レベル
高等教育機関
第二レベル
後期中等教育段階
普通科教育課程
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専門単科大学
Fachhochschule

第二レベル
後期中等教育段階

初等
義務
教育
段階

職業
準備
教育

職業科教育基礎過程

職業
科
高等
学校
卒業
資格

第三レベル
高等教育
高等職業専門教育

全日制学校等
or
デュアルシステム制
連邦
職業
適応
証書
（２
年）

連邦
職業
能力
証明
書
（３，４
年）

高等職業専門学校

連邦職業試験
連邦高等専門試験

デュアルシステム
訓練市場

定時制職業学校
＋
企業内職業訓練

労働市場での就業経験

出所：
「スイスの職業教育制度 2007 年版

事実と数字」を基に政策科学研究所山藤作成
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２）スイスの教育予算と連邦・州・地方自治体の役割分担
スイスの教育機関のコスト負担状況をみると、教育は主に州の責任だといえる。
この点でもドイツと類似している。就学前教育と初等教育、特殊教育については地
方自治体の責任が大きいが、州の資金負担も約 4 割程度ある。連邦予算は大学教育
と一部職業教育に使われている。
図表 3-63 連邦・州・地方自治体別教育機関別資金負担状況（単位：％）

総数

そ の他

州

大学教育

連邦

高等専門職業
教育

普通科教育

職業科教育

特殊学校

初等義務教育

学 齢 前 の教 育
施 設 （幼 稚 園
等 ）

100%
80%
60%
40%
20%
0%

地方自治体

出所：スイスの職業教育制度 2007 年版 事実と数字から作成
原典：原典：BBT 連邦職業教育科学技術庁資料

３）スイスの教育制度と職業教育の特徴
スイスの教育制度は、初等義務教育（第一レベル）
、中等教育（第二レベル）
、高
等専門教育（第三レベル）からなる。第二レベルでは、職業科と普通科の 2 コース
に、第三レベルでは、高等専門職業教育と大学教育の 2 コースに分かれる。
第二レベル以降始まる職業科教育課程では、枠外への進路変更が追加条件付きで
可能になる仕組がある。さらに上級を目指す進路変更や職歴上の職務変更が可能で
あり、個性に合わせた多様な継続教育を受けることができるという。
スイスの職業教育は、企業内実習と職業学校で行われる専門理論教育が一体とな
ったデュアルシステムと呼ばれる二元的職業教育訓練制度である。職業教育に進む
にはデュアルシステムに進むか、或いは、訓練作業所・商業中等学校など全日制の
通学スタイルを取る学校に進むか、どちらかである。
職業教育は連邦政府、州政府、職業団体の三者が協力して行われる。
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図表 3-59 スイスの後期中等学校職業課程在籍・進学状況

2007 年度の生徒数、在籍数等

単位：人

前年度第 9 学年生徒数（日本の中 3）

88,851

職業科教育課程進学者数

75,640

職業科教育課程就学者数（後期中等教育）

205,300

職業科基礎教育終了者数

59,435

高等専門職業教育卒業者数

30,285

出所：スイスの職業教育制度 2007 年版 事実と数字から引用
原典：BBT 連邦職業教育科学技術庁資料
図表 3-60 スイスの後期中等教育（第 2 レベル）卒業者 2005/06
男性

12.6%

49.7%

26.9%

女性

職業高等学校以外の
職業教育卒業
職業高等学校卒業資
格取得
普通高等学校卒業資
格取得
中退

10.1%
17.4%
59.1%
13.4%

10.9%

出所：スイスの職業教育制度 2007 年版

事実と数字から作成

原典：BBT 連邦職業教育科学技術庁資料

４）スイスのデュアルシステムを支える三つの輪
スイスのデュアルシステムは、連邦政府、州政府、労働界の各々がそれぞれの役
割を分担し、制度を支えている。スイスの職業訓練は、現場が必要とする職業能力
に応じた訓練が行われる。また、訓練生の数も現場の必要に応じて調整される。若
年失業率は欧州の中でも最も低い国の一つになっている。
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図表 3-57 職業教育における役割分担図

州 政 府 （カン トン ）-実 行 と 監 督
■ 州 政 府 職 業 教 育 局 /教 育 監 督
■ 職 業 学 校 と全 日 制 学 校
■ 職 業 情 報 相 談 所 と職 業 相 談 所
■ 職 業 訓 練 市 場 マ ー ケ テ ィン グ
■ 職 業 教 育 発 展 へ の 継 続 的 貢 献 と監 理 管 轄

連邦政府戦略的管理直轄と制度発展
■ スイス国 内 の 教 育 制 度 全 体 に対 する質 の
保 証 と制 度 発 展 へ の 継 続 的 課 題
■ スイスとい う国 家 枠 内 に お け る 教 育 制 度 の
統 一 とそ の 理 解 促 進 の 徹 底
■ 200種 を 越 え る 職 業 科 教 育 基 礎 課 程 に 関
する 条 例 公 布 と認 可
■ 職 業 教 育 に 掛 か る 公 的 総 経 費 の 4分 の 1を
負担
■ 文 化 と技 術 革 新 の 振 興 そ して公 共 利 益 に
適った特別事業への支援

労働界各組織教育内容の充実と職業訓練生受入先
の確保
■教育内容の規定
■職業訓練生受入先の確保
■職業技能養成
■教育内容の新案の提案

出所：スイスの
職業教育制度
2007 年版 「事
実と数字」から
引用
原典：BBT 連邦
職業教育科学
技術庁資料

５）スイスの職業教育の位置付け93
スイスの職業教育は、若年層の就労への第一歩を可能にするとともに、専門知識
を持つ労働者の育成や職人の技能承継に資する制度であり、労働市場に即した教育
制度の一部である。
この職業教育は、ドイツ同様デュアルシステムが重要な役割を果たす。スイスの
若年層の 2/3 が職業教育を通じて堅実な職業基盤を得ることができる。この基盤に
よって一生涯職業を学ぶための基礎ができ、職業的展望を拡げることができるとさ
れる。
次に、デュアルシステムにおける企業側コスト負担の構造をみると、訓練生によ
る業務収益が企業側総経費を上回っている。単に職業訓練をしているばかりではな
く、訓練が業務に関連して行われることから、訓練生を見習い労働力としても活用
することを可能にしている。このように職業訓練は企業の収益にも貢献できる制度
になっているといえる。これがスイス企業に訓練枠を提供させる一つのインセンテ
ィブとして機能していると考えられる。

93 スイスの職業教育制度 2007 年版より
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図表 3-56 スイスのデュアルシステムにおけるコスト負担の構造

（単位：100 万スイスフラン＝日本円 1 億相当）
企 業 側 総 経 費

4 ,8 0 0

訓 練 生 に よ る 業 務 収 益

純 利 益

5 ,2 0 0

400

0

1 ,0 0 0

2 ,0 0 0

3 ,0 0 0

4 ,0 0 0

5 ,0 0 0

6 ,0 0 0

出所：スイスの職業教育制度 2007 年版 事実と数字から引用
原典：BBT 連邦職業教育科学技術庁資料

６）スイスの職業訓練の職種別人気
人気職種をみると、事務系職種が上位を占める。機械関係では、電機組立工が 4
位、技術機械工は 7 位、自動車機械工は 11 位にあるが、商業系専門事務職と比べ
ると人気がある職種とはいえない。
図表 3-58 スイスの 2006 年度人気職種上位 20 位
2006年 度 人 気 職 業 上 位 20位 採 用 数 2006
1 商業系専門事務職
10,623
2 小売業系専門事務職
5,722
3 商業中等学校学位取得
4,079
4 電気組立工
2,298
5 調理師
2,144
6 医療系専門事務職
2,079
7 技術機械工
1,928
8 理容師
1,852
9 介護・社会福祉士
1,593
10 家 具 職
1,533

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

自動車機械工
コンピューター技師
庭師
左官職
農業
流通業助手
自動車組立工
塗装工
大工
衛生配管工

採 用 数 2006
1,489
1,482
1,382
1,341
1,109
1,105
1,085
1,063
1,039
976

出所：スイスの職業教育制度 2007 年版 事実と数字から引用
原典：BBT 連邦職業教育科学技術庁資料

７）スイスの職業展望
職業科では、スイス連邦能力証明書を取得して職業教育基礎課程を修了すると、
高等専門職業教育へと進む。高等専門職業教育では、職業実技能力資格の取得と幹
部候補生としての養成が行われる。
また職業科では、連邦能力証明書よりもさらに上級の資格である「職業科高等学
校卒業資格（＝大学入学資格）
」が得られれば、専門単科大学（Fachhochschule）に
進学することができる。
職業科高等学校卒業資格（職業科大学入学資格）の定着過程をみると、1994 年
の導入以来、職業科高等学校卒業者は年々増加している。
「連邦能力証明書94」と「職
94「連邦能力証明書」：3 年または 4 年制の職業教育基礎課程を履修することが必要。特定の職業を遂行す
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業科高等学校卒業資格95」の 2 つがあると、専門単科大学への直接進学が可能にな
る。さらに規定の追加試験をパスすることができれば、総合大学や連邦工科大学
（ETH）への進学が可能になる。
2005 年度における 30～34 才層の高等教育履修程度をみると、下図の如く、大学
と専門単科大学を併せても 23％、高等専門職業教育の卒業者を含めても 35％であ
る。高等教育レベルまで進学する層の割合は、我が国などと比べるとまだ低い。た
だ、近年は増加傾向にある。
図表 3-61 職業高等学校卒業者の比率推移
職 業 高 等 学 校 卒 業 率

（単 位 ：％ ）

1 6 .0 0 %
1 4 .0 0 %
1 2 .0 0 %
1 0 .0 0 %
8 .0 0 %
6 .0 0 %
4 .0 0 %
2 .0 0 %
0 .0 0 %
1994

1999

2000

2001

2002

男 性

女 性

2003

2004

2005

2006

総 数

出所：スイスの職業教育制度 2007 年版 事実と数字から作成
原典：原典：BBT 連邦職業教育科学技術庁資料
図表 3-62 高等教育履修者（含む高等専門職業教育）の割合

14%
大学卒業
9%

12%
65%

専門単科大学卒業
高等専門職業教育卒
業
高等教育（第3レベル）
未修

出所：スイスの職業教育制度 2007 年版 事実と数字から作成
原典：原典：BBT 連邦職業教育科学技術庁資料

（２）オーストリアの職業教育制度96
るのに必要な技能を養成し、高等専門職業教育進学資格の一つとなる。
95「連邦職業科高等学校卒業資格」＝職業科大学入学資格：広範囲にわたる一般教養科目の履修が必要。
大学教育にあたる専門単科大学への直接進学が可能になる。
96 “Apprenticeship Vocational Education and Training in Austria Modern Training with a Future”
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１）オーストリアにおける職業教育の位置付け
オーストリア連邦経済労働省大臣、マーチン・バーテンシュタイン博士によれば、
「現代職業教育訓練の特徴は、関連する理論的ノウハウと核となるスキルの両方を
教える実務志向訓練にある。いわゆる徒弟制は、デュアルシステムという定時制学
校と企業という二つの学習課程・実習課程を通して職業教育訓練における現代的要
請にうまくこたえることができる制度であるといえる。同世代の約 4 割はデュアル
システムに就いている。38 千以上の企業が熟練技能者を訓練している。この枠組
みは、企業の競争力の保護・強化に役立っている」という。
２）オーストリアの教育制度
概してドイツの制度に類似している。ドイツの場合、基礎学校から、前期中等教
育段階に進む場合、基幹学校・実科学校・ギムナジウムと三つのカテゴリーに分け
られるが、オーストリアの場合は進学コースと実業コースの二つのみである。後期
中等教育段階からはドイツ同様多様なコースが用意されている。
高等教育段階では、大学のほかに Fachhochschule という大学がある。これはその
名称（綴り）をみると外形的にはドイツ、スイスを含め 3 カ国は同じ用語を使用し
ていることがわかる。

Bundesministerium fuer Wirtschaft und Arbeit 2006 から当該部分を要約、或いは引用して和訳したもの
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図表 3-64 オーストリアの教育制度
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出所：Apprenticeship Vocational Education and Training in Austria Modern Training with a Future
Bundesministerium fuer Wirtschaft und Arbeit 2006 より作成
注：ISCED1～6 については参考資料編参照

145

下図は、上記オーストリアの教育制度図をもとにして、ドイツやスイスの教育制
度で作成した図案と同様の概念図を作成したものである。一見して明らかなように
ドイツ語圏三か国の制度には類似性が観察される。即ち、日本の制度と比較してみ
ると、以下の諸点が特徴的である。
¾

中学段階ですでに進学コースと実業コースに選別されること（スイスは高
校段階から）
。

¾

進学コースは主に大学入学資格試験を経て、大学等の高等教育機関へ進学
し、学士に、場合によっては修士・博士の過程にまで進む。

¾

実業コースの生徒は全日制の職業学校に通学するか、デュアルシステムに
進む。デュアルシステムでは企業での職業訓練と定時制職業学校での理論
学習を並行して行う。

¾

大学にはいずれの国でも Fachhochschule と記される学術研究よりは職業実
践に重きを置いた大学が存在する。

¾

どのコースにいても、どの職業に就いていても然るべき条件をパスすれば
進路を変更することができるような制度的な仕組みが存在する。従って理
論的には実業コースにいても、追加条件をパスして大学入学条件を満たせ
ばどの段階からでも大学や Fachhochschule、その他の高等教育機関に進学
できる仕組みになっている。

ドイツやスイス、オーストリア三カ国の教育制度は以上見てきたとおり、よく似
ている。この背景には、同じドイツ語圏に属しているという事実があると考えられ
る。
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図表 3-65 ドイツ・スイスと比較できる図案に修正したオーストリアの教育制度概要図
図表

オ ー ス トリ ア の 教 育 制 度 概 略 図
第三レベル
高等教育機関

幼稚園等

初等教育課程

第二レベル
後期中等教育段階

第一レベル
前期中等教育段階

高等
教育
入学
試験

総合大学

特定職業のための
大学
F a c h h o c h s c h u le

進学コース

進学コース

第二レベル
後期中等教育段階
第三レベル
高等教育

高 等 専 門 職 カレッジ

高等職業専門教育

中 等 専 門 職 カレ ッジ

実 業 コース

後期中等教育段階
職業
準備年

見 習 いの た めの 職 業 学 校
デュアル シス テム 制

デュアルシステム
訓練市場

職業教育
訓練
デ ィ プロ
マ試験
全日制職
業学校
入学試験
（３，４年 ）

各種職業
の た めの 大 学 校
熟 練 職 人 ・建 設 職
の た めの 大 学 校

医 療 従 事 者 の た めの
高等専門学校

熟練労働
者
の た めの
高等教育
入学試験

定時制職業学校
＋
企業内職業訓練

労働市場での就業経験

出所：Apprenticeship Vocational Education and Training in Austria Modern Training with a Future
Bundesministerium fuer Wirtschaft und Arbeit 2006 をもとに政策科学研究所山藤作成

