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わが国経済は､中長期的に見て出生率低下による高齢化や人口減少、グローバリゼー
ションの進展と国際競争の激化、エネルギー・環境制約の増大など､厳しい経済環境に
直面しております。最近（2012)の IMD 国際競争力ランキングでは、日本の中長期的な
競争力低下が顕著であることが示され、総合順位は 59 カ国・地域中 27 位となっており、
競争力の回復は危急の課題であります。
わが国が国際競争力を回復し､経済成長を成し遂げるためには､イノベーションによ
る新事業が持続的に創出される基盤を構築し､技術やビジネスモデルの革新を通じて、
経済の活性化を図ることが必要条件の一つと考えられ、それらを担う研究開発人材や､
新たなビジネスチャンスを事業化し､社会経済に貢献する人材の育成が何よりも求めら
れ､産業界にとっても重要な問題であります。しかし現実には 、製造業の競争力を決定
する理数系の技術者・研究者の育成は多くの課題を抱えているのが現状です。
最近わが国の若手研究者の能力低下が企業で問題となっておりますが、これが理数系
能力の低下によって引き起こされていることは､様々なデータで明らかとなっていま
す。
このような状況の中で、「理数系グローバル人材育成・教育に関する調査専門部会」で
は、平成２３年度から､製造業（機械工業）において理数系能力の低下とコミュニケー
ション能力の低下によってもたらされる問題を明確化すると共に、これによる企業のコ
スト負担を評価し、費用便益的な視点をもとに､理数系教育のシステム設計を行う研究
を始めました。
本報告書は､同調査専門部会の平成２４年度の調査・活動成果を取りまとめたもので、
関係各位のご参考になれば幸甚と考えております。
本年度の活動を取りまとめるに当たり、ご尽力、ご支援を賜った部会長の西村和雄・
京都大学経済研究所特任教授並びに委員各位、（一社）日本機械学会、国際教育学会、
モノづくり日本会議/日刊工業新聞社、シンポジウムにご参加頂いた国内外の先生方を
始め、本調査活動にご協力を頂いた多くの方々に深甚の謝意を表します。
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一般社団法人
会
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要 約 編
第１章 要約：本事業の問題意識と実施概要
１. 本事業の背景
日本経済を牽引してきた製造業を取り巻く環境は、新興国の躍進やグローバル市場
での競争激化など昨今ますます厳しさを増している。これらの壁を乗り越え、グロー
バルなビジネス展開を担っていく次世代の理系人材を確保、育成していくことは、国
際競争力を高める上で喫緊の課題である。しかしながら、現実には製造業の競争力を
決定する理数系技術者の確保・育成は以下のとおり多くの問題を抱えている。
例えば、文部科学省等の調査でも、小学校の算数問題の正答率が有名国立大生で９
割、有名私立大生で 66%という結果で、同じ問題の中国の大学生の正答率は 100%で
あった。また別の調査では、高校の理数系科目、特に物理の履修率は 1970 年から 1994
年にかけて、93.8%から 10%台まで低下（FNS 調査）と製造業の基盤となる若手研
究者の理数系能力の低下は危機的状況にあり、さらに組織内での活動を円滑に進める
ための基本的モラルまでも含めた就業者のコミュニケーション能力の低下も重大な
問題である。
昨年度の「グローバル人材育成・教育に関する国際交流」事業を通じて、年々社員
の基礎的学力が低下してきているという企業の実態や、高校・大学レベルの学習内容
を新入社員に対して企業が再教育しているという事実が明らかにされた。
このような理数系基礎学力不足の要因として、ゆとり教育や理科教育機会の後ろ倒
しなど、初等中等教育における理数系教育や現行の入試制度、理工系大学における学
部のカリキュラムのあり方に問題があることが分かった。つまり、技術系人材の基礎
学力を高めるための教育システムの設計の重要性が改めて問われている。

２. 本事業の目的
今年度における本事業では、製造業（特に機械工業）において技術系人材の理数
系能力の低下とモラルの低下を含めたコミュニケーション能力の低下が指摘される
中、こうした問題によって生じる企業が負担するコスト、その他雇用機会の減少に伴
う機会コストを評価し、費用便益分析的な視点を基礎に、求められる理数系グローバ
ル人材の能力形成と職場におけるコミュニケーション能力などの組織内効率性向上
のための入試制度を含めた理数系教育システムのあり方を探るとともに、政府・教育
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機関等への解決へ向けた提言を行い、その実現を目指すこと最終目的とする。
また、その過程においては海外の団体、大学、研究機関などと協力しながら、理科
教育の向上について世界の研究者と共同研究及び交流を行うこととする。

３. 本事業の実施体制
本事業実施体制図
理数系グローバル人材育成・教育に関
する調査専門部会
部会長：国際教育学会
産業界

学界

日機連会員

日本機械学会、国際教育学会

調査専門部会事務局
日機連

業務部

調査研究担当
調査研究担当
（株）日鉄技術情報センター
日鉄住金総研（株）

４. 本事業の実施概要
本事業で実施した専門部会とシンポジウム、海外調査は以下のとおりである。
部会

開催日時

第１回部会

平成 24 年 7 月 6 日

主な議題
▸「平成 23 年度

海外調査報告（台湾・韓国）
」

（株）日鉄技術情報センター 参与 経済産業調査部 主
席研究員 山藤 康夫 氏
▸「高専における人材育成について」独立行政法人
国立高等専門学校機構 理事

第２回部会

平成 24 年 9 月 14 日

木谷 雅人

氏

▸「高専のモデルコアカリキュラムについて」
独立行政法人 国立高等専門学校機構 教育研究調査
室長 教授 市坪 誠 氏
▸「高等教育国際基準協会の立ち上げの経緯について」

