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[要約] 

第１章 日本の機械工業企業が抱える人材問題 
1.1 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。 
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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 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 
2.1 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。 
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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。 

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 世界的にみた技術者教育の現状分析 
3.1 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
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では当州を含め９つの地域にある。 

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。 

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。 
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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。 

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 デュアルシステム導入の必要性検証 
4.1 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。 
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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。 

 
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
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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 我が国における実用性検討 
5.1 「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。 
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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
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。 
 世の中にどのような職業があるのか 

 生徒の適性にあった職業は何か 

 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 

 必要となる学習内容や訓練内容はどのようなものか 

 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 

 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、 
 将来の進路に適合した教育（職業のための教育）への転換 

 実習・体験重視型教育の重視（学術価値と職業価値の同位尊重） 

 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） 

 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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