３）オーストリアのデュアルシステム97
オーストリアのデュアルシステムもドイツの制度とよく似ている。義務教育課程
を終了すると、約 40％の生徒は法的に認知されたデュアルシステムの見習い職に
従事する。デュアルシステムの見習い職に従事するにはいかなる学校資格も必要は
ない。義務教育を終えていればすべての若者がデュアルシステムに進むことができ
る。このようにして初めての専門資格を獲得する。
デュアルシステムの見習い職を別にすると全日制の職業学校においても職業教

97 “Apprenticeship Vocational Education and Training in Austria Modern Training in Future” Bundesministerium
fuer Wirtschaft und Arbeit 2006 より
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育訓練が受けられる。こうした学校の中には、工学、芸術、手工業、事務職、経営
職、サービス職、旅行職、医療従事職などのコースがある。
デュアルシステムでは企業内訓練と定時制職業学校での授業という二つの教育
訓練がセットされている。見習いの最終試験は専門のエキスパートが行う。試験で
は、実務能力と実務技能の達成レベルに焦点が当てられる。
デュアルシステムの訓練期間は概ね 2～4 年間である。訓練期間の長短は訓練を
受ける職業の種類によっても異なり、関連する学業成績の達成度によっても変わり
得る。ドイツなど海外で同様の訓練を修了しても資格を取ることができる。
図表 3-66 オーストリアのデュアルシステム

企業ベースの訓練

＊ 特定職業の技能の獲得
＊ 特定職業固有のノウハウの獲得

定時制職業学校での教育

＊ 基礎的な職業に関連した理論的知識
＊ 職業に関連した実務訓練の補足
＊ 掘り下げた一般教育の提供

出所：Apprenticeship Vocational Education and Training in Austria Modern Training with a Future
Bundesministerium fuer Wirtschaft und Arbeit 2006 より作成
図表 3-67 デュアルシステムにおける職業資格試験の受験工程
3年の職業見習期間中に行われる職業資格受験のための工程表
最終試験後2年以内の試験
2種目残っている場合

アプレンティスシップの試験日程
準備

第1部分試験
（英語 or 独語）

準備

第1訓練年

延長期間中の第2試験
（職業関連試験）

第2訓練年

第3訓練年

保留期間（6ヶ月）

最終試験

出所：Apprenticeship Vocational Education and Training in Austria Modern Training with a Future
Bundesministerium fuer Wirtschaft und Arbeit 2006 より作成

デュアルシステムにおける訓練の証として、職業資格試験がある。試験の受験過
程をみると上図の如く、概ねドイツの制度と類似していることがわかる。オースト
リアの場合、不合格者に対する救済期間が 6 ヶ月あることが特徴的である。
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４）オーストリアのデュアルシステムの対象職種
2006 年 6 月現在、オーストリアで公認されたデュアルシステムの見習い職業は
全部で 255 種類ある。それぞれの職種は、経済労働省が訓練規則を作成し、この規
則が訓練企業の訓練のあり方を規定している。個々の職業について最低限の基礎的
な技能、知識のほかに企業内訓練で教えられるべき技能についての規定がある。最
近の規定では、このようなジョブプロファイルのみならず、アクティビティ・ディ
スクリプション（どのような行為ができるか）についても記載されるようになった。
この二つは手工業職業学校においてカリキュラムと密接にリンクしている。
図表 3-68 オーストリアの見習い訓練制度

見習い訓練の対象職種＝255 職種

10 職種 4 年間
60 職種 3.5 年間
162 職種 3 年間
1 職種 2.5 年間
22 職種 2 年間
出所：連邦経済労働省「見習い職種リスト」より
出所：Apprenticeship Vocational Education and Training in Austria Modern Training with a Future
Bundesministerium fuer Wirtschaft und Arbeit 2006 より作成

５）オーストリアの企業内訓練の特徴
職業訓練は実際の就業環境の中で行われる。訓練が完了次第、有資格の職業人と
して見習いから一人前に昇格する。
ほとんどの訓練は生産活動の過程で行われる。この方法は訓練コストを小さくす
るとともに生徒のやる気を引き出すことが出来る。
零細企業などその企業だけでは十分な訓練機能や訓練機会が得られない場合に
は、他の企業と連携して訓練が行われる。いくつかの業種で教育訓練センターが設
立されている。
６）企業が訓練を行う理由
職業訓練は企業の自発性に依存している。費用は企業持ちである。しかし、企業
自身は練達した労働力を確保するにはこの方法がベストであると確信している。こ
れこそ企業が見習い訓練に取組む理由である。企業は訓練した生徒を雇う義務はな
いし、生徒も訓練した企業に縛られる義務はない。この点も、ドイツと全く同様で
ある。このように訓練投資は訓練した生徒がほかの企業に取られるかも知れないと
いうリスクを負う。またきちんと訓練をしなければ、生徒はほかの企業に行ってし
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まう。ほかの企業で訓練してきた生徒を雇うケースも実際にある。こうした不安定
性が職業訓練システムを健全に機能させる要因の一つとなっており、「自由な職業
教育訓練制度」の大きな特徴である。
７）オーストリアの定時制職業学校における教育
定時制職業学校における教育はその 65％が職業志向の強いスペシャリストを目
指す科目であり、35％は一般科目と事業経営科目で構成されている。前者には、作
業場や実習室での実務的訓練が含まれる。訓練生は職業学校に通学しなければなら
ない。訓練生は訓練先企業のある場所に応じて職業学校を選択する。職業学校のク
ラスは、個々の訓練生の職種毎に、或いは関連する職種毎に編成される。
通学頻度は、一年を通して少なくとも週に一回の全日通学か、週に二回の半日通
学である。また、少なくとも八週間連続して通学するというケースもある。さらに
季節的に特定の時期にまとめて通学するというケースもある。
職業学校の教師は以下の資格が求められる。担当科目についての中等学校卒業資
格、職業教育訓練ディプロマ、2 年間の実務経験、または、担当科目に関するマス
ター職人資格、これに加えて 6 年間の実務経験が必要である。彼らはまた、教育訓
練カレッジと職業教師訓練カレッジでの訓練を受けることが求められる。また 2007
年からは教師訓練大学での 3 年間の履修が必要になった。
図表 3-69 定時制職業学校での授業内容

職業に関連した理論的な訓練で、企業内訓練の補足と深化を行う
一般教育の拡充
職業に関連した外国語の教育
実務訓練の補足
出所：Apprenticeship Vocational Education and Training in Austria Modern Training with a Future
Bundesministerium fuer Wirtschaft und Arbeit 2006 より作成

８）見習いポスト獲得への道のり
若者にとって 250 以上もの職種の中から自分の適性にあった職種を選び出すこ
とは容易ではない。そこで次のような支援措置がとられている。
オーストリア公共雇用サービスはキャリアガイダンスを通して、訓練枠への嵌め
込みを行っている。しかしながら全ての企業が訓練枠の空きを登録しているわけで
はない。地域経済会議所の見習い訓練局は、見習い訓練における一般情報とともに
見習い訓練枠の開拓を行っており、見習い訓練に関する第一人者として活動してい
る。さらにオーストリア連邦経済会議所とオーストリア公共雇用サービスが見習い
訓練交換オンラインを運営している。ここで、生徒は企業訓練が行える企業リスト
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を検索することができる。経済会議所の教育カウンセリングとキャリアガイダンス
の両部局は職業指導用のコンピュータを活用し、生徒の意思決定に役立つようさま
ざまな支援を行っている。
９）見習い訓練契約
所定のフォーマットに従って訓練先企業と訓練生が記入・署名することで契約が
成立する。契約書が取交わされると訓練が開始される少なくとも 3 週間前までに見
習い訓練局に提出しなければならない。見習い訓練局では直ちに訓練契約のデータ
を精査し、訓練企業の適性を審査する。
１０）見習い訓練の財源
訓練先企業でのコスト負担は全て企業負担である。職業学校での費用は公的資金
で賄われる。結局見習い訓練のコストの大部分は企業によって負担されている。
職業訓練期間中のコストのうち、最大のものは訓練生への報酬である。報酬は訓
練期間中毎年上昇し、最終年では正規熟練労働者の 8 割に達する。企業はまた、訓
練生一人につき 1000 ユーロの助成金を受取る。また、企業が一人の訓練枠を設け
ると一定の条件の下で、ある期間月間 100～400 ユーロの支援金を受取ることがで
きる。
医療保険や障害保険についても、訓練期間の 2 年間は企業の保険料負担が免除さ
れる。職業学校の機器設備については地方政府が負担し、教師の人件費は連邦と地
方政府が負担を分かち合う仕組みになっている。

3.5.3

英語圏の動向

（１）英国98
１）英国の教育制度
英国の教育制度は、5 歳～16 歳までである。プライマリースクールなどの初等教
育は第１～第６学年まで、中等教育は第 7 学年から始まる。第 10 学年になると、
GCSE という全国統一試験を受けるための学習がスタートする。16 歳で受験し、義
務教育が終了する。英国は、我が国のように出席日数や在学年数ではなく、統一試
験によって学歴を証明する仕組となっているところが特徴的である。公立の教育は
無料であるが、私立の教育は有料である。中等教育の段階になると、職業教育を受
けることができる。例えば、旅行業、余暇産業、製造業、経営職、技術職、社会福
98 “Vocational education and training in Australia, the United Kingdom and Germany” Josie Misko, National Centre
for Vocational Education Research 2006 より引用
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祉等の職種を選ぶことができる。職業学校では、関連した職業経験、技能・知識を
身に付けることができ、幅広い選択肢の中から選ぶことができる。
義務教育を終了すると、労働市場に出て就業と訓練がセットになったアプレンテ
ィスシップといわれるコースに進むか、上級教育に進む。教育を続けたい場合には、
シックスフォーム（中等学校最上級学年、第 12～第 13 学年）などに入学する。A
レベルは、高等教育を受けるための資格である。A レベルを受ける前に A/S レベル
という A レベルの半分に相当する資格を第 12 学年で挑戦し、第 13 学年で残りの半
分に相当する A2 レベルに挑戦する。両者併せて完全な A レベルが取れれば大学に
入学する資格があるとみなされる99。
就職する途を選んだ生徒は、それぞれの職種ごとに定められた知識・技能を習得
したことを証する国家職業資格（NVQ）やスコットランド職業資格に挑戦する。教
育技能省の白書 14-19 歳 2005 年版によれば、14-19 歳層に対する教育訓練施策の改
革が予告されている。学校教育から落ちこぼれてしまうかもしれない生徒に、引き
続き学習を継続させ、さらなる教育訓練の価値を理解させるべく、いかに鼓舞する
かについての案が検討されている。
２）英国の国家職業資格（NVQ）とスコットランド職業資格
英国の国家職業資格（NVQ）は各産業固有の職業標準に基づいて作成されている。
この資格は、もともと職業資格が必要な生徒、あるいは、授業中に資格を得るに十
分な機会がなかったかもしれない生徒のために導入されたものである。NVQ は、
生産労働者、組織の監督や管理をする人、あるいは、失業している人が受けるもの
である。学校にいる生徒も受けることができる。この資格受験には年齢制限がなく、
受験のための特別な制限もない。資格の評価判定は、OJT による観察と口頭試問で
行われる。試験の内容は、職業能力に関する理解度や、仕事ぶりについて諮問され
る。加えて受験者には、特定の仕事についての特別な技能があるという証拠を示す
ように求められる。この資格は QCA（Qualifications and Curriculum Authority）と SQA
（Scottish Qualifications Authority）という団体によって与えられる。
３）英国のアプレンティスシップ
英国では、義務教育が終わるとアプレンティスシップへと進む。伝統的なアプレ
ンティスシップはドイツ同様中世から続いているが、1980 年代、1990 年代を通じ、
生徒にも企業にもその人気は劇的に後退した。その結果、技術分野において重大な
99 英国社会には A レベルを取れなかった生徒は、
「落ちこぼれ」とみなす社会風土があるようである。こ
のため、もっと生徒の将来の多様な可能性に目を向けることで、何がなんでも A レベル→大学という親
の偏見を解消することを目的とした財団が設立されている。エッヂ財団は、そのための社会啓発活動に
注力している。（同財団パンフレットと HP より）
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職人不足が生じた。アプレンティスシップの現代版は、こうした事態に対応すべく
導入されたものである。この現代版は、「若者が変化の激しい経済環境下において
も職をみつけることができるようにする」という考え方に基づいて構想されたもの
である。
このアプレンティスシップはフルタイムの就職であり、ドイツやスイス、オース
トリアなどと同様、報酬が受取れる。OJT による訓練と、Off JT による訓練がセッ
トになっている。訓練の監視と評価は Off JT を提供するラーニング・プロバイダー
によって行われる。この制度によって、資格のレベル、中核技能、専門証明が得ら
れる。アプレンティスシップの現代版は、スコットランドでは 1994 年に、イング
ランドとウェールズで 1995 年に導入され、16-24 歳層の若者に就業をベースとした
訓練経路を用意し、NVQ レベル 3 の資格がとれるように整備された。
当初の現代版アプレンティスシップには 2 つのレベルがあった。一つは、12 ヶ
月の訓練によって NVQ レベル 2 を目指すもの、二つ目は、現代版アプレンティス
シップ上級で 2 年以上の訓練を行って NVQ レベル 3 を目指すものである。
2004 年の春には、アプレンティスシップのメリットを訴求する全国キャンペー
ンが展開され、2004 年 5 月には三つ目として 14-16 歳層の若い層を対象にした若年
アプレンティスシップが、また四つ目としてアプレンティスシップに入る可能性が
ありながらまだ参加していない 16-25 歳層を対象にしたプレ・アプレンティスシッ
プが新たな制度としてスタートした。さらに、25 歳以上の若者もアプレンティス
シップに参加できるようになっている。
（２）豪州の教育制度100
１）豪州の義務教育
豪州の義務教育は、5～6 才から 15～16 才までである。詳細は州や地域によって
異なる。第 7～8 学年までは、小～中学校に相当するプライマリースクール（primary
school）、第 8～9 学年から第 11～12 学年の間は、高校に相当するハイスクール
（comprehensive high school,または同等の学校）に通う。中には小中高一貫校という
のもある。
２）豪州の義務教育後の教育
義務教育が修了すると、就職するか、給料の出る職業訓練に就くか、或いは特定
の業種とは無関係の職業教育訓練プログラムに参加する。
100 “Vocational education and training in Australia, the United Kingdom and Germany” Josie Misko, National
Centre for Vocational Education Research 2006 より引用
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一般に第 11～12 学年になってそのまま学校で勉強を続けたい生徒は、うまくい
けば後期中等学校卒業資格を取ることができる。このような生徒は大学に入る準備
をするか、中等学校卒業後高等職業教育訓練学校に直ちに、或いは、もっと勉強し
たくなった時に進むか選択することができる。しかしながら、企業で実際の職業経
験を少しでもすることは、ほとんどの学生にとって一般教育経験の一部となってい
る。
３）豪州の教育料
公立の初等・中等教育は無料である。私立学校、大学、義務教育後の職業教育訓
練は有料である。しかし、生徒の負担は助成金によって軽減されている。また、奨
学金の制度もあり、学生が同制度の適格性を満たしていれば利用することができる。
（３）その他の英語圏における職業教育
「すべての教育はキャリア教育であるべきである。」これは、1971 年 1 月の全米
中等学校校長会の年次大会で当時の米連邦教育局長官、シドニイ・マーランドが述
べた言葉である。米国のキャリア教育の始まりとされる。
米国工学アカデミーは、2005 年に「2020 年のエンジニア教育…工学教育の新世紀
への適応」101というレポートを公表した。同レポートによると、エンジニアを育て
るためには、コアとなる先進的な知識と短期間で問題を認識し、解決できる教育を
行うべきである、さらに学習ツールとしてケーススタディをカリキュラムに取入れ
るべきであると指摘されている。
また、ドイツの協調教育大学とその教育方法がよく似ている CO-OP 教育が世界各
国で見直されている。CO-OP 教育は、教室内学習と教室外学習（実習）を交互に進
める教育方法であり、米国やカナダを始め世界 47 カ国で実施されている102という。
総じて、米国では世界経済が大きく変化する中で、これから必要となる職業に現
在の教育方法のままで対応できるのかという問題意識が鮮明であり、キャリア教育
の重要性、ケーススタディの重視、教育外学習の導入が強調されているのが特徴的
である。