第３回部会

平成 24 年 11 月 9 日

海外調査

平成 24 年

（韓国）

11 月 26 日～28 日

近畿大学 総合社会学部 教授
教養基礎教育部門主任

石 井

隆 之

氏

▸POSTECH（Pohang University of Science and
Technology：浦項工科大学校）韓国 慶尚北道 浦項市
鄭 教授 Prf. Yoon Hee JEONG 物理学部長、シ
カゴ大博士、電子スピン科学センター長
---8---

▸KAIST（Korea Advanced Institute of Science and
Technology：国立大学）韓国 大田広域市 儒城区

鄭教授 Prf. Hawoong Jeong,数学科のテク教授、
物理学科のアーン准教授、入学査定関係者、ICT 教
育の関係者
▸訪問者、大阪大学 教授 久保司郎氏と日鉄住金総研
山藤（但し、海外調査の文責は山藤）
▸「日本機械学会における工学教育活動について」
第４回部会

平成 24 年 12 月 7 日

大阪大学
教授 久保

大学院工学研究科
司郎

機械工学専攻

氏

▸「東工大機械系における理数系教育」
東京工業大学
第５回部会

平成 25 年 1 月 25 日

機械制御システム専攻

佐藤

勲

氏

大学院工学系研究科

機械工学専攻

特任教授

横野

泰之

氏

▸全体テーマ
「理数系基礎学力の強化とものづくり人材育成の課題」
平成２５年２月１日

▸討議テーマ
“大学学部における理科教育－製造業の将来とモノづくり
の危機”
▸「平成 24 年度

第 6 回部会

教授

▸「東京大学工学部・工学系研究科の教育プログラム」
東京大学

シンポジウ
ム

大学院理工学研究科

平成 25 年 3 月 22 日

海外調査報告（韓国）
」

（株）日鉄技術情報センター 参与 経済産業調査部 主
席研究員 山藤 康夫 氏

なお、上記シンポジウムはモノづくり日本会議／日刊工業新聞社、日本機械学会、
国際教育学会との共催により実施した。
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第２章 要約：理数系グローバル人材育成と
教育
１. 高等専門学校における人材育成と理数系教育
（１）の講師

木谷

雅人

独立行政法人
（２）の講師

市坪

独立行政法人

なお、

氏

国立高等専門学校機構
誠

理事

氏

国立高等専門学校機構

教育研究調査室長

教授

高等専門学校については以下“高専”と略称して表記する。

（１）．高専における人材育成
高専制度は 1961 年に創設され、現在の学校数は国立 51 校、公立 3 校、私立 3 校
である。高専教育の特徴は、15 歳からの一貫した技術者教育をはじめとして、実験・
実習重視の実践的専門教育、多様な背景を持つ優れた教員層、学生寮・課外活動を通
した全人教育にある。OECD やワシントンポストなどにおいて高く評価されている。
現在の国立高専が取り組んでいるテーマは「地域・産業界と連携した教育の深化」、
「国際的に活躍できる技術者の育成」、
「学科再編や新分野への展開を含む高専教育の
高度化」である。

（２）．高専のモデルカリキュラム
本テーマの背景としては、まず高等教育を巡る世界の動向がある。ユネスコ決議
(2003.11)、質保証ガイドラインの採択(2005.10、ユネスコ）、ボローニャ宣言(1999
年、EU)、ワシントンアコード(1999)、AHELO(OECD)などである。このほか、技
術者流動化の促進として IEA2009 京都や高等教育（工学）と専門家資格の合体の動
きなどが挙げられる。
モデルコアカリキュラムは、高専本科・専攻科の到達レベル(目標)を示したもので
あり、
「高専教育における中核たる教育内容の明確化」をその趣旨・目的としている。
具体的には各高専における教育課程編成の指針という位置づけである。
本モデルカリキュラムには、技術者として備えるべき能力、技術者が備えるべき
分野別の専門的能力、技術者が備えるべき分野横断的能力について具体的に挙げられ
ている。また、高専本科・専攻科の到達レベルとその例、ほかの国際基準との対応を
示している。
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このように科目ではなく、分野としての到達目標を示したこと、学生が主役であ
ることなどが挙げられている。本カリキュラム達成のための教育環境整備（案）が示
されている。
質疑では、ほとんどの高専が JABEE 認定を受けていること、物理・数学について
は３年生の段階で学習到達度試験が行われていること、高専の方向性としてミニマム
スタンダードしてのコア（すべての学生に到達させることを目標にした最低限の能力
水準や修得内容）がキーワードとなっていることなどが採り上げられた。