101 Educating the Engineer of 2020:Adapting Engineering Education to the New Century より
102 産官学連携教育―コーオプ教育の現状と展望、スージー・K・チョードリ（カナダウォータールー大学
前工学部長／WACE 常任理事）より
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第４章
4.1

デュアルシステム導入の必要性検証

EU の職業教育の考え方

欧州には、CEDEFOP

103

と呼ばれる VET（職業教育訓練）の発展を推進する機関が

ある。CEDEFOP の役割をみると、経済社会の発展のためには職業教育訓練が市民・労
働市場・社会のニーズに合致していることが大事であると指摘されている。
EU のリスボン合意の中で VET（職業教育訓練）は、ヨーロッパが競争力を維持し、
社会的結合力を高めていく上で、EU の生涯学習の中で最も中心的な役割を果たすもの
であるという位置付けがされている。職業教育訓練は生涯学習の核となるものであり、
域内で行われているさまざまな政策・教育・雇用・経済・社会の中で共通する問題とな
っている。EU は、リスボン合意を具体化するために、この職業教育訓練に必要となる
ツールを開発していくことを決定した。このツールが EQF（European Qualifications
Framework:欧州資格制度）である。EQF を構築することが EU の喫緊の課題とされてい
る。2007.10.24 欧州議会は生涯学習のための EQF の確立とその推奨を決議した。これに
より、EQF は各国の既存の資格体系とリンクされ、加盟各国・雇用者・個人にとって、
わかりやすくなるという翻訳機能を果たすとともに、個人が域内の別の国で働く、或い
は研究する時に移動しやすくなることが期待されている。
こうして EU の市民はこれからますます重要性が高まる生涯学習に参加することがで
きる。これが EQF を推進する EU の狙いである。欧州の職業教育では、単に十代の一
時期に限った職業教育に留まらず、全生涯にわたって職業教育が継続的に受けられるこ
とが重視されている。EU の生涯学習は、職業教育訓練を内包するより広い概念である
といえる。
EQF は生涯学習を進める上での推進装置としての役割があり、あらゆるレベルの教育
訓練に対応している。義務教育終了段階から学術研究や専門的職業的教育訓練などの最
高のレベルまでのどれにも適応が可能な資格制度である。いわゆる「ゆりかごから墓場
まで」という語句で表現されている。EQF の主要部分は、8 つの参照段階に分かれてい
る。そこには特別な資格は必要とされずにむしろ学習者が知るべきこと、理解すべきこ
と、学習成果としてできるべきこと、が記述されている104。これらの参照レベルは従来
型のインプット項目（学習経験の期間、教育機関の種類）ではなく、学習の成果・アウ
103 CEDEFOP の HP: http://www.cedefop.europa.eu/
104 注 11 に同じ

より
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トカムに焦点がシフトしている。
ここでいう学習成果・アウトカムとは、
¾ 労働市場で現に求められる知識、スキル、能力にどれだけ叶うような教育訓練
が提供されているか
¾ 公式の学習・非公式の学習を問わずに学習内容が容易に確認できるか
¾ 異なる国の異なる教育訓練制度の間で職業資格の使用と移転が容易にできる
か
を問うことをいう。形式主義ではなく、学習して身に付けたことの実質で判断しよう
という姿勢が良く表れている。
2010 年までに各国は自国の資格制度を EQF という欧州資格制度に関連づけること、
また、2012 年までに各国の資格制度が EQF に収斂することが期待されている。これに
よって雇用者も個人も域内のどこであっても職業教育訓練などによって得られた資格
を相互に比較参照できることから、域内の労働力の流動化が進み、欧州域内があたかも
一つの労働市場のように機能させることができるようになると考えられている。
因みに EQF の中で、生涯学習に関して重要と考えられている能力は次の 8 領域であ
る。
¾ 母国語によるコミュニケーション
¾ 外国語によるコミュニケーション
¾ 数学・科学・技術のリテラシー
¾ デジタル能力
¾ 学習能力
¾ 個人間・文化間の社会的・市民的能力
¾ 文化的な自覚や表現力

4.2

ドイツのデュアルシステム改革の方向

ドイツのデュアルシステムが抱える最大の問題は、訪問調査の結果から総合すると、
訓練先企業の量的確保である。連邦が中心となって補助金という飴を与えて訓練枠の確
保を図っている。
また、訓練企業と訓練枠の増減は、当然のことながら景気変動の影響や産業構造の変
化によっても左右される。特殊で需要が少ない職種を選んだ訓練生は、需要がある地域
や関連する職業を授業として開講している職業学校がある地域に移動する必要がある。
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一方、訓練先企業が確保されても必ずしも訓練生がそれに合わせて供給されるとは限
らない。このような需給のミスマッチが生じることは、4.デュアルシステムの評価の項
で見たとおりである。これは、訓練生からみた職種別人気に差があることなどを主因と
して、訓練生の希望職種と訓練企業の思惑が一致する保証が無いことから、ある意味避
けられない課題である。当局としては、訓練枠を提供した企業に補助金を支給するとい
う形で訓練企業を募集していく以外に方法はみあたらない。これはスイス、オーストリ
アなどドイツ語圏内共通の課題となっている。
機械工業関係の人気職種をみると、自動車機械工の人気が最も高い。しかし、自動車
以外では電気技師（＝どちらかというとサービス職種の位置付けにある技師で、工場で
働く技師ではない）が 9 位、機械調整 12 位となり、機械工業に欠かせない職種である
金属（工作・加工）は 18 位に過ぎない。反面、人気職種の 2 位～5 位は事務系職種が
占めている。ドイツにおいても、ドイツ機械工業連盟などが機械工などの職種に関する
啓発パンフレットを作成し、生徒や親に対する意識啓発に努めている。やはりその背後
には我が国同様、3K 意識や若者の理数系離れ・製造業離れが進んでいるという現実が
ある。
また、デュアルシステムを改革すべきか、現状を維持すべきかについて、企業規模間
に若干の対立がみられる。中堅企業は現状維持派、超大手は過大なコスト負担と多くの
規制に伴う管理の繁雑さを改善すべきとする改革派である。中堅企業の中には、中堅ク
ラスが養成した技能工を超大手が高給を出して掻き集めてしまうという批判の声があ
る。超大手による制度タダ乗り論である。
しかし、それでもデュアルシステムは Made in Germany を支える制度である、或いは
若年層の低失業率をもたらしている、などのように擁護する声の方が大きい。デュアル
システムに対する信頼感には官民を問わず、揺るぎないものが感じられた。関係者が絶
えず工夫し、改善する努力を行っているようにみえる。引き続き、このような努力が続
けられていくことは間違いあるまい。

4.3

デュアルシステムの意義と参考になるポイント

近年、デュアルシステムは我が国においても広く研究されている。そのいくつかは部
分的に導入され、新しい施策に反映されていることは周知の事実である。しかし、デュ
アルシステムの様々な側面を一つひとつみていくと技能工養成システム自体は相当に
鍛えられた知恵の固まりであり、長い歴史と伝統の中で少しずつ着実に工夫・改善され
てきたものであることがわかる。そこで、ドイツの技能工養成システム（デュアルシス
テム）の特徴について、訪独現地調査のインタビュー結果等により、育成理念面、育成
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手法面、職業選択面、職業情報面、制度持続の背景面、社会・企業のメリットの各側面
から整理してみた。この整理は、同時に我が国が参考にすべきポイントとしてみること
もできる。但し、個々の側面を表面的に参考にするというよりはむしろ、制度を維持・
持続・改善してきた中で貫かれている考え方そのものにこそ、学ぶべき点が有るのでは
ないかと思われる。

4.3.1

デュアルシステムの育成理念面

デュアルシステムの育成理念面を整理すると、次の 8 つにまとめられる。
①生産工程の全体像理解の重視
②理論と実習の同時履修の重視
③体験による達成感の重視
④生徒の動機付けの重視
⑤教育は職業を身につけるためにあるという思想の貫徹
⑥生徒一人ひとりの多様性の重視
⑦いつでもどこでも進路変更が可能な自由度の高い制度設計

4.3.2

デュアルシステムの育成手法の面

デュアルシステムの育成手法の面を整理すると、次の 7 つにまとめられる。
①製作課題を与え続ける
②ヤスリがけから始める、古い機械から順に新しい機械へと技術の後追いをさ
せるなど原理や仕組みを理解させる配慮がみられる
③動機付けの工夫その 1：手当を毎年少しずつアップさせる（例

1 年目 800

ユーロ、2 年目 900 ユーロ、3 年目 1000 ユーロ）
④工夫その 2：二回の試験でいい点を取れば取るほど就職条件が好転する
⑤工夫その 3：完成した製作課題を親にみさせる（親も我が子の成長を喜ぶ、
親が褒める機会を与える。
）
⑥工夫その 4：工場で実際に受注した一部を訓練生に製作させることで真剣さ
を惹起し、併せて企業に対する貢献という達成感を得させる
⑦訓練がスムーズに行われるように関係者（企業の訓練部長、訓練マイスター、
職業学校等の教員、IHK（商工会議所）職員、連邦雇用庁職業情報センター
の職員・コンサルタントなど）が日常的に密接なコンタクトを取合う
⑧理論と実技は両方とも企業でも職業学校でも教えるがその内容は企業と職
業学校の間で調整が行われる
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以上のような育成手法にみられる心配りや仕組みこそ注目されるべきである。

4.3.3

デュアルシステムの職業選択面

13～15 歳クラスの生徒に将来の職業選択が果たして可能なのか。この問題をどのよ
うにクリアしているのか。この点については、各地の連邦出先機関がかなり重要な役
割を果たしている。また、連邦の出先機関のみならず、前期中等学校の教師が職業教
育も担当している。職業教育は基幹学校と実科学校が義務なのに対し、ギムナジウム
は任意である。しかし、近年はギムナジウムからデュアルシステムに入る生徒が少な
くないという。前期中等教育段階の生徒に対し、職業を選択させるために行われてい
る施策をみると、次の 5 つにまとめられる。
①職業情報センターがデュアルシステムに入る前の生徒に事前に職業情報を
提供し、解説し、指導・相談に応じるというオリエンテーションが広く行わ
れている。また、必要に応じ適性検査などが行われる。ギムナジウムの生徒
も希望すれば体験することができる。このように事前の職業意識を涵養せし
める仕掛けがある。
②BIZ という職業情報システムの中にデュアルシステムの応募者たる生徒と訓
練先企業とがマッチングできる電子労働市場があり、多くの生徒が訓練先を
見つけられやすくなっている。
③BIZ のほかに連邦雇用庁が編纂した「職業情報紹介」という小型で厚めの冊
子がある。これはセンターのコンサルタントが担当地域の学校を回った時に
全員に一冊ずつ配布される。生徒はこの冊子からも職業に関する情報を得る
ことができる。
④生徒が職業検索を自ら、或いはセンターで行う際に、センターのコンサルタ
ントが相談に乗り、訓練先企業の紹介を行うなどのバックアップ態勢が出来
上がっている。
⑤前期中等学校の生徒に対し、1～2 週間の企業実習が組み込まれており、生徒
はそこで「夢と現実のギャップを味わう」などして自分の将来を考えさせる
仕組みがある。

4.3.4

デュアルシステムの職業情報収集面

経済は生き物である。職業訓練法に規定された職種が古くなる、或いは俄に脚光を
浴びるような新しい職種に対する訓練規定はどのようなプロセスで改定されていくの
か。この面で最も敏感に対応している組織は、普段職業情報を用いて仕事をしている
連邦の職業情報センターと連邦職業研究所などの連邦組織である。職業情報の収集と
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更新の仕組みは次の 4 つにまとめられる。
①新しい職種等に関する職業情報の収集は職業情報センターの仕事である。セ
ンターのコンサルタントなどが情報収集し、連邦中央にフィードバックする。
②連邦職業研究所では情報を分析し、削除する職種、追加すべき職種を検討し
て絶えず更新する。更新情報は広報により全国で閲覧できる。 2007 年の 346
職種中、1996 年以来追加された職種が 49、見直しされた職種が 211 に及ぶ。
③職業情報センターではこの新しい職業情報を活用してオリエンテーション
などを実施する。
④雇用者代表と労働組合の代表には、新しい職種についての提案権がある。
このように制度の硬直性を防ぐ仕組みが組み込まれている。

4.3.5

デュアルシステムの制度持続の背景面

以上のようなデュアルシステムを成立させ、継続運用せしめている背景には何があ
るのか。現地での聴取結果を総合すると、次の諸点が挙げられる。
①バーデン・ビュルテンベルク州が自動車や機械産業でもっているという各層
の共通認識。
②そうした産業の支え手を関係者が協力して育成していくという使命感。
③次世代の若い人に将来的な個人的な展望を与えることで健全な市民として
育てていくという使命感。
④デュアルシステムが古代の職人、中世の徒弟制という長い歴史的背景のもと
で、産業革命以降強まった企業外での教育施設設立をという企業家の要望を
受けて出来上がってきた制度であるという伝統を大切にする風土。
⑤第二次大戦後の連合国からの教育制度変革要求をはねのけて伝統を固守し
てきたという歴史的経緯の尊重。
⑥デュアルシステムという長い歴史と伝統に支えられた制度を安易に変える
のではなく、むしろ関係者が一丸となってデュアルシステムを改善し、工夫
していくという意気込みが関係者に浸透している社会風土。
⑦ドイツではいかなる金持ちであってもその子弟は職を身につけるべきとい
う社会的職業観の定着。
⑧企業がデュアルシステムに協力するのは当然という社会風土。

4.3.6

デュアルシステムに関する社会・企業のメリット面

しかし、当然のことながら、各企業も経済という冷徹な現実の構成員である以上、
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単に歴史と伝統、企業としての使命感を謳うだけでは進まない。ではこのような崇高
な企業理念を裏から支えているであろう経済的なメリットとは何か。
「企業負担は企業
にとっての長期人材投資である」と言わしめているところの投資効果にはどのような
ものがあるのか。現地調査結果から整理すると、デュアルシステムのメリットには次
の 5 つが考えられる。
①このデュアルシステムから企業も社会も恩恵を受けているという現実認識。
②企業は訓練生を採用できれば後継者を確保できる。訓練システムは技能承継
システムそのものという実態。
③企業が実際に必要とする技能や理論を身に付けた人材をデュアルシステム
によって 3～3.5 年という比較的短期間に養成することができるという現実。
④デュアルシステムの訓練生が本社工場部門の実際の生産活動に従事するこ
とで、訓練費の一部回収が可能になるという計算。
⑤若年失業率が EU 内の他国より相対的に低いというマクロ経済効果。

4.3.7

デュアルシステムの意義

ドイツのデュアルシステムは、ドイツの教育制度の一部ではある。しかし、その存
在意義には幅広く、奥深いものがある。単に教育訓練上の意義に留まらず、ドイツ社
会の歴史と伝統を踏まえた技術・技能の伝承、次世代技術・技能者の育成、若年層の
基礎的な職業開発支援、若年層の将来展望獲得支援、若年層の就業促進と低失業率の
実現、反抗期の難しい時期の若者に現実的な自覚を促す機能、起こりうる環境変化に
備えうる生涯学習能力の涵養などの意義を挙げることができる。このように、人材育
成面から着実な経済産業の発展と就業促進による社会の安定化を可能にするという国
民経済的・社会経済的な意義を有している。
それ故にであろうが、ドイツのメルケル首相は「ドイツの職業教育は、世界におけ
るドイツの品質保証である」と堂々と明言できるのであろう。また、
「デュアルシステ
ムこそ Made in Germany の支えである」
（ドイツ機械工業連盟ヘルマーニ専務理事）
「デ
、
ュアルシステムで若い市民を育てることはドイツ企業の伝統である。」「ドイツの競争
力はデュアルシステムが支えている。
」などの発言はインタビューでよく耳にしたとこ
ろである。こうしたデュアルシステムに関する意義付けとその評価はドイツ社会にあ
まねく存在しているようにみえる。
それでは、日本社会にドイツ社会のような「○○こそ Made in Japan の支えである」
の○○に相当する言い回しが存在するであろうか。強いて言えば「日本人の損得を度
外視したこだわり」、或いは、「やりかけた以上完璧を目指すという国民性」であろう
か。しかしながら、近年若い世代を中心にそのような伝統的国民性そのものに疑問符
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が付けられるような風潮が見られるという指摘も目にする。誠に心許ない次第である。
これから日本の産業社会に求められることは国民性という捕らえどころのないもので
はなく、教育訓練制度の中にしっかりとした哲学と、先輩から後輩へと連綿と続く伝
承システムを組み込んだ「これこそが Made in Japan の品質保証である」といえるよう
な制度を構築していく必要があるのではなかろうか。

4.4

日本が導入すべき考え方とその必要性

ドイツのデュアルシステムは、10 代の多感で情緒不安定な、進路に自信の持てない
世代に対し、いつでもどこからでも進路変更が自由にでき、様々な可能性に挑戦して適
性にあった職に就くことを可能にする制度である。そのために、官庁、教育機関、企業
がそれぞれ持てる資源を総動員して多くの知恵を絞り出し、作り上げてきた制度でもあ
る。絶えず見直しが行われている。こうした制度を築き上げてきた思想・考え方にこそ、
我々が参考にすべき点があるように思われる。

4.4.1

技能工養成システム

ドイツのデュアルシステムのメインは技能工養成システムにある。企業内訓練と職
業学校での理論学習・実習との組合せにより、理論学習の必要性を身につけさせるこ
とで変化の激しい時代を生き抜くための生涯学習の基礎となる職業教育を実践してい
る。
このようなドイツの技能工養成がうまくいっているのは、
「教育というものは職業を
身につけるためにある」という理解が社会に根付いているからだと思われる。
「教育の
ための教育」ではなく、
「職業のための教育」なのである。そのために企業で実習させ、
実技を覚えさせ、製作課題をこなさせ、工場の生産の一部を担わせるという体験を重
視する。生徒・訓練生はこうした体験の過程で自分に足りない技術・技能は何か、そ
れを身につけるために必要な理論は何か、その理論を理解するのには何が必要か、こ
うした自問自答を通して、なぜ勉強する必要があるのか、なぜ数学が必要なのか、な
ぜ力学を学ぶ必要があるのかを自ずと理解していくことになる。
こうした効果をドイツ社会は急がずに本人が自覚するまで待つゆとりを持っている。
従って、
「職業のための教育」という考え方を実践するために生徒の多様な個性を尊重
し、一人ひとりが自覚するまでの時間的余裕を考慮して出来上がったものがドイツの
複線型教育制度とみることができるのではなかろうか。早期選別制度そのものは
OECD の批判を待つまでもなく、現在の我が国に導入することは不可能である。しか
し、早期選別制度の欠陥を補うかのように本人が自覚した時には追加的に条件をパス
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しさえすれば自由に進路変更が可能な仕組みが制度として出来上がっている。本人が
何歳であろうと、大学入学資格に挑戦しようと思い立った生徒には選択肢が用意され
ているわけである。
従って、早期選別制度そのものは参考にすることができないにしても、年齢を問わ
ずに、かつ、本人の自主性を尊重しつつ職業選択が自由に行えるような教育制度につ
いては参考にできるものがあるのではないか。
我々が参考にすべきはドイツにおけるデュアルシステムの末端の制度内容にあるの
ではなく、教育本来の役割をどのように設計するのかという考え方、即ち、
①将来職業を身につけるための教育という視点の全面的導入
②実習体験と理論学習を併行させることで学習する意義・必要性を自覚させる
教育方法の徹底
③本人が自覚した時に本人の意思に基づいて自由に進路変更できるような柔
軟な制度設計
④年令に囚われない制度を設計するという考え方
などにあるように思われる。

4.4.2

技術者養成システム

ドイツの技術者養成システムにもデュアルシステム的な側面を強くみることができ
る。技術者養成の仕組みをみると、工学系高等教育における理論的学問的専門教育と
実習などの実践的専門教育をセット（連動）させた教育方法が特徴的である。こうし
た教育方法を徹底して実施しているのがバーデン・ビュルテンベルク州を中心に普及
している協調教育大学である。応用科学大学もその教育方法の基礎にはデュアルシス
テム的な発想があることは現地調査結果で明らかになったとおりである。また、伝統
的な大学においても学生は大学を休学して企業実習を行う、或いは実習先で卒論のテ
ーマをみつけるという。
高等教育におけるデュアルシステム的特徴を、
「企業ニーズを踏まえた理論と実技を
共に学べる仕組み」と理解すると、ドイツの工学系高等教育は濃淡の差はあるものの、
デュアルシステムの特徴的要素をふんだんに盛り込んだ教育制度であるといえよう。
では、我が国としてこうした点から何を学ぶことができるのか。ドイツにおける大
学の三類型の差異と特徴を振り返りながら参考にすべき点を考えてみたい。
（１）協調教育大学の特徴
今回訪問調査を実施した過程で聴取した内容からまとめてみると以下のとおりで
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ある。
・協調教育大学は、大学教育にもデュアルシステムを導入して、企業ニーズに
即したエンジニアを養成しようという狙いで構想された大学である。そのコ
ストの大半を企業が負担する大学として 1974 年に発足した。バーデン・ビ
ュルテンベルク州を含め、9 つの州で普及している大学である。英語圏の
CO-OP 教育に類似しているが、学生は企業の社員である点が英語圏とは異な
る。企業の期待は大きく、応用科学大学や伝統的な大学と同列に考えられつ
つある。
・協調教育大学の学生は、3 ヶ月毎に大学での授業と企業での実習を交互に反
復する。このように、企業と大学が協調して教育する大学であることから、
協調教育大学と称される。（但し、英語圏の場合、協同教育大学と訳されて
いるが、ドイツの場合、学生は企業の社員であるので別の訳語を当てること
にした。
）
・協調教育大学の学生は、大学のパートナー企業の中から選んだ企業と自ら交
渉し、訓練契約を締結する。訓練契約が締結されると、企業はその学生を協
調教育大学に社員として登録し、手当を支給することになる。
・協調教育大学に入るには、Abitur 取得が条件。近年ギムナジウムの優秀な成
績（医学進学可能なクラス）の生徒が受験する例がみられるという。
・学生は、3 年で工学士単位を取得しなければならず、勉強勉強と追いまくら
れるようにみえるほど勉強するといわれている。
・学生は、カリキュラムを選べない分、高校の延長的雰囲気があるともいわれ
ているが，現状各社とも三つの大学はどれも同等とみている。なお、応用科
学大学や伝統的大学の学生は自らカリキュラムを選べる点で自主性が高い
という。
・協調教育大学は新しい大学であるが、企業からは即戦力・実践力として注目
されている。
・企業内実習の過程で学生をゆっくり観察できることから、正式入社前に素質
が見抜ける点が好評である。（適材適所の実現）
・学生は、3 年間の半分を実習先企業での訓練に当てるので、就職後、企業生
活にスムーズに移行できる。
・協調教育大学の学生には、企業ニーズに合わせた学習・実習を行わせること
ができる。
・新しい大学形態のため、現在の卒業生が将来どのような活躍をするかによっ
て最終的な評価が決まるとはいうものの、企業の現場での評価は概して高い。
企業からみると、学生は企業が必要とする職業に合わせた学習や実習をして
きてくれることから、即戦力としての期待が大きい。学生はほかの大学に比
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べ、学習専念時間が短いことから、猛烈に勉強する点が逆に評価されている。
さらに修士・博士に進む学生もいる。手当が出ることから経済的な問題を抱
える学生には有利。なぜ勉強するのかという根源を実習によって自覚できる
点がシステム上のメリットの一つである。
（２）応用科学大学の特徴
エスリンゲン応用科学大学を訪問した結果などからまとめると、以下のとおりで
ある。
・応用科学大学はもともと実科学校卒業生を受入れるための大学であり、職業
実践重視の大学であった。現在は完全な大学であり、科学理論を応用する大
学：応用科学大学と英訳されている。
・応用科学大学は近年、ギムナジウムの生徒による受験が増加。
・応用科学大学では入学前の職業訓練の経験が問われ、ギムナジウムを出た生
徒のように職業訓練の未経験者は入学前に企業で 2～3 週間の予備実習が必
須。
・応用科学大学は協調教育大学とは異なり、完全なデュアルシステムとは言い
難いが、デュアルシステムに非常に近い発想に基づく教育が行われている。
・応用科学大学の学生は新制で 6 ヶ月、旧制では 12 ヶ月の企業実習が必須で
ある。新制では第 5 学期に半年間の企業実習が組み込まれている。
・応用科学大学では学内実習スペースが企業の工場並に確保されており、機械
設備等も充実。
・応用科学大学の教授職は、企業で 5 年以上の実務経験が必要。企業の受託研
究のみが応用研究として行なわれ、基礎研究は対象外。
・応用科学大学の学生は理論では協調教育大学の学生に優り、実務能力では伝
統的な大学に優るといわれている。つまり両タイプの中間という位置付け。
（３）総合大学等の伝統的な大学にみられるデュアルシステム的特徴
・伝統的な大学の工学系学生は、卒業論文を企業内のテーマに基づいて執筆す
ることがあるほか、休学して企業で実務経験を積む学生が少なくないという。
実践力・実務能力、また、就職へのスムーズな移行という点では、ほかの大
学に劣るものの研究志向・戦略思考では優れるとの評価が聞かれた。また、
大学の研究対象をみると、自動車、自動車インテリアデザインなど、具体的
な開発研究テーマが並んでいる。
（４）ドイツの高等教育の特徴
・特に、実践重視の大学では理論的学問的専門教育と企業実習などの実践的専
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門教育とは教育上同等の価値があると認知されており、両方ともに学ぶこと
が学位取得の前提、また、大学側も学生側も実務経験の大切さと教育上の有
効性を理解している。
・企業が必要とする職種で教育が行われるのでマクロ経済的にみても効率がい
い教育である。また、企業は実際のニーズに即した人材として学生の供給が
受けられるので大学が必要とする機械を寄付するなど相互互恵の関係が成
り立っている。動機付けのある産学連携が実現。
・企業実習は 6 ヶ月×1～2 回（応用科学大学）
、3 ヶ月×6 回（協調教育大学）
と長期にわたる。この過程で企業側が学生の素質を見抜くだけの時間が得ら
れる。学生側は企業の一員として働くので単なるアルバイトと違い、企業実
務を直に経験することができる。企業の学生向けサイトをみると「私たちと
一緒にプロジェクトを遂行しませんか」という問いかけになっている。一時
的な腰掛け仕事でなく、あるプロジェクトを一緒にやっていこうと学生に呼
びかける姿勢がみられる。戦力としても期待している。
・企業実習は英語にすると Internship である。ドイツの学生は、インターンシ
ップにおいて企業の一員として働く。企業は、学生を戦力としてみている。
1 回あたり 3 ヶ月間、6 ヶ月間その企業と交わした契約のもとでエンジニア
としての実務に従事する。企業側は短期契約エンジニアとして遇し、プロジ
ェクトに入れて学生の能力を活用しようとしている。