２. 大学における教養教育
講師 石井

隆之

近畿大学

氏
総合社会学部

一般社団法人

教授

教養基礎教育部門主任

高等教育国際基準協会代表理事

（１）．「高等教育国際基準協会の立ち上げの経緯について」講演要旨
【英語を中心とした教養教育の実態】
現在の大学における英語教育、は主としてコミュニケーションとテスト技能を重視
する方向に展開されている。現在の大学英語教育の問題点は題材の英語レベルが低い、
教員の適材適所が困難、学生の側に教養が身に付きにくいの 3 点がある。
【英語教師に求められる資質】
日本人の英語教師は、日本語と英語の橋渡しの役割が重要である。最近の英語教育
に欠けている翻訳（日英対照言語学的視点）と日本文化理解（日英比較文化的視点）
を強調すべきである。このことを通じて学生にとっての教養が身に付く。
【大学における 3 つの教育】
大学における教育は、教養教育・技能教育・専門教育の 3 つに大別される。現在の
大学英語教育は、技能教育偏重ではないかと思われる。英語教育のあるべき姿は、技
能教育を中心とするも、教養教育への発展的側面と専門教育の橋渡し的側面が、車の
両輪のごとく備わっていることである。
【教養教育とは何か】
教養教育は、一般に基礎教育と共通教育に大別されることがある。基礎教育とは、
専門教育につながる通時的な教育、いわば縦の教育で、共通教育とは、各分野共通の
共時的な教育、いわば横の教育である。
このほかに教養教育には、第三軸として知性教育が必要である。知性教育とは、人
間が持つ知的興味を充足させる教育で、科学や文化・政治や経済・芸術や音楽などい
ろいろなジャンルで面白い事象や奥深い側面を学ぶこと、いわば雑学的教育のことで
ある。この雑学的教育は、大学の英語教育において最も広範囲で効率的に行うことが
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できると思われる。英語を共通項として、色々な分野のテキストを選べるからである。
現在の英語教育においては、教養教育のこの部分が欠けていると思われる。

（２）．本講演に関する質疑応答などでみられた議論
【教養教育のあり方】
日本語教育、日本文化・歴史等の教育も大事なのに、それら無しに英語教育に目が
向いてしまっていると感じる。また全員が完璧な英語教育を受ける必要性にも疑問が
ある。英語より先に日本語・日本について学ぶというのは大切であると思う。
昔は必修科目が多かったから、苦手科目でも必死に勉強しなくてはならなかった。
しかし、今は必修が少なくなり、それが学力低下の一因にもなっている。
東大は教養学部が残っているが、他はほぼ廃止された。現在教養学部を復活させよ
うという動きも出てきている。
【英語教育のあり方】
英語教育に欠けているのは「３つの文」、文化・文学・文法。英語教育に携わって
いる人たちの専門をみると、英語教育専攻の人がほとんど。文学や言語学専攻の人が
一緒になって議論する機会が少ない。
英語は大学ではなくて外部で学ぶという方向になっている。英語を自在に使用でき
るようになるのは非常に困難だという前提の下、英語教育を行っていかなくてはなら
ない。
【英語以外の語学教育】
英語力は最低限必要だが、今は韓国語・中国語などの方が重要な場合もある。ある
人は英語、ある人は英語の次に中国語、というようにやっていく方が良くないだろう
か。また、英語だけでなく仏語、韓国語などのエキスパートを育成していく必要があ
るのでは。中国語、韓国語を教育する意味はスペシャリストを育てることにある。
【語学教育の前提と求められる人材像】
ただ、前提として技術力がなければどんなに語学に優れていても海外で相手にされ
ない。経団連など財界の提言などで「コミュニケーション能力の高い人材」や「個性
的」などがキーワードとなって出てくる。しかし、企業が本当に求めるのは「創造性」
や「外国人と対等に渡り合える」ということ。

３. 日本機械学会における工学教育活動
講師 久保

司郎

氏
大阪大学

大学院工学研究科

機械工学専攻

教授

（１）．「日本機械学会における工学教育活動について」講演要旨
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【日本機械学会における工学教育活動を担う組織の変遷】
・工学教育センター（2003 年度～2005 年度）
・能力開発促進機構（2006 年度～2008 年度）
・イノベーションセンター（2009 年度～現在）
【イノベーションセンターの主な活動】
・技術者教育委員会
機械系技術者の能力開発・継続教育や萌芽的な事業の検討
・人材活躍・中小企業支援事業委員会
中小企業支援や教育現場などにおける会員シニア活躍の場の検討
・JABEE 事業委員会
技術者教育プログラムの認定審査支援、関連する本会事業の推進
・技術者資格事業委員会
計算力学技術者・機械状態監視診断の認証・認定
・研究協力事業委員会
技術開発などの研究協力事業や受託事業など産官学との連携推進
・技術ロードマップ委員会
学会ロードマップ作成・更新や今後取り組むべきテーマの抽出・提案
【イノベーションセンター以外の工学教育活動】
・若手技術者向け講習会・特別講演会の実施。
・小中高向けに、見学会・工作教室・製作コンテストを実施。
・JSME テキストシリーズ・機械工学便覧・ハンドブック等の発刊・販売。
【イノベーションセンターの工学教育活動の位置づけ】
学生向けとしては、学会の講習会や JABEE への協力を通じて貢献したい。計算
力学試験や機械状態監視資格は学生よりも若手や中堅でのニーズが強い。シニア
人材の派遣を通じた企業や大学での教育支援・技術支援も引き続き推進する。