4.4.3

参考にすべき諸点

（１）技能工の分野
¾ ドイツでは製品の品質保証を第一とする考えの下、デュアルシステムに沿って
人材を育成することが、長期的にみてベストと考えられている。デュアルシス
テムは、企業が必要とする職業教育を企業の練達技能者でもある訓練マイスタ
ーによって技能伝承するシステムである。これはある意味で長期雇用の発想に
近い。企業としては訓練生の多くを採用でき、長期雇用の関係に持って行けれ
ば、訓練費用を人的投資とみなすことができる。
¾ デュアルシステムには、職業教育訓練法という全国統一の法規制があり、産学
官が協調して 18 歳までの義務教育を全うさせる仕組みがある。デュアルシス
テムは全国のどの企業が行ってもその職種固有の定められた訓練が受けられ
るところがポイントである。
¾ デュアルシステムの前提としての職業オリエンテーションが充実している点
も見逃せない。職業オリエンテーションは、子供達がペイの高い職につけるよ
うに動機付けすることと、学習意欲を引き出すことが狙いである。教育機関と
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官庁がタイアップして実施している。
¾ ヤスリがけから技術の発達した順に、その時代の機械を習わせる。いきなり
CNC を操作させる訳ではない。操作する機械のブラックボックス的領域を減
らすという発想がみられる。
¾ 基本を大切にしている。ものづくり課題を与えて、それを実際に作らせる。企
業によっては 3 ヶ月毎に新しい課題を与え続ける。修了時の実技試験は図を見
て 7 時間かけて作らせるという試験方法を採用している企業もある。
¾ 1 人で工程の最初から最後まで全工程を経験させる。機械を 1 人で組立てる。
工場内のすべての部署を原則ローテーションさせる。その狙いは工程の全体像
の理解が大事であるという認識にある。我が国においても、ものづくり人材育
成上大事なことは何かと問うと「全体像の把握」「全工程の理解」という回答
が多くみられる。ドイツも全く同様である。
¾ 見学した企業はどの工場も概してきれいでおしゃれである。建物や壁などは明
るいきれいな色で塗装されている。非常口の取っ手やアクセントになる部分は
原色を使って見やすくしており、デザインの斬新さでイメージの向上を図って
いる。床も木のブロックを敷き詰めてある例や、白色系の床材を使用している
例がみられた。採光にも多くの工夫がみられた。くすんだ色、暗い色、油ぎっ
た機械はほとんどみかけず、工作機械の塗装も明るい色できれいに彩色されて
いる例があった。製品を、企業カラーのブルーで塗装している例もみられた。
概して、カラフルという印象を受けた。
¾ ある企業のプレゼンルーム、ショールームは敷地内に 3 ヶ所あり、それぞれ独
自の工夫がみられた。いずれも展覧会や万国博覧会のパビリオンのようにきれ
いに装飾されていた。床をガラス張りにしたり、美大生がモダンにデザインし
たというカラフルな机やテーブルが置いてあったりする。加工手法の新しい可
能性を提案し、アピールしている。
¾ 見学したワークショップではどの企業にも技術製図という履修科目があった。
3D CAD へ行く前に製図を読み書きイメージする力を養うという訓練をきち
んとやっている。技能工に技術製図を担わせることは、その分、エンジニアに
はもっと考える時間を与えることができるという発想である。
¾ 購買や販売は、技術系と事務系を必ずペアにして訓練している。事務系も最初
は工場での機械実習をやらせ、自分の会社がやっていることを理解させる。そ
の後、人事、労務、経理、総務、営業などに配属させる。エンジニアや技能工
も営業に回して顧客対応を経験させている。
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（２）エンジニアの分野
¾ 我が国においても実習の重要性などについては近年のロボットコンテストや
鳥人間コンテストを始め、学生の興味を惹く試みが盛んになってきている。し
かし、インターンシップは短期間のものが多く、ドイツのように 3 ヶ月から 6
ヶ月という長期にわたるものは少ないのが実情である。企業ニーズを取入れた
具体的なテーマで実習することの大切さと、それによって学生側も理論学習の
必要性を納得できる故に、理論学習に力が入るといわれている。このような点
を、我が国ではさらに強調していく必要がある。
¾ ドイツの実務志向の大学では、企業実習が学位取得の条件となっている。社会
人としての能力を磨くことの重要性が理解されている。
（３）職業能力の涵養という教育理念
¾ 職業能力を涵養することが教育の一番の課題であるという認識が産官学いず
れにおいても、共有されている。例えば、ある官庁では「この地域は自動車産
業で保っている。子供達に早くから自動車や機械産業・関連産業の重要性を理
解させる、或いは仕事に興味を抱かせる、そのために自分にできることは何か、
いつも考えている」という発言が聞かれた。
¾ 見学した職業学校は、
「落ちこぼれてしまう子の手に職を付けさせて救済する」
ことを自らの使命とする総合教育機関だという。現に生徒のやる気を引き出し
ている。生徒のフィードバック評価と、州から独立した委員会の評価を受ける。
職業学校では勉強嫌いの子であっても、インセンティブ次第で、活躍させるこ
とができると信じられている。
¾ 教育機関、企業、官庁のいずれもが次世代を担う子供達の就業能力をいかに高
めていくかに関心を持っている。それが地域重要産業の発展を支えていく唯一
の道だと認識されている。
¾ 就業能力を高めることを教育理念や目標に掲げ、各方面で共有する。これこそ
我が国が第一に着手すべき課題であると思われる。
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第５章
5.1

我が国における実用性検討

「就業能力の向上」を学校教育の理念・目標に明示を

「手に職を身につけることの当然さと大切さ」、つまり、「就業能力の向上」、これは
今回のドイツ現地調査で最も印象に残った点である。
グローバル化が猛烈な勢いで地球上を席巻しつつある。韓国はドイツに多くのデュア
ルシステム視察団を派遣しているという。中国はドイツの職業学校と提携関係を締結し
ている。シュツットガルトの職業学校の入口には簡体字の大きな看板が出ている。EU
は生涯学習を定着させることで就業能力を高め、グローバル化を乗り切ろうとしている。
生涯学習で最も重要な位置を占めるのが職業教育訓練とされている。時代は好むと好ま
ざるとを問わず、世界中の人材と就業能力を競争する時代に突入しつつある。
OECD の PISA 学習到達度調査が立脚する教育制度に対する基本的な考え方をみると、
我が国の教育制度とは異なる発想に接することができる。2007 年に来日した OECD の
アンヘル・グリル事務総長によれば、OECD の調査は「明日の世界のために若者をどれ
だけ育成できているのか」を測ることが目的となっている。同氏はさらに、「ここ数十
年、世界の人材プールの構図は激変し、自国の若者の教育的進歩を世界的観点から評価
する必要性に迫られている」という認識を示す。ここでいう世界的観点について同氏は
具体的に、「今日、中国や印度などの国々は、中程度のコストで、益々速いペースで、
高度なスキルを供給し始めている。中印等の国々からのプレッシャーを、その他の国々
は自国の将来福利という観点からも無視することはできない。」と解説している。この
新しい世界の潮流に合わせて企業自身も、企業で働く人材も、将来企業で働く人材もそ
の考え方を切り替えていかなければならない。OECD ではそのようなスタンスで PISA
調査に取組んでいる。こうした観点から我が国の現状を見た時にその体制が十分といえ
るのかどうか、この問いかけが極めて重要ではあるまいか。もし、NO であるなら、早
急に世界の潮流に合わせていく努力が求められる。
但し、注意すべきことは、我々が今回の調査でターゲットとしたドイツ、並びにドイ
ツ語圏の諸国はこの PISA 学習到達度調査の結果は必ずしも芳しいものではない。従っ
て、ドイツの制度の全てを取入れるわけには行かないことは明らかである。とくに早期
選別制度は、OECD がその問題点を指摘している。しかし、ドイツの教育訓練生を観察
した限りでは、皆意欲に満ちた表情をしていた。かつ、彼らは Made in Germany を支え
ており、技能継承の受手として機能している。この背景には、就業能力を高めることが
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教育の目標とされ、徹底していることがあると推察される。職業のための教育が必要と
される所以である。ではどうすればいいのか。

5.2

中等教育段階から職業オリエンテーションを含む職業教育の
導入本格化を

平成 20 年 1 月上旬のある新聞投書欄に「義務教育は平等第一に」という投書が乗っ
たという105。ドイツでは日本でいえば小学校四年までの国語と算数の出来不出来で児童
を選別し、大まかな将来の方向付けをしている。冒頭の投書氏が主張するように、平等
思想が強い日本でこのような制度を導入するとしたら、大騒ぎになるのは火を見るより
明らかである。
しかし、ドイツのやり方の中に敢えて長所を見いだすとすれば、それは児童・生徒の
多様な可能性を認め、学業以外にも選択肢があること、選択しうる職業像としてどのよ
うなものがあるか、早くからみせてあげることでその児童・生徒の可能性の芽を見つけ、
延ばそうとするところにある。
そのために早い段階から就業体験をさせる。職業についてのさまざまな知識を伝える。
職業オリエンテーションやコンサルテーションを実施する。児童・生徒に自分の将来像
を考えさせるきっかけや機会を与える。自分の将来を自分で考え、そのスキルを自分で
身につけられるように後押しする。教育機関はもちろん、関連官庁から関連官庁の執行
機関、生徒を受入れる企業も同様にドイツの伝統に従って、将来のための投資と割り切
って進んで協力している。
このような就業能力を養うことの重要性はギムナジウム106のような進学校でも例外
ではない。就業体験は義務ではないものの、任意に職業オリエンテーションを受けて、
就業体験を積む機会が用意されている。
教育には「教育のための教育」と「目的のための教育」がある107というが、「職業に
就くという目的のための教育」の重要性を社会全体が受入れているかいないかが彼我の
最も大きな違いであろう。ドイツで調べた限りでは、教育とは将来の職業のためにある
というコンセンサスが出来ているように見える。この点がドイツの最大の「目に見えな
い資産」だといえよう。それ故にこそドイツのデュアルシステムは成功しているのだと
思われる。社会的土壌に即した制度であるから、その外形的特徴を単純に移植するだけ
105 フジサンケイビジネスアイ 2008.1.18「メディア斬り」麻生千晶氏コラムより
106 ギムナジウムの語源がギリシャの統治者たる自由市民のための学校であったように、ドイツではもと
もと統治者たる貴族のための学校であった。現在は大学への進学校として機能している。
107 山崎正和著「文明としての教育」新潮社 2007 年によれば、ギリシャの哲学者アリストテレスは、教育
を二つに分け、
「役に立つ知識のための教育」と「教育それ自体のための教育」があるとしているという。
前者は職業教育に通じる。
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では効果が得られないのは自明である。
ポイントは職業のための教育という発想をいかに社会に根付かせるかという問題に
帰着する。この点でイギリスの例が参考になる。イギリスもドイツと同様に進学組と就
職組とに選別される。ドイツとやや異なるようにみえる点は、進学組に入れなかった生
徒は、親からも社会からも「進学できない生徒」というレッテルを貼られるという風土
がある108ようである。
同国にはエッヂ財団という NPO がある。この財団の役割は、親のそのような偏見を
糾し、子供には進学以外にも多様な可能性があることをみんなで認め合おうという運動
を起こし、広めることである。進路の多様性を社会が受入れ、認め合い、個性に応じた
可能性を延ばすことで適職に就けるように手助けをおこなう。それを教育の中心的な目
標に据えるよう運動している。
英国社会のように進学組が上で就職組が下という階層を付ける考え方・見方は我が国
でもあってはならないし、排斥していくべきである。要は職業教育の必要性や重要性を
重視し、尊重するべきということである。ドイツでは 350 種にも及ぶような職業オリエ
ンテーションを職業教育の一環として実施している。このような教育は、進学するしな
いにかかわらず行うべき109である。進学してもいずれどこかの段階で何らかの就職をせ
ざるを得ない以上、職業についてのオリエンテーションを受けておくことが将来のより
良い選択に繋がるのは間違いない。義務教育段階終了までに全員に対して行われるべき
である。
職業オリエンテーションのイメージをドイツの例を参考に挙げると
¾ 世の中にどのような職業があるのか
¾ 生徒の適性にあった職業は何か
¾ その職業につくためにはどのような学習ルート、訓練ルートがあるのか
¾ 必要となる学習内容や訓練内容はどのようなものか
¾ 学校の成績だけで図れない、多様な能力の活かし方があること
¾ 職業を取巻く国際化の進展状況と海外との競争
¾ 自分が就く職業にとって必要な英語（practical English）はどのようなものか
ドイツでは面談した訓練生は率先して英語でのプレゼンを希望したり、英語での受答
えを希望したりした。驚くほどの積極さがみられた。彼らは職業と関連するから必死に
108 NEWSTATESMAN” Choosing the right direction”24.SEP.2007 の中の一連の論考参照、親の偏見として「職
業学校に行くのは出来が悪いから」
「自分の子には A レベルをとって大学に行くように強いている」,Edge
財団では「学術か職業かという不毛な議論に終止符を、学術も職業も学ばせよ」とキャンペーンを張っ
ている。
109 文部科学省の施策をみると「実践的総合キャリア教育」などのキャリア教育推進のための方策がこう
した考え方に基づいている。
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なって英語を学んだという。英語の習得は大学資格試験に必須であるから大学への道も
開かれる。単に英会話をやるのではなく、仕事に必要な英語を学ぶという姿勢が日本と
ドイツの学習に対する根本的な違いではないかと思われた。
このような観点からみると、前述した OECD 事務総長のアンヘル・グリア氏の指摘
は、納得できるのではないか。同氏は PISA の調査結果に敷衍した講演の中で、日本の
生徒の調査結果から言えることとして次のような視点を提示している。
「自分の将来という観点から科学を学んでいるか？」
「科学が自分の人生に機会を与えてくれるとみているか？」
この問いかけは OECD の学力調査が正にこのような視点で行われたことを示してい
る。この 2 問についての調査結果をみる限り、日本の生徒の出来栄えは必ずしも芳しい
とはいえない。唯一フィンランドに次いで世界二位の成績であったのは「学んだことを
再生産できるか？（学習結果の再確認）」という分野の設問だけであった。これはまさ
に日本で行われている教育が「知識の詰め込みに過ぎない」と国内でも批判されている
事実と符合する。即ち何のために学習するのかという動機付けが不十分であることが浮
き彫りにされているのである。勉強することが将来実社会に出てからどのような意味を
持つのかという問題意識や関連付けが希薄なまま、ただ勉強しろといわれてやっている
だけに終わっていることを示唆している。
職業オリエンテーションを含む職業教育の本格的導入が期待される所以である。