（２）．「大阪大学での理系教育プログラム」についての講演要旨
【大阪大学工学部機械系の理系教育プログラム】
①学科：定員は 120 名。1992 年には、文部科学省の大綱が変わり、カリキュラムが大
幅に削減された。1998 年というのは大学院重点化や大学の独立法人化の影響を受け
た頃。卒業に必要な単位数も更に減らされた。
②専門基礎教育科目、一般教育科目の中の数学・力学・物理学科目
数学：必修 14 単位であったものが 1985 年に 10 単位に減少。
力学：文部科学省の大綱変更に伴い 1992 年には必修 4 単位から必修 2 単位+選択 2
単位に減らされたものの、1998 年には再び必修に戻っている。 (力学以外
の)物理学は 1967 年時点では必修 10 単位+選択 2 単位の 12 単位であったが、
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今ではその半分の必修 6 単位となっている。
③専門教育科目の中の数学・力学科目
数学の単位数は不変、1985 年に必修から選択に変わった。
力学は、現在は必修に戻ったが、現在と 1967 年以前とは中身が随分と異なる。
④卒業に要する単位数
1962 年・67 年には 200 単位弱必要、85 年には 175 単位に減少。更に 1992 年に、
145 単位に減少。1998 年には 134 単位となった。
⑤割り当て年
1992 年までは基礎的な教育にかける時間が 1.5 年あったが、1 年に減少。
⑥1 単位基本時間数
元々：1 単位あたり 1 時間(2 単位の科目であれば 2 時間)の講義を 15 週分履修。
現在：1 単位あたり 50 分、1992 年には同 45 分に減少。1 コマあたり単位数は 2
単位で、かつては 2 単位に 2 時間の講義時間、今では 1.5 時間。卒業までに
必要な単位数が 3 分の 2 に減少。
【専門基礎教育科目、一般教育科目の中の数学・力学・物理学科目担当教員の状況】
以前、教養学部に数学・力学・物理学を教える専門の教員がいた。
現在、「その科目の専門ではない人」が教えるようになってしまった。
【最近の学生について】
最近の工学部学生の特徴について数学担当の教員に質問した。学生の上位 3 分の 1
の層の質は変わらないが、下の方のレベルは相当落ちているとのこと。最近の学生は
基本的な概念を嫌い、問題の解法パターンを覚えたり、公式に当てはめたりしたがる。

（３）．本講演に関する質疑応答などでみられた議論
【JABEE 採用の現状と問題】
JABEE を採用する大学は増えたものの、更新のタイミングで更新をしない大学も増
えてきている。2012 年度はやや盛り返した印象。旧帝大で JABEE を採用していないと
ころもある。東南アジアの大学では JABEE が当たり前になってきている中、東南アジ
アの学生が日本の大学に留学した際に JABEE の認定を得られないので自国に帰国後不
利益を被るのではないか、という問題も考えられる。
【JABEE の位置づけ】
JABEE を導入した場合、
「きちんと教育内容を評価して、改善していく」ということ
を報告しなければならない。JABEE は「学習の成果を確保できる教育プロセスか」を
チェックしている。大学の教育の質を企業に保証するものという位置づけである。
【平成初期の大綱の変更】
本来、平成初期の大綱変更は「学生に教えるレベルを下げる」のではなく、「大学
のカリキュラムを自由化する」ことを目指していた。最低ラインからあまり単位数を
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増やすと良くないという風潮があり、最低レベルに合わせることになってしまった。
【機械工学の人気】
機械工学もかつては人気があったが、今は「勉強内容が厳しく卒業するのが難しい」
ということで人気が前に比べ下がっている。科目が他の学科に比べ多いのに加え、実
験や製図も必要なため体力もかかると言われている。結局、履修内容が厳しくてもつ
いて来ることができるような、学力が上の層と、人気のない学部・学科にしか進学で
きない学力の低い層の二極化が進む。

４. 大学における工学教育活動
講師

佐藤

勲

氏

東京工業大学

大学院理工学研究科

機械制御システム専攻

教授

（１）．「東工大機械系における理数系教育」講演要旨
【東工大の教育体系】
1 年次から少しずつ専門的な教育を織り交ぜ、学年が上がるに従って専門的な学習
量が増えていく、「くさび形教育」を行っている。
【機械系の理工系基礎科目】
全学共通の基礎科目。但し、類ごとに履修する科目が「チューニング」されている。
例えば、機械系では物理学 A(力学)、化学熱力学、生物学などは履修不要。逆に、図
学などは機械系や建築系に特徴的な科目で、図学的なセンスを 1 年次から磨く。
【機械系の 1 年次専門科目・F ゼミ科目】
1 年次の専門科目では静力学、質点の動力学、剛体の動力学など、物理の中の「力
学」の分野を、実験をふまえ現実の「物」と繋げながら学習する。この授業は機械系
専門の教員が担当する。
F ゼミ科目の具体的な内容は機械工学リテラシーで、実際に「物」を加工してみる、
工作をしてみる、科学技術者倫理を学ぶ、といったことを行っている。これも、通年
の科目だ。
グループワークでディスカッションの訓練をさせたり、グループ間で競争させたり
して教えている。このような教育について、日本工学教育協会から表彰を受けた。
【機械知能システム学科の専門科目】
特に 4 力学を講義～演習～実験と連続して行っていることが機械知能システム学科
の特徴。学生の立場からすると、講義で学んだことをすぐに実験や演習で確かめるこ
とができる。一度にまとめて学習できるものの、朝 10 時 30 分から 16 時 30 分までの
長時間にわたる授業は、講師にとっても学生にとっても負担がかかる、という一面も
ある。
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【機械知能システム学科の創成科目】
創成科目では、アイデアを学生に出させ、コンセプト作りから設計・加工・組立を
経て、実際に機械システムが形になるまでを学ばせている。3 年次から 1 学期半かけ
て学ぶ科目で、夜中まで学校に残って作業を進めるほど没頭している。
【学生の意識】
学問が進歩するにつれ、学生が学ばなければならない内容も拡大している。一方で、
最近の学生は「自分が何のために学ぶのか」という意識が希薄化していて、工夫して
教えなければなかなかモチベーションが維持できない。
【数学入試の長時間化】
11 年度までは入試の数学の時間が 2 時間であったが、12 年度入試から 3 時間に戻
した。

（２）．「東京大学工学部・工学系研究科の教育プログラム」講演要旨
講師

横野

泰之

氏

東京大学

大学院工学系研究科

機械工学専攻

特任教授

【工学部の理念と概要】
工学部の理念は「4 半世紀を見据えた教育と研究」。学生数は学部(3 年生・4 年生)、
修士ともに 1 学年 1,000 人ほど。博士は計 1,200 で、内 4 割が留学生。
【理科Ⅰ類(学部前期課程)のカリキュラム】
・数学は微分・積分・解析学を中心に学習。
・物質科学は力学・電磁気学・熱力学・構造化学・物性化学。
・成績順に進路が決まるため、自分の進みたい学科がある学生は熱心に勉強する。
・2 年次の夏に進路が決定するため、2 年次の冬学期からは専攻に関連する講義や
実験が徐々に始まっていく。
【工学部(学部後期課程)のカリキュラム】
・3 年次で 4 力学・設計・製図・プログラミングを学ぶ。機械工学関連の実験も行
う。
・4 年次になると、各研究室で卒業論文を進めて行く。
【大学院工学系研究科(修士課程・博士課程)】
・工学部卒業生の大半は大学院へ進学する。大学院への入学試験は必須。試験科目
は数学・英語(TOEFL)・機械工学。
【創造力のある人材の育成】
新しいイノベーションを生み出せるような創造力のある人材の育成は、学部や修士
課程だけでは難しい。
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【期待する人材像とその育成策】
学生には、博士課程まで進み、「問題の把握・調査能力・深い洞察力に支えられた
創造力と問題解決能力を習得した博士人材」となることを期待したい。大学だけでは、
社会の要請に応える教育を行うことは難しいので、産学連携のうえ人材育成に努めて
いる。
大学は、企業がどのような人材を求めているか把握すべき。一方で、企業の方々に
も現在の大学や学生の状況をご理解いただきたい。会社の経営陣の方が学生だった頃
と現在では状況が全く異なっている。現システムの保守や継承が目標なのでは、若者
にとっての働きがいがなくなる。

（３）．両講演に関する質疑応答などでみられた議論
【2 次元の図面を書く機会】
・当社の技術者で、2 次元の図面が書けないという者が多い。
・確かに、CAD を使った作業がメインなので、2 次元での図面を書く機会は少ないか
もしれない。
【集中力発揮の期間があること】
・修士・博士で何を身につけるかということについてだが、重要なのは、
「集中力を
発揮して取り組んだ期間があるか」ということだと思う。
・基礎的な数学・物理でも良いし、電磁気学・熱力学のような上位の科目でも良い
が、基本的な原理を集中してしっかり押さえておけば、そこからの応用がきく。
【勉強することに対するインセンティブの低下】
・大学で学ぶこと、勉強をがんばることに対するインセンティブが低下しているよ
うに思う。
【「機械」に夢を抱くような環境づくりを】
・航空宇宙関係は昔も人気があった。学生は「どの分野に夢があるか」ということ
に敏感なように思う。戦後は、軍事製品のような機械へのあこがれがあって、機
械工学の人気も高かった。学生がまた「機械」に夢を抱くような環境を機械学会
はつくっていくべきだ。
【今の機械工学と４力学】
・東大の大学の教員で 4 力学のどれかを専門に行っている方はほとんどいない。あ
る程度近い分野を研究している教員が学生に教えている。

今の機械工学は「4

力学」で分類することが難しい。
【覚えるより考える】
・「覚え込むよりも考える方が良い」
、つまり「忘れない・応用がきくという点でイ
ンセンティブがある」、ということを学生に気付かせる機会を与えてほしい。
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【物理と物事を考える力の修養機会・インセティブ】
・物理という学問は本質をつかまえてしまえば、覚えることが少なく、ある意味楽
な学問。企業としては、公式を覚え込んでいる学生を採用したいわけではない。
効率的に「物事を考える力」を身に付けた学生に期待している。大学側には、学
生に物事を考える練習をする機会とモチベーションを与えてほしい。