5.3

高等教育における理論と実習のセット化（連動化）の一層の推
進を
---実習には企業も場所と資金と講師を負担すべき---

以上の議論の一つひとつは真新しいものではなく、我が国においても既に見てきたよ
うな形で紹介され、施策として結実しているものが多い。教育機関においても個別機関
毎には理論と実習のセット化の試みはそれこそ数え切れないほど多くの事例があり、先
端的かつ意欲的で素晴らしい試みが多数みられる。しかし、いずれも点としての活動に
留まるか、点がいくつか集まった部分的な活動に留まっているようにも見える。問題は、
そのような活動が教育の芯の部分にまで及んでいないのではないかと思われる点にあ
る。教育の根本に遡って、就業能力を身につけるための教育に変革することが求められ
ているのではないか。
中央教育審議会会長の山崎正和氏は著書「文明としての教育」
（新潮社 2007 年）の中
で、「教育とは生徒に対して経験の仕方や経験の方法論を教えるもの」、「教育それ自体
のための教育」が「教育の原点」である、と述べておられる。
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ドイツの場合、歴史的にも伝統的にも、職に就く、職業を身につけるということが当
たり前であり、教育のかなりの部分はそのためにあると考えられている。勉強するとい
うことは将来何らかの職に就くために行うものという意識が行き渡っているようであ
る。それ故、ギムナジウムの生徒が大工の親方のところで職業訓練を行い、再び大学で
建築学を学び、学位を取るというケースが実際に存在する訳である。年令と関係なく、
大事だと思った時点で「実際にある仕事」を経験する。勉強する意義を自分自身で再確
認する。納得して進学し、学位を取る。進学コースからはずれた人にも二元制教育で仕
事を体験させる。なぜ学習が必要かを納得させる。学び直しを決意した生徒には、より
上級の進学を可能にさせる。無目的に勉強するのではなく、なぜ学ぶかという意義を自
ら発見させる仕組み、これが重要である。
その仕組みの一つが実社会の現場で企業人から直接教育訓練を受ける機会があるこ
とである。教育機関においても、協調教育大学の教育方法としてデュアルシステムその
ものを取入れることで、職業のための教育を実践している。応用科学大学の教育方法は、
学内工場実習や企業実習（インターンシップ制）を取入れることで学生が自然と自己啓
発せざるを得ない環境を創り出している。いずれも理論中心の座学だけではなく、何ら
かのアクション・ラーニング（課題実習）の要素を取入れている点が大きな特徴である。
課題実習には学内工場実習もあれば、企業での長期実習もある。特に協調教育大学の
場合はまず企業が学生を採用し、報酬を約束した上で企業実習と学生生活を半々ずつと
いうスタイルの教育を行っている。学生は実習と授業の両方を短期間に徹底的に勉強す
る。報酬付きであるからサボるという発想は生まれる余地がない。「かわいそうなくら
い勉強している」といわれる所以である。企業から見るとその学生の資質を十分観察で
きるのでその能力を発揮できるように処遇できる。総合大学の学生であっても就業体験
を重視し、休学して実習をするものや卒論のテーマ探しに企業に実習を申し込むものが
少なくないという。大学で研究職に就くものを除けば、学生の時から企業体験・企業実
習の意義を強く意識しているように見える。

5.4

我が国に導入するとした場合の制度設計の考え方、内容

我が国の場合は、職業意識、就業意識など学生時代から就業能力を意識した生活を送
らせるという風土がドイツほど根付いていない。そこで、高等教育においても理論的学
問的専門教育と実習などの実践的専門教育をセットにすることで、学生をそのような就
学環境に追い込む必要がある。こうした考え方は、多くの大学、高専、工業高校におい
て部分的に取入れられている。既に世の注目を浴びる教育機関も少なからず出てきてい
る。そのような教育機関の卒業生は大変好評だともいう。
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我が国に必要なのは教育体制の中に就業意識や企業実習の大切さを埋め込み、自己啓
発におのずと励まざるを得ない環境を造り込むことであろう。現在部分的に行われてい
る試みの普遍化・一般化こそが強く求められる。そのためには産業界もただ教育界の変
化を待つのではなく、積極的に応分の負担をして学生を受入れていく姿勢が求められる。
ドイツ企業は、協調教育大学のように学生を丸抱えで支援しつつ、自社社員として大学
教育を受けさせるとともに、企業実務を荷わせている。我が国でも導入できる仕組とい
えるのではないか。
これから少子化が進み、若手の採用難は確実である。絶対的に少なくなる若年層に対
して新しい教育訓練方法を取入れることで質的に向上させ、少しでも量的減少を補うと
いう施策が不可欠である。企業は大学、高専、工業高校の一部で行われている自助努力
に対し、もっと前向きに一歩踏み出すことで、そうした動きを支え、協力していく姿勢
が必要ではなかろうか。そのためには技術・技能継承の受手の確保、将来の支え手の確
保に備えた長期人材投資の観点から、CO-OP 教育によく似た協調教育大学方式を参考
とした取組みが求められる。つまり、ドイツ式に企業が学生を抱え込み、大学の講義と
夏休み、冬休みを利用した企業実習を交互に実施するという学習方式を実施していくこ
とが実行可能性の面でも実効性の面でも効果的ではと思えるのである。
ドイツのバーデン・ビュルテンベルク州の「活動する州」という州紹介冊子の中に、
「---国際市場での競争を通して勝ち残る資質を備えた人材---」が当州にはいると訴えて
いる箇所がある。続けて「人材こそ成功を握る鍵」だからこそ、当州では「ニーズに応
じた幅広い分野における職業専門教育が最優先される」と述べている。我が国も企業ニ
ーズに応じた職業専門教育を最優先し、成功の鍵を握る人材を育成していかなければな
らない。
以上、ドイツ現地調査やその他各種文献調査の結果を総括すると、次のようなキーワ
ードや語句にまとめられる。
¾ 将来の進路に適合した教育（職業のための教育）への転換
¾ 実習・体験型教育の重視（学術価値と職業価値の同位尊重）
¾ 追加条件付き進路変更の可能性を担保（自由度の高い進路選択）
¾ キサゲ職人のような手に職（一芸に秀でた）人材の処遇・雇用形態の見直し
大勢の技術・技能者を擁する団塊の世代が定年を迎える今こそ、一日も早く、「これ
こそ Made in Japan の支えだ」「これこそ Made in Japan の品質保証だ」といえる新しい
教育制度が必要である。そういう時代にしなれければなるまい。
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参考資料
１．教育制度関係用語の訳
（バーデン・ビュルテンベルク州の場合）

(1).一般の学校
日本語訳
ドイツ語

英語

（既存文

実態

献）
Kindergarten

Kindergarten

幼稚園

Primary school

同左

６才から９才までの四

日本の小１～小４

年間の初等教育課程

に相当

基幹学校、

進学は無理と判定され

無し（日本の小５

（義務教育

た生徒で二元制進級予

～中３までの学

後期課程）

定者のための中学

年）

進学の可能性ある生徒

無し（日本の小５

のための実業中学,or,

～高１までの学

工業・商業中学

年）

基幹学校・実科学校・

無し（日本の小５

ギムナジウム併設中学

～高１までの学

（全コース設置中学）

年）

（義務教育
前期課程）

Hauptschule

Realschule

Secondary
general school
Intermediate
school

実科学校

Integrated
Gesamtschule

comprehensive

総合制学校

school
Gymnasium

Grammar school

ギムナジウ

中高一貫進学校

ム

大学への進学が前提

一般教育学
Orientierungsst

Orientation

校（オリエ

ufe

stage

ンテーショ
ン期間

Full-time adult
Kolleg

education

度等

幼稚園

基礎学校、
Grundschule

該当する日本の制

コレーク

colleges
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オリエンテーション期
間、どのタイプの中学
に行くかを決める期間
コレーク（全日制成人
向け Abitur 取得課程）

無し（日本の小５
～高４＝大１まで
の学年）
無し（日本の小５，
小６に相当）
無し（成人が大学
検定試験を受ける
ための学校）

(2).各種職業学校
日本語
ドイツ語

英語

実態

（既存
文献）

Part-time
Berufsschule

vocational
school

職業学
校

職業基
BGJ:
Berufsgrund-bildun
gsjahr

Prevocational

礎教育

and basic

年、

vocational

職業基

training year

礎学習

職業学校（企業と職業訓練
契約した生徒が通う高校、
デュアルシステムの一部）

Barufsvorbereitung
sjahr

供する職業養成訓練、全日

ルシステムは義務、

制と非全日制＝週何回か

訓練契約をみつけら

通学

れなかった生徒に提
供する）

校における修学義務を果

vocational

備年

たしたとみなされ、修了す
ると基幹学校の卒業単位
に充当できる

Berufsaufbauschule

extension
school
Full-time

Berufsfachschule

vocational
school

構学校

職業専
門学校

日行くだけ）

義務がある、デュア

職業準

職業上

週間に１日ないし２

事業主の代わりに国が提

and basic

Vocational

定時制高校だが、一

卒業後にも職業教育

制職業教育を行う。職業学

training year

無し（強いて言えば

職業基礎教育学校（BGJ）

職業準備学校（BVJ）全日
BVJ:

等

無し（ドイツは中学

年

Prevocational

該当する日本の制度

ここを卒業すると基幹学
校・実科学校卒業資格が得
られる
全日制職業学校、入学資
格、修学期間、卒業資格に
よって様々なコース

無し（義務教育を止
めた生徒、授業につ
いていけない生徒を
救済するための制
度）
無し（夜間中学の機
能に近い）
無し（最低でも職業
訓練修了資格、条件
を満たせば応用科学
大入学資格も）

Berufsobersch
Berufsoberschule

ule

Technische-

Technische-

oberschule

oberschule 全

職業上
級学校

実科学校卒業資格＋職業

無し（条件が成就す

訓練修了 or 就業経験５年

れば、応用科学大 or

の生徒を受入れる

大学入学資格も）

実科学校卒業資格が必要、

無し（戦前の高等工

応用科学大入学資格が得

業、高等商業に近い

られる

という印象）

日制
Fachoberschul
Fachoberschule

e 全日制と定
時制

上級専
門学校
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Fachgymnasium

Specialized

専門ギ

grammar

ムナジ

school

ウム

Trade and
Fachschule

technical
school

Fachakademie/Beru

academy、

fsakademie

University of

専門学
校、貿
易技術

全日制と定

とした進学高校

どこでも入学でき

商業・工業学校、職業訓練

無し（一定の条件で

完了者が入学でき、1～3 年

応用科学大入学資

制の職業継続教育

格）
無し（学生の身分は

職業大学、協調教育大学

企業の社員で大学と

職業ア

（企業と協調して教育す

カデミ

る大学）、
（企業と訓練契約

ー

した学生が通う、デュアル
システムの高等教育版）

education

Kollegschule

にパスすれば大学は

学校

cooperative

Kollegschule、

特定の職業コースを前提

る）

Specialized/
Vocational

無し（大学入学資格

企業と交互に通う、
バーデンビュルテン
ベルク州では完全に
工学士と見ている）

高校レベル一般教育・職業
コレー

教育コース（北ライン・ウ

無し（定時制高校と

ク

ェストファリア州のみ）
、

類似する部分も）

時制

2002 年以降生徒ゼロ

(3).高等教育
日本語
ドイツ語

英語

（既存文

実態

献）
職業大学、協調教育大学（企業と協調して
Specialized/Vocati
Fachakademie/Beru
fsakademie

onal academy、
University of
cooperative

教育する大学、企業と訓練契約した学生が
職業アカデ
ミー

通う、学生はその企業の社員、デュアルシ
ステムの高等教育版に相当する大学で工
学、経営、福祉の３コース）大学によって
は修士コースも。CO-OP 教育の変種という

education

見方も可能。
応用科学大学、位置付けは大学と協調教育
Fachhochschule/

University of

Hochschule

applied science

専門大学

大学の中間、企業実習が１学期組み込ま
れ、デュアルシステムに近い。古典的大学。
大学によっては修士コースも。

University
Universitaet

（Technical,

大学（総合大学、工業、教育、神学、芸術、
(総合)大学

Education, etc.）
Gesamtuniversitaet

Comprehensive

（ヘッセ州のみ）

university

行政、医学）
、博士号が取得できる点が他
の大学と異なる

総合制大学 大学・応用科学大学の両方を併存した大学
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２．訪問先リスト
訪問日付

訪問先

訪問先（名刺）

住所

Theodor-HeussStrasse 4・70174
Stuttgart
BadenDienstgebaeude:Ha
Wuerttemberg
バーデンビュルテン
１９．９．２４
ベルグ州経済省 WIRTSCHAFTSMINI us der Wirtschaft・
Willi-BleicherSTERIUM
Strasse 19・70174
Stuttgart

対面者名

対面者肩書

Karsten
Altenburg

STUDIENDIREKTOR
REFERAT BERUFLICHE
BILDUNG

Bundesagentur fuer
Nordbahnhofstr.30Arbeit
Agentur fuer Arbeit
34
Peter Klausen
１９．９．２４
Agentur fuer Arbeit
（連邦の機関）
70191 Stuttgart
Stuttgart
１９．９．２４

同上

同上

Nordbahnhofstr.3034
Werner Geier
70191 Stuttgart

１９．９．２４

同上

同上

Nordbahnhofstr.3034
70191 Stuttgart

BadenKounigstr.44(Neue
Wuerttemberg
バーデンビュルテン
１９．９．２４ ベルグ州文部・青少 MINISTERIUM FUR Kanzlei)・70173
Stuttgart
KULTUS,JUGEND
年・スポーツ省
UND SPORT
Plochinger
Str.92,73730
Esslingen

Diplomverwaltungswirt
Pressespercher
Presse und Marketing

Juergen
Schwab

Vorsitzender
der Geschaeftsfuehrung

Felix Winkler

Dipl.-Ing
Referat 43:Berufliche
Schulen und
Fachschulen

１９．９．２５

INDEX-Werke
Gmbh&Co.KG

INDEX-Werke
Gmbh&Co.KG

１９．９．２５

同上

Region Stuttgart

Jaugerstrasse 30｜
Reiner Schmid
70174 Stuttgart

Fachreferent
Abteilung Beruf und
Qualifikation

Hochshule
Esslingen

Hochshule
Esslingen
University of
Applied Sciences
Faculty of
Mechanical
Engineering

Kanalstrasse33
73728
Esslingen,Germany

Walter
Cyanetzki

Prof.Dr.-Ing
機械工学部の学部長

Ursula Fritz

Ausbildungsleitung
訓練/教育部長

１９．９．２５

１９．９．２６

Mann + Hummel
Gmbh

Grounerstrasse 45
71636
MANN + HUMMEL Ludwigsburg,Germa
ny
GMBH
Eingang
Schlieffenstrasse

１９．９．２６

職業学校MaxEyth-Schule
Stuttgart

Fritz-Elsas-Strasse
mes
29
Max-Eyth-Schule
D-70174 Stuttgart
Stuttgart
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Herbert Zimmer Leiter Berufsausbildung

Peter Rundel

Studiendirektor
Stellv.Schulleiter
教頭

訪問日付

訪問先

訪問先（名刺）

住所

対面者名

対面者肩書

１９．９．２７

leitz GmbH &
Co.KG

leitz GmbH &
Co.KG

Leitzstrasse 2,D73447 Oberkochen

Dieter
Doellken

Personalleiter

１９．９．２７

同上

１９．９．２７

１９．９．２８

LEWA Gmbh

ボッシュ社

１９．９．２８

同上

１９．９．２８

BardenWuerttemberg
International

１９．９．２８

Bentz Museum

ドイツ機械工業連盟 Hospitalstasse 8
ウルリッヒ・P.ヘ
バーデン-ヴュルテ
670174
ルマーニ
ンベルク支社
Stuttgart,Germany
LEWA
pumps+system
Dosierpumpen
trasse 10,D-71229 L
Dosiersysteme
ProzessMembranpumpen