第３章 要約：海外調査
海外における入試制度を介した高校・大学間の接続の問題や入学後の学生に対する一般教養
としての理数系教育システムの制度設計の考え方とその運用について、韓国の代表的工学系大
学である POSTECH と KAIST に訪問し、ヒアリング調査を行った。

１. KAIST
アジアランク

第 10 位(2012-13、タイムズ・ハイヤー・エデュケイション)

沿革

・1971 年韓国初の政府資金による科学技術分野専門の大学院として
創立。特別法による科学工学教育研究に特化。

運営主体・組織

特別法のお陰で、自律的に柔軟に学術教育体系を整備できた。４学
部 16 学科から、６学部、19 学科へと再編。定員も内部で決められ
る。

学生・院生数

学部生 3,586 名、大学院生 4,631 名(2008.2 現在)

英語教育

・入学予定学生を対象に 4 週間実施する英語教育プログラム。
・寮合宿で 1 ヶ月間英語の集中訓練。
・外国人学生メンター指定運営。
・全ての新入生向け授業を英語で行う。2010 年までには KAIST の
ほぼ全ての大学授業は英語で行われる予定。

学業専念体制

・学科優等教学金、成績優秀奨学金、学科選抜奨学金、家庭事情困
難奨学金、公費奨学金、学生自治団体幹部奨学金、勤労奨学金

授業料制度の改

・GPA の成績が悪い生徒には授業料の一部か全部を徴求。GPA が
2.0 以下の場合毎年全額を、2.0~2.99 の場合は一部を徴求。GPA3.0
以上であれば全額奨学金を受け取れる。学生の 66%が受給中。

正
人格とリーダー
シップ教育

・“Culture Activities (CAs)”(文化研修)と“Leadership Mileage”が
2007 年から学部生に提供。人格／リーダーシップコースに出席す
ると一定のマイレージが与えられる。

ニューメディア ・Self Learning online のほか、 E-Learning・Active Learning が
“ Education
ある。 Personalized Learning では“student to professor” 、
3.0 Program”
“student to student” の双方向で Teaching assistant を交え
ながら討論しあう。
二重学位

・海外の有名大学との学術的交流を促進するために、KAIST では二
重学位プログラムを採用。大学の卒業要件を満たす学生には、双
方の大学から学位を取得できるようになった。主専攻の他に最低
でも副専攻分として 18 単位が必要である。
---18---

数学・科学教育
(Bridge
Program)

・入学前に実際の大学の授業を事前に受講することで、入学後、一
般物理学、微積分、一般的な化学等の正規科目を充実させていけ
るように支援。開設科目は大学数学、大学物理、大学化学の 3 科
目、各 3 単位建ての講座で合格者が自由に選択受講、
（物理と数学
は講義のほかに実習あり）。授業動画コンテンツを制作し、オンラ
インで提供。HP にアクセスして受講。履修科目は、自由選択科
目として単位と成績がそのまま認められる。

「物理をきちんと受けてきた人」向けと「物理を
入学者の物理の ・基礎コースには、
軽く受けてきた人」向け、更に「途中から受ける人向け」の各コ
履修レベルと
ースが用意されている。一番易しい講義について来ることができ
その対応方法
ない学生には、Bridge Program を入学前にオンラインで提供し、
高校で当然やるべきことを大学入学前に事前学習させている。
KAIST オリジナ
ル の Subject
No.

・Subject No の３桁の頭が“１”のものは１年生向け、“２”は２
年生向けという割り当て。数字が大きくなると大学院生との共通
No.になる。学部生が院生向けの Subject No を受けると、院に行
った時の単位にカウントされる。年度毎に毎年内容が見直される。

インターンシッ ・国内：①4 週間以上、②6 週間以上、③9 週間以上の 3 コースあり。
プ
・海外：①9 週間以上、②14 週間以上。条件次第で卒業研究の代わ
りにすることができる。
入学選考制度

【一次選考】
：志願者が提出した書類を総合評価して、創造性面接対
象者（書類評価優秀者）と人格面接対象者を選抜する。
【二次選考】
：上記合格者に対して下記 2 種の面接(※)をし、学生選
考委員会で書一次二次の評価結果を勘案の上、最終合格者を選抜。
※創造性面接：カイスターインタビュー（面接+グループモード討議）
※人格面接：カイスターインタビュー（面接+グループモード討議）+
探求力面接（個人面接）
（以上をまとめると、面接は数学面接＋個人面接＋グループ面接となる）

２. POSTECH
アジアランク

第 5 位(2012-13、タイムズ・ハイヤー・エデュケイション)

沿革

1986 年、浦項工科大学として慶尚北道浦項市に私立大学として開
校。＊POSTECH は KAIST を範として作られた大学であるため、
KAIST と似ているところは多い(KAIST にて聴取)。

運営主体・組織

当初はポスコ附属製鉄学院が運営、現在は学校法人浦項工科大学校
が運営。学部は科学系 4 科、工学系 7 科。一般大学院 6 学科 7 学
部 5 大学院,特化大学院(情報通信大学院,鉄鋼大学院,海洋大学院)。

産学研協同体制

浦項産業科学技術研究院 RIST (Research Institute of Industrial
Sci. & Tech.)は、キャンパス内に立地。鉄鋼会社 POSCO のほか、
機械・電子工業団地があり、活発な協力関係を維持。

学生・院生数

学部生 1,414 名、大学院生 1,870 名(2012.4 現在)

英語教育

英語講義比率:学部 22.3%（2007 年）→40%(2010 年)→50%(2020
年)

ノーベル賞受賞

・教授：学部学生比率＝1:5.2 人～OECD 加盟国平均 1:14.7 人に比
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の夢実現策

べ「はるかに低い」レベル。
・学生 1 人当り年間教育投資額 7,300 万ウォン余り(授業料の 13 倍)。
・教授平均講義時間＝4 時間／週。
・国内大学最初の学部生全員対象の入学査定管による選抜制度。
・SCI 級国際学術誌に博士学位論文掲載を義務化。

学業専念体制

授業料の約 50%を奨学金として学生に還元“破格な勉学支援制度”
例．大統領科学奨学生、校費奨学生、コンテスト奨学金、海外有名
大学サマーセッション奨学金、海外研究プログラム奨学金、海外
インターンシップ奨学金、学部生研究プログラム奨学金等々

全員寄宿舎生活

キャンパス内に全員入居可能な寄宿舎完備（ネット環境整備）

研究参加制度

学生が教授の受託課題研究に参加し、理論の応用過程を体験。

ニューメディア

多様なニューメディア教育システム（ネット環境等整備）

複数専攻の推奨

多元化社会の学問の幅を拡げられる専攻選択システム

物理教育

物理教育は１年生全員必修、講義と実習をセット化。

入学者の物理の
履修レベルと
その判定方法

・①物理Ⅰ（基礎レベル）、②物理Ⅱ（上級レベル）、③大学レベル
の３つのうち、①は物理を“好きじゃない”学生のコースで生命
工学やコンピュータ専攻向け、他は②以上でないと授業が困難。
・入試の学力面接(口頭試問)＋入学後のプレースメントテストで把
握。

卒業時のグロー
バルスタンダ
ードの確保

客観的なものはないが、数学と物理は意識してこのレベルを判断。
そのため、物理の講義後、週 2 回大講堂でデモをやり、週１回問
題を解かせる実習をおこなう。TA がチューター室で指導する。

インターンシッ
プ

国際理工系学生インターン交流協議会 IAESTE と協力してプログラ
ムを提供。

入学選考制度

・ステップ１．書類選考（学校生活記録簿、自己紹介書、教師の意見
書、証拠書類）→入学査定官による入学委員会で審査。1 段階選抜
・ステップ２．面接評価（人物評価面接 15 分＋専攻適性評価面接 15
分＋学力面接 15 分）→3 回計 45 分の面接を総合して最終合否判定。
・学力面接：数学を基本として物理・化学・生物から一つ選択
（以上をまとめると、面接は人物面接＋適性面接＋学力面接となる）

応募状況と合格

願書受付約 2000 名→書類選考約 900 名→面接選考約 300 名
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第４章 要約：シンポジウム
１. シンポジウム開催概要
・日 時：平成 25 年 2 月 1 日（金） 13:00～17:30
・場 所：機械振興会館 Ｂ２ホール（東京都港区芝公園 3-5-8）
・主

催：一般社団法人日本機械工業連合会

・共

催：モノづくり日本会議／日刊工業新聞社、日本機械学会、国際教育学会

２. シンポジウム次第
・主催者挨拶

伊藤

源嗣

一般社団法人日本機械工業連合会

会長

・来賓挨拶

・講

渡邉

宏

経済産業省

大臣官房審議官

布村

幸彦

文部科学省

初等中等教育局長

(製造産業局担当)

演
福田 秀樹

神戸大学 学長

伊藤 源嗣

一般社団法人日本機械工業連合会 会長

理系漫画家はやのん はやのん理系漫画制作室 代表
Edward Krubasik 元シーメンス副社長、元欧州電子機械工業会会長
・報

告
西村 和雄 京都大学経済研究所 特任教授 国際教育学会会長
「日本の大学入学者選抜」について
・パネルディスカッション
モデレーター 八木
匡 同志社大学経済学部 教授
パネリスト
阿部孝 三菱重工業(株) 代表取締役 常務執行役員
大森 不二雄
首都大学東京 大学教育センター 教授
理系漫画家はやのん はやのん理系漫画制作室 代表
渡辺康之
(株)I H I 顧問
・総
括
西村 和雄
京都大学経済研究所 特任教授