Robert Bosch
GmbH
DS/HRD

Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
GERMANY
Visitors:
Borsgstrasse 14
70469 Stuttgart
Feuerbach

Robert Bosch
GmbH
PEA-Fe2

Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
GERMANY
Visitors:
Borsgstrasse 14
70469 Stuttgart
Feuerbach

専務理事

Erich Lexa

Leiter
Ausbildungszentrum
訓練/教育部長

Peter Gutzan

Diplom-Betriebswirt(BA)
Director
Diesel Systems
Human Ressource
Development

Peter
Schomakers

Manager
Diesel Systems
Personnel Development
and
Vocational Training
Technical Training

Haus der Wirtschaft
Diplomvolkswirtin
Willi-BleicherBarden-Bildenberg
BarbareJunger,
Bereichsleiterin
Strasse 19
International
Haigis
Wissenschaft,Forschung
70174 Stuttgart
und Kunst
Germany
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３．訪問先での聴取内容
(1).ドイツデュアルシステムに関する現地インタビュー調査
1).官庁からみたデュアルシステムと官庁の役割分担
面談先

バーデンビュルテンベルグ州経 連邦職業情報提供・職業斡旋・
済省
指導・相談センター

州文化・青少年・スポーツ省

所長、広報官、職業指導主任コ
職業学校・専門学校担当工学士
ンサルタント

発言者

研究ディレクター

訪問日

19.9.24

19.9.24

19.9.24

二元制
職業訓
練教育
の特徴

・特に手工業は、昔の徒弟制か
ら出発しており、二元制の基礎と
なった
・この歴史的経緯と基礎がある
から、企業は二元制に協力する
のは当然と考えられている
・100人以上の企業では、参加
率が100%に達する
・企業が訓練枠を提供するのは
あくまで自由意思に基づく
・中世以来の歴史的伝統あるゆ
えに企業は協力している
・訓練終了後資格試験によって
訓練成果と職能レベルを保証

・連邦雇用庁傘下の職業情報セ
ンターが卒業前の生徒に対し職
業に関する紹介、相談、指導、
斡旋を行う
・BIZという職業情報検索システ
ムが稼働
・職業の種類は２万種、訓練職
種は500種、連邦ベースでは350
種

・二元制は、学校と企業という訓
練場所が二つ、それぞれを規制す
る法律も二つという構造
・資格試験（中間と最終）について
は二元的試験でなく学校と企業と
を統合した一元的試験
・職業学校にも種類があり、工業
系・商業系・その他（家政・農業・
社会事業）系がある

・生徒の卒業１年前（８／９年生）
に職業オリエンテーションを実施
・１～2週間の企業実習プログラ
ム、生徒は企業を見つけ、訓練
契約を自ら締結
・職業コンサルタントは担当地域
のすべての学校を回る
・当センターが職業に関する情
報を収集
・どんな金持ちでも職を身につけ
ることが当たり前でドイツではこ
れが伝統
・訓練コンサルタントは500種の
職業をシステムを活用して一人
で教える

・企業内訓練は規模の大きな企
業では、担当部署があり、さまざま
な職種をローテーションする仕組
み
・自営・零細事業所ではマイス
ター・職人の下に配属され、ボス
の仕事を見ながら覚えていく
・職業学校に週1.5日の意味は、
毎週行く曜日と隔週に行く曜日が
ある
・職種によっては年に何回か集中
授業を受けるものも
・職業学校では一般教養、ドイツ
語、社会学、経済学、宗教
・専門的能力の時間には職業ス
タートに向けてのオリエンテーショ
ンのほか数学、技術製図
・授業方法は理論中心から実習
重視方式に変わりつつある
・職業訓練の成果測定として中間
試験と最終試験をＩＨＫ（商工会議
所）と職業学校が共同で実施

二元制
職業訓
練教育
に関す
る実態・
認識

・企業と訓練生の訓練契約
・契約書の登録
・IHKに登録
・IHKは経済省の執行機関
・職種毎報酬の定め
・報酬：１年目800ユーロ、
２年目900ユーロ、
３年目1000ユーロ
・訓練期間3～3.5年

二元制
職業訓
練教育
の推進
体制

・新しい職種は、連邦が公表し、
・経済省の監督下にIHK（商工会
我々が紹介する
議所）という執行機関があり、
・昔は地域特性が強く出ていた
IHKが訓練企業と訓練生を監督
が、いまは標準化され、職業紹
している
介プロセスは全国共通
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・教育の問題は州が責任を持つ体
制
・教育の基本となる計画：大綱は
連邦が作成
・州の大臣の集まりであるKMKで
州間調整を実施

面談先

バーデンビュルテンベルグ州経 連邦職業情報提供・職業斡旋・
済省
指導・相談センター
所長、広報官、職業指導主任コ
ンサルタント
19.9.24

州文化・青少年・スポーツ省

発言者

研究ディレクター

日付

19.9.24

二元制
職業訓
練教育
の長所

・企業の要望に沿う訓練
・最新の機械で訓練できる
・訓練した後、採用できる
・25歳以下の若年失業率が低い
・報酬があることが生徒への動
機付けになっている
・大会社は訓練生を選べるの
で、採用されると誇りが持てる

・近年のように仕事に対する要
求が高まると、職業訓練修了と
いう証明の重要性が増す
・職業訓練コンサルタントは使命
を自覚

・職業キャリアを積むための基礎
条件を達成できる
・専門能力をもった人材の輩出
・職業生活に入りやすい
・職業実践による人間性強化
・若手人材確保

二元制
職業訓
練教育
の問題

・人気職種の偏りが大きい(20職
種で80%を占める）
・安い労働力として使う企業もあ
る
・学校に飽き飽きしている生徒
は職業学校にも行きたがらない
・手工業会議所（自営・零細事業
所等）の職種は訓練生の確保が
厳しい

・ドイツにも３K問題がある
・清掃、塗装、朝の早い仕事、夜
の遅い仕事は嫌われる
・不人気職種は訓練生不足
・社会的な貧困層の子弟に勉強
させるのは難しい
・大企業になると世界中から人
が集まるので３Kでも困らない

・職業教育自体を新技術への適
応など経済の実態に合わせた柔
軟構造にする必要
・教育指導と教育方法の全国統
一、生涯学習が可能な仕組みが
必要

・訓練生採用枠が景気変動の影
二元制
響を受ける
職業訓
・訓練枠の確保を国が命令でき
練教育
ない
の課題
・訓練枠が現行不足している

・職業選択は難しい問題であり、
時間がかる
・もっとコンサルタントを増やす必
要がある

・若者に職業キャリアのための基
礎を与える
・専門能力を持った人材の育成
・失業リスクの抑制
・職業教育を通じて人間性を磨く
・生涯学習の基礎を構築

・経済省の仕事は、IHK（商工会
議所：ドイツ企業には加入義務
あり、公的性格強い、商工業二
元制推進機構というような官庁
に近い存在)と企業の間で何か
問題が生じた時（例：IHKの指導
に対する企業の意義申し立て）、
調停する権限・役割（発生ケー
スは希）
・企業の採用枠拡大のための補
助金（採用枠一人３千ユーロ）、
訓練費用の損金扱い許容

・BIZ（職業情報検索システム）
は職に対する情報のデータベー
スのことで、ドイツはヨーロッパ
第一位
・昔から担当者が１職業１カード
で書き込んで蓄積された情報が
今は電子化されて誰でも全国ど
こでも同じ内容のものが閲覧可
能に
・生徒達はよくここへその情報を
見に訪れる
・クラスで来ることもある
・ BIZには求人求職電子市場が
あり、企業と生徒が入力すること
でマッチングできる
・生徒の80%程はこの仕組みで、
残りの20%は新聞や個々のルー
トで求職

・段階的学習計画から経済の必
要に応じた柔軟な構造に移行
・新技術への適応を可能にする
・生涯学習を可能に
・資格レベルの共通性と統一性
・試験時間の統一化
・職業に関連した英語教育の導入
・プロジェクト課題の導入
・文化省内に事務職・技術職・商
業職共通のセクションを設置

二元制
職業訓
練教育
の課題
への対
応

・Berufsakademie は二元制を
BA(Ber
やっているが、大学なので文部
ufsakad
省がやっており、経済省は関知
emie）
せず
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職業学校・専門学校担当工学士
19.9.24

2).高等教育機関からみたデュアルシステム
Universitaet （U)
総合大学/単科大学

Fachhochschule （FH)
応用科学大学

Berufsakademie （BA)
協調教育大学

インタビュー内容と文献から
Abitur
大学入学資格

19.9.25
Abitur 大学入学資格
応用科学大学入学資格

インタビュー内容と文献から
Abitur
大学入学資格

入学前出身学校等

ギムナジウム出身 82.6%

ギムナジウム出身 33.4%
Fachoberschule
専門上級学校出身 38.1%

ギムナジウム出身多い
データ見あたらず

就学期間

旧制学部 １３セメスター
新制学部 ７セメスター
新制修士 ３セメスター

面談結果とHPから
訪問日
入学資格

学部 ７セメスター
・内１セメスターは企業実習義務
・入学前就業未経験者には1～2週
間企業で予備実習が義務

学部 ６セメスター
・企業実習と大学での授業を３ヶ月
毎に交互に履修
・CO-OP教育の一種

身分
カリキュラムの決定権（学生
/大学）

学生
カリキュラムは自ら決める

学生
カリキュラムは自ら決める

・企業実習先の社員、授業期間も報
酬あり
・採用した企業が学生を大学に登録
することで通学可能に
・カリキュラムは大学が決める

取得可能学位

工学士
工学修士
工学博士

工学士（FH)
工学修士（FH)

工学士（BA)
工学修士（BA)

平均在学年数
入学～最終試験合格

7.2年

5.3年

データ無し

卒業後進路

企業に就職
修士過程( U)
博士課程(U)に進学

企業に就職
修士過程(FH or U)
博士課程(U)に進学

BA登録された企業に就職
修士過程(BA or U)
博士課程(U)に進学

学生の意識

・将来は大学に残る
・企業では研究職指向

・学術研究主体の学生生活を送る
・実務経験が乏しく、中には実社会
就職した場合の学生の特 と大学との乖離の大きさからカル
徴
チャーショックを受ける学生も
・計算が特に強いというケースがみ
られる

企業の評価

・実務に不慣れ
・研究には強み
・学問的・戦略的な仕事に強み

・就職が前提
・企業社員として報酬を得ながら学
・大学より短期間で学士号が取得で
士号が取れる
きるのでFHを経由して修士・博士に
・経済的負担が軽くて済む
進む場合もある

・大学とBerufsakademieの学生の中
間に位置
・大学内には周辺企業から寄贈され
た工作機械が沢山設置されており、
巨大な工場のような実習作業室が多
数ある
・大学の授業自体が教授の受託研
究を課題とするなど実習主体で構成
される

・学生生活からスムーズに社会生
活に移れる
・実習と授業を併行して行うので短
期間で詰め込む非常によく勉強する
・自分でカリキュラムを組む自由度
に欠ける点が生活態度にも反映（の
びのびさに欠ける）
・反面、即戦力としての評価は最も
高い

・大学とBerufsakademieの学生の中
間に位置
・実社会との関わりは大学より強く、
大学での実習も充実しているので即
戦力・実践向き

・企業ニーズに合わせた養成
・必要とされる職業で教育
・即戦力・理論と実践を連結
・学生、企業双方の実態をお互いに
把握可
・仕事・企業の理解十分
・仕事も勉学も熱心

常勤スタッフ一人あたり学
生数

１０人

２８人

データ無し

教授の就任資格／職務制
限

工学博士号取得者
自主研究主体

工学博士号取得者
企業での実務経験５年以上
受託研究主体

データ無し

出所：”Baisc anｄ Ｓｔｒｕｃｔｕａｌ Ｄａｔａ 2005”Ｆｅｄｅｒａｌ Ｍｉｎｉｓｔｒｙ oｆ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ anｄ Ｒｅｓｅａｒｃｈ、並びに訪独インタビュー調査より作成
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3).職業学校からみたデュアルシステム
職業学校（非全日制）

Max-Eythーschule（Stuttgart市）教頭先生（訪問日 19.9.25）

生徒像

機械・自動車・電気：親は自分の子には旋盤工になって欲しくない、移民が
埋め合わせ、学校は飽き飽きしたが稼ぎたい子にとって手工業よりはいいと
いう程度

出身別生徒像

ギムナジウムを出た生徒は技術製図を担当、基幹学校出は設備・機械のオ
ペレーター、実科学校は主として企業に、基幹学校は主として手工業に従事

通学タイプ

生徒の半分はデュアルシステムで、残りは全日制に通学している

IHKの役割

デュアルで大きな役割、地域ごとに企業から通う職業学校を手配する

職業学校のメリット

外国の学校に比べ、企業の機械が使えるので割安

職業学校の存在理由

18歳まで教育が義務だから、基幹学校出に当校が有ることで教育が施せ、
救い上げてやることができる、これが誇りだ、基幹学校だと親がひがむ、基幹
学校の修了資格のない生徒は当学校のBVJに通い、基幹学校の卒業資格
が得られる

ドイツの早期選別制度

ルンデル氏の子息のケース；評点2.5,3.5でそれぞれ基幹学校・実科学校・ギ
ムナジウムと選別された由

企業の考え方

企業は企業が貢献して始めて職人ができると理解している

企業の考え方の背景

ドイツの長い伝統、産業革命後、次世代育成の必要性から企業が費用負担
する伝統ができた

授業内容

職業専門教育のほかにドイツ語、経済の知識なども教える、全日制ではドイ
ツ語・英語・数学の授業をやる

エンジニア・テクニカ

エンジニアは理論的、テクニカは実際に理論をやっている人のこと、テクニカ
学校は全日制で２年、夜間は４年通学

デュアルシステム

個人的にはうまく行っていると思う、各段階でステップアップが可能、教育の
ために沢山予算がもらえる、生徒は勉強したいという動機をもてるようにな
る、生徒による先生の評価制度、生徒が仕事をすることによってなぜ勉強す
る必要があるのかその仕事を通じて納得できる、先生は将来の見込が見え
てくるよう努力する、見えてくると一生懸命になる、「将来資格を取って何をや
りたいのか」と自覚させる工夫をしている、何のための勉強かわからせる工夫
が奏功

併設学校

・テクニカ学校
・マイスター学校
・BVJ(職業準備学年）学校
・二年制職業専門学校（全日制
・二年制職業学校（コレーク）
・一年制職業学校（全日制）
・専門ギムナジウム
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4).企業からみたデュアルシステム
①. 訪問先の所在地・業種・従業員数・創業年・訓練概要・採用実態
訪問先企業名
所在地：WadenBurtenberg州内各地

訓
練
概
要

INDEX社
Esslingen

業種

CNC旋盤等の工作
機械メーカー

従業員数
創業年

2,300人
1914年

訓練生の数

140人

訓練分野

・メカトロニクス、メカ
ニック、電子、技術
製図（普通は開発
者、設計士の仕事、
変更時などできる人
がいると安くできる）

訓練士

マイスターかテクニ
カの資格保有者９人

平均年齢

＊＊＊

訓練システム

・１年目ワークショッ
プで訓練
・2～2.5年製造現場
でローテーション

職業学校

週１日、隔週２日通
学

訓練手当

750～1000ユーロ

資格試験

採用実態

・18ヶ月後中間試験
（達成度の確認）
・36ヶ月後最終試験
（資格試験）

・両試験合わせて
50%以上合格
・当社は80%以上で
採用合格
・BAは成績の非常
に優秀なのが応募
・ギムナジウム平均
点1.2

MANN+HUNMEL社
Ludwigsburg

leitzs 社
Oberkochen

自動車用などのフィ 木工・プラスティック
ルター・吸気装置製 加工用精密ツール等
造
製造
10,500人
3,500人
1941年
1876年
・60人（ドイツ全土で
200人）
・技能工20、事務16
＊＊＊
・BA技術系12、BA事
務系12
・基礎のヤスリがけ
・機械、メカトロ、電子 からスタート
・CNCコースとニュー ・切削、研磨、施削、
マチックコース
フライスなどの実技
・英語とパソコンの授 ・職業学校での2週間
業を企業内で実施
集中講義。（昔は1週
間に1日か2日）
常勤の訓練マイス
ター２人、パートが２
＊＊＊
人
16～17歳
＊＊＊
・all金属のトラックや
4cm×5 cm×15 cm
の搬送システムなど
の工作物をヤスリ、ド
リルなどを使って、ね
・１年目ワークショッ
じ穴をあけ、曲げを
プで訓練
やるなどして最初の
・2～2.5年製造現場
課題を3ヶ月で仕上
でローテーション
げる
・作品は家に持帰り、
親に報告させる
・一般的訓練はに法
律に従う（IHKの人）
・以前は週１，２日
・今は２週間集中講
週１日、隔週２日通
義に、相互補足し
学
あってカリキュラム作
成
訓練費用：年2万ユー
＊＊＊
ロ/人

＊＊＊

・BA：350人応募、8人
採用
・アビトア1.0も来る
・選別は厳しい
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LEWA社

BOSCH社

Leonberg

Stuttgart

ポンプ・流体計量シ
ステム製造

自動車部品製造

600人
1952年

260,000人
1886年

31人

・技能工140人
・ＩＴと事務が60人
（全社では6000人、
HPより）

・電子、メカ、メカト
ロ、など学校ではで
・技能工：材料・計算
きない仕事
・事務系：企業経済・
・製造ラインの仕事
購買・カスタマー
（HP上では技能工
サービス
訓練生向け：１６職
種）
ローテーションの部
＊＊＊
署毎に訓練士がい
る
＊＊＊
＊＊＊
・当社ワークショップ
で4週間、企業内各
部署を2年間かけて
ローテーション
・１年間の訓練後、２
年かけて企業内
ローテーション
・技能系は週に１日
か２日職業学校に
通学

・コース毎に３ヶ月間
のローテーション制
度
・部門毎に指導者が
つく
・実際の業務とプロ
ジェクトとを実地に
体験

週１日、隔週２日通
学

＊＊＊

＊＊＊

訓練費用：年2万
ユーロ/人

＊＊＊

・２年後にＩＨＫの試
験
・４年目に筆記と実
技試験
・専門工の資格証明
書
・応対者は試験委員
も勤める

＊＊＊

＊＊＊

・応募者は何をやっ
たか、何をやりたい
・採用は適性検査、 か、したい仕事等の
ドイツ語、見た目の 書類を提出
印象、手先の器用さ ・選抜試験と個人面
実技で
接
・応募者６千人、枠
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②. デュアルシステムの訓練の特徴・教育機関との連携・高度化対応
訪問先企業名

実習内容

訓
練
の
特
徴

INDEX社

・機械、アセンブリ、
CNC、全体の調整、
ハイドロ、ニューマ
チック、電気、品質
保証

MANN+HUNMEL社

leitzs 社

LEWA社

BOSCH社

＊＊＊

・訓練生１年生は
ワークショップを始め
たばかり
・様々な技術：切削、
研磨、施削・・・を学び
ながら課題作品を完
成、測定
・トータルな全体像を
つかませるというやり
方

・7：00－16：00
・中堅企業にとって
は、いろいろな多機
能を要求し訓練させ
て、フレキシブルに
この機械もあの機械
もアセンブリーもや
るということで全体
像をつかませること
が大切

＊＊＊

＊＊＊

・知り合いが教えてく
れた
・機械が面白い
・当社の評判のよさ
・他の職場で手先が
器用でないとわかっ
たから

＊＊＊

・訓練生へのイ
ンタビュー結果と
印象

＊＊＊

養成後進路

・15～20%FHに進学
・20～３０%はテクニ
カ・マイスター学校
に通学

＊＊＊

＊＊＊

＊＊＊

・３ヶ月実習
・３ヶ月授業の反復
・機械、電気、経済
エンジニア、企業経
済

・３ヶ月実習
・３ヶ月授業の反復
・大半がギムナジウ
ムから、ワークショッ
プに参加後、設計・開
発等へ
・外国の拠点にも

・ハイデンハイムBA
の学生が６人
・３ヶ月後、企業と大
学反復

＊＊＊

脚注

BAの学生

・当社はいい訓練を
するという評判で有
名

・日常の仕事と特別
な課題に従事
・三大学に違いなし
・BA：働きぶりを観
・ＢＡ：訓練途中で素
察可
質・適性がわかる
・大学：計算・プログ
三大学の比較
・ＢＡは多部門を経験
ラミングに強み
できる
・いずれも将来の幹
・ＦＨ，Ｕは一部門程
部候補
度、しかし経験できな
い
・Ｕは戦略的・学問的

教育機関との連携

高度化対応

脚注

・Ｕ，ＦＨ，ＢＡの順に
格差
・これから国際標準
化されると変わる

＊＊＊

・訓練生は原則採用
・判定基準は80点以
上
・需給で変動する
・訓練後は製造ライ
ンに
・ＢＡ：技術30人，事
務20人
・電子、メカトロ、情
報技術、開発設計に
従事
・プロジェクトに入っ
たり、メッセの準備な
ど
・研究部門はややU
が多い
・基本的には差はな
い
・パフォーマンスと人
格と需要をクリアす
るか
・BAは早い時期に
帰属意識を植え付
け可
・原則区別せず

・FHや大学からも卒
論を書きに当社に来
・大学入学資格保有
る
者を採用して社員と
・ＦＨの予備セメス
した上でＢＡに登録
ター実習生２人受入
（但し、無給）

・理論的なことは学
校と企業両方で講義
・トレーナーと先生は
・大学入学資格保有 ・大学入学資格保有
密接にうち合わせ、
者を採用して社員と 者を採用して社員と
職業学校とうまくやっ
した上でＢＡに登録 した上でＢＡに登録
ている
・近隣ギムナジウム
とも連携進展

・機械の高度化でメ
ンテ困難化
・工程全体の理解が
大事
・故障時のメンテは
自社製機械が出来
るようにさせている

・機械の高度化に伴
い、いろいろな多機
・工程全体のトータル
能を訓練させて、ど
な理解を目指すこと
の機械にも対応でき
で早期の一人前化を
るよう訓練すること
狙う
で全体像をつかませ
る

＊＊＊

脚注：U は伝統的な大学、FH は応用科学大学、BA は協調教育大学

185

＊＊＊

③. デュアルシステムの基本認識・方針・メリット・課題等
leitzs 社
・我々は3年間の訓
・基礎には理論が必
練を覚悟して続けて
要と認識
いかないといけない
・きちんとバランスよ
(VDMA)
く教育
・訓練目標：小さな範
・部品加工→アセン
囲の個々の知識だけ
ブリ→機械の動きを
でなく、トータルな目
・BAの学生に職を与
検査→客先で修理
標を身に付けさせる
える場合、本人の自
というようにプロセス
・手作業から技術進
基本認識・方針
由意思を最大限尊重
の知識をローテー
歩後追いで訓練する
する
ションで習う
のが基本
・海外赴任も同様、
・工程の全体を知ら
・ローテーション製作
なくてはいけない
課題で全体像を把握
・施削、研削の各工
させる
程を学ばせている
・企業の負担は将来
・全体の理解が大事
への投資
だと認識
・デュアルで若い市
民を育てるのが伝統

訪問先企業名

基
本
認
識
・
方
針
等

INDEX社

MANN+HUNMEL社

・若い人が将来就く
部署での仕事に
合った養成を3～3.5
デュアルシステ
年という短期でやる
ムのメリット
ことができる
・働き振りを観察で
きるという長所

・この工場で必要とす
ることを教えることが
できる
・訓練過程で素質が
見抜ける

デュアルシステ
ムの改善点・課
題

・当社に空席がない
場合、一年間他に誘
導することがあるが
本人の意思は尊重す
る
・BAのエンジニアが
不足

その他

＊＊＊

・BAの学生が昨年新
・配属１年目に一週 横浜で実習経験
間寝泊合宿
・ドイツには兵役・社
会福祉の義務

注：＊＊＊～当該項目については聴取していないことを表す
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LEWA社

BOSCH社

・将来のための投
資、いろいろ体験さ
せ全体像を掴ませる
こと
・目的としては、単に
合格するのではな
く、PREIS（IHKが表
彰する）をもらうよう
努力することが求め
られる

・Workshop内に
Jugent Co.という仮
想会社をつくり、社
内各工場からの注
文を処理。生産計
画、生産、販売する
・訓練コストの一部
回収と、訓練生にも
緊張感
・生徒も本当におカ
ネが稼げるので真
剣に取り組む

BAの長所：①早期
に養成でき、企業帰
・熟練世代からの技
属意識を涵養②理
能承継の問題はある
論と実践のリンク③
が、デュアルシステ ・国民経済の一部
企業に必要とされる
ムで対応できている ・多能工化養成の重
職業で人を教育でき
・ドイツ機械工業の成 要な手段
る。④専門的、個人
功は訓練生とエンジ
的、社会的、方法論
ニアが支える
的な勉強という要素
が備わった学習
・「職業学校は、企業
が必要としていること
を教えるべきだ。」と
いう批判
・おカネがかかる（機
・学校のほうは「企業
械+給料+訓練場ス
は口を出しすぎる」と
ペース代）
批判
・沢山の法律・規格
・中堅はしっかり養成
を充たす必要
しているが大企業は ・大企業は制度の縮 ・労組との契約によ
十分に要請していな 小を訴えている
る縛り
い
・個人的にはコスト
・大企業によるタダ乗
を下げる必要実感
り問題（大きな工場を
・国際競争力上ハン
建設するとき人手不
デといえなくもない
足が生じる。中小が
が皆やっていること
育てた専門工を給料
アップによりかき集め
てしまう。）
・若い人に将来的な
約束することが社会
的課題
・訓練生を養成しな
・150人いる訓練生 ・訓練生だけで社内
い企業にはペナル
のうち100人が表彰 受注の会社を運営
ティとして負担金を課
される仕組み
させている
す制度がある
・製作課題を与え続
ける
・親に見させる

４．バーデン・ビュルテンベルク州概要
(1).概要
人口

10,601 千人

面積

35,752km2、

人口密度

294 人/km2、

州都

シュツットガルト市（人口 588 千人）

(2).州の特徴
ドイツ有数の経済拠点、輸出量最多州、ダイムラー、ボッシュ、ポルシェ、アウ
ディ、SAP,IBM のほか数百に及ぶ中小企業、
大学：９、応用科学大学：37、教育協調大学：12、研究施設 130 箇所
（以上、ドイツ外務省ドイツ事情、Berufsakdemie Stuttgart HP より）

(3).州の中核産業
「バーデン＝ビュルテンベルク州はドイツ自動車産業の心臓部（中核地域）であ
る。
」
自動車組立産業の売上高 680 億ユーロ、うち 60%が輸出,400 千人が約 1,700 事業
所で働く。
自動車部品のサプライヤーも集積が進み、ZF グループ、マーレ、ベール、ゲト
ラーグ、フロインデンベルグ、エーベルシュペーヒャー、マン・フンメルなど国
際的に名声を得ている。
（以上、auto world second issue 2007（Magazine of Germany automotive supply
industry VDA）

(4).州の産業と大学の連携
大学には自動車産業に絞ったコースが設けられている。シュツットガルト大学に
は自動車とエンジン技術のコースがあり、このほか、エスリンゲン、ヴァインガ
ルテン、オッフェンブルグ、ウルム、カールスルーヘの各大学にある。ウルム大
にはビークル・エレクトロニクスコースが、ハイルブロン大には自動車と鉄道工
学がある。ロイトリンゲン大とプフォルツハイム大には自動車インテリアデザイ
ンコース、輸送デザインコースがある。
（以上、auto world second issue 2007（Magazine of Germany automotive supply
industry VDA）
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５．ドイツの大学地図のサイト
http://www.studieren.de/universities-germany-map.0.html
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６．国際教育標準分類

ISCFED1997 について

レベル 0

就業前教育

レベル 1

読・書・算数の初歩的、体系的な見習期間。義務教育の始まり。

レベル 2

生涯学習の基礎となる、技能を履修、義務教育の終わり、課目毎に専
門の教師が担当する。
2A：

直接レベル 3A または 3B に進み、将来的に大学への進学を予定するコ
ース。

2B：

直接レベル 3C に進むコース。

2C：

終了後、直接労働市場に進むことを予定するコース。

レベル 3

入学のためには最低条件としての入学資格が必要。
3A：

直接レベル 5A に進むコース。

3B：

直接レベル 5B に進むコース。

3C：

直接レベル 5A や 5B には進まず、就職するか、レベル 4 に進むか、ほ
かのレベル 3 に進むコース。

レベル 4

入学には、内容、年齢、期間の定めがある。大学には該当しない。
4A：

レベル 5 に入学するための準備をするコース。

4B：

レベル 5 に進まず、就職するコース。

レベル 5

入学資格の事前獲得が必要。
大学教育の第一段階（研究資格には直接には結びつかないレベル）。
5A：

歴史、哲学、数学など理論的な研究のための準備コース。

5B：

医学、歯学、建築などのように高度の技術を要する専門職への途を拓
くコース。

レベル 6

大学教育の第二段階で、上級の資格取得が可能。学位論文、学術論文
の提出が必要。
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工学系学科に関する分類(ISCED1997)
Engineering

and

：工学、製図、機械、金属加工、電気、

engineering trades

電子、通信、エネルギーと化学、自動車修

（工学）

Engineering
（工学）

Manufacturing

理
and

：食品加工、織物、布、はきもの、皮革、

processing

材料（木、紙、プラスチック、ガラス等）
、

（製造業）
Architecture

鉱業と掘削
and

building

：建設・都市工学など

（建築関係）
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