---21---

３. シンポジウム要旨
（１）．講演要旨：福田 秀樹氏
（神戸大学 学長）
●神戸大学のグローバル人材育成
競争の激しいグローバル社会で判断・決断していかなければならないリーダーにと
って、「経営が分かること」・「技術が分かること」が必要だ。
【神戸大学の考えるグローバル人材】
①語学力・コミュニケーション能力
②主体性・積極性、チャレンジ精神、協調性・柔軟性、責任感・使命感
③異文化に対する理解と日本人としてのアイデンティティを備えた人材である。こ
のような基本的な資質に加え、「問題解決型」ではなく「問題発掘型」のリーダーシ
ップを発揮できる、グローバルな視野を備えた人材がグローバルリーダーにふさわし
いと考える。
【神戸大学の教育の特徴】
神戸大学の教育の特徴は統合性と国際性にある。研究に関して、学術拠点を志向し
た研修憲章を設け、連携・融合が生み出す新学術領域などの高度な専門性のある研究
を行っている(=統合性)。
教育に関しては、教育理念を設け国際的に卓越した教育を行うこととしており、世
界トップクラスの教育機関となることを目指している(=国際性)。
【統合性の事例】
一昨年に開設した神戸大学統合研究拠点では、分子レベルから宇宙レベルまでの幅
広い分野において 10 個のプロジェクトを進めている。
2007 年に自然科学研究科を改組して理学・工学・農学・海事科学の 4 研究科と自
然科学系先端融合研究環を設置した。
【国際性の事例】
①オックスフォード大学との連携(文学部)、②キャンパス・アジアプログラム(経済
経営研究所)、③ASEAN 諸国との連携・協働による次世代医学・保健学グローバルリー
ダーの育成(医学・保健学研究科)がある。
【神戸大学の教員のグローバル化】
神戸大学では 2009 年 9 月から毎年 15 名の若手教員(40 歳前後)を海外に約 1 年間
派遣するという取り組みを始めている。
【「このような人材では困る」というタイプ】
1 つ目は「石橋をたたく」タイプの技術者・研究者だ。
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2 つ目は「文献研究者」タイプの技術者・研究者だ。
3 つ目は「困難な道を選ばない」技術者・研究者だ。
【技術者・研究者の育成方針】
理系学力の低下や大学教育と企業のニーズのミスマッチが問題視されているとい
うことだが、そのような問題を解決していくために、大学と企業の連携・コミュニケ
ーション強化のうえ、一体となって技術者・研究者を育成していきたいと考えている。

（２）．講演要旨：伊藤源嗣氏
(一般社団法人日本機械工業連合会

会長・株式会社ＩＨＩ

相談役)

●機械系製造業の技術経営上の問題と人材育成
本日これから述べる内容は、私個人としての考えである。
【わが国の製造業が直面する課題】
近年、国際社会における日本の製造業の著しい成長力・競争力の低下が重大問題に
なっている。国際競争力の低下・国内雇用の減少・中小企業の衰退が進む中、日本の
製造業は深刻な衰退の危機に直面している。国家の長期的な経済戦略としては資本収
支や金融収支に頼る戦略は採るべきではないと考える。
【製造業の再生策】
製造業を再生するにはまず、商品特性の差別化のため、グローバルな地域別・所得
階層別に徹底的に需要を分析する必要がある。日本の製造業の将来を切り開くために
は、「グローバルに通用する人材」・「イノベーションを実現できる人材」が必要だと
考える。
【技術者の能力強化の方向】
技術者としての基本的なレベルを確保するために、強化すべきことの 1 つ目は大学
での専門教育に対応する数学の水準と数学的思考能力。2 つ目は物理・化学・生物の
専門知識の修得。3 つ目は、工学の専門知識である。最後に、自分なりに論理的に考
え文章で表現する能力や、自分と異なる考えに対する理解力の強化も必要である。
【製造業が求める技術系人材】
若手社員の問題として、数学の基礎学力、物理・化学・生物の学力不足、工学の専
門学力(機械系でいえば 4 力学)の不足があげられる。加えて、覚え込むのではなく論
理的に考えて行く力や問題を自分で見つけ解決していく力が不足している。
【優秀な新入社員が確保できない理由】
IHI という会社に対して大学や学生がもつイメージと、当社が採用したい人材像の
間にミスマッチがあり、電気・化学・制御関係の優秀な学生の応募が少ない。また、
AO 入試や無試験による大学院進学等により、専門的な学力を有する応募者が不足し
ている可能性がある。
IHI としては、強電・冶金・鋳造に強い学生を採用したいと考えているものの、大
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学のカリキュラムとしては弱電・非鉄・バイオ等に力点がおかれ、強電・冶金・鋳造
は先細り。選択制でも構わないので、
「企業が重点的に履修してほしいと考える科目」
と「企業に応募する学生が実際に履修した科目」を一致させてほしい。
【製造業から理数教育への問題提起】
小・中・高校の理数教育において、「本質を理解させる」・「本質を理解すればおも
しろいということを分からせる」ことで改善していく必要がある。
【製造業から小・中・高校理数教育への要望・問題提起】
小・中・高校における理数教育については、第一に理数教育の内容を強化していた
だきたい。高校の理科は物理・化学・生物の学習を必須、もしくは理系クラス必須と
すべきだ。さらに、高校での理数学科の授業時間の延長と取得必要単位数の増加、公
立高校への理数英才クラス導入、SSH を持続的で全校的な科学英才高校とするとい
った取り組みも検討してほしい。
【製造業が大学(工学部)の教育に求めるもの】
製造業として、大学の理科教育に求めることは、①自ら自主的に考えさせる教育・
実践体得型教育、②課題解決能力(原因分析やロジカルシンキング、実行力を含む)の
習得と強化、③機械工学基礎知識・基礎的な専門学力(4 力学や材料における「鉄」に
ついてなど)の習得、④英語力・コミュニケーション力・ディベート能力などの表現
力、⑤基礎学力に裏打ちされた深い洞察力・学会活動や研究発表を通じた人間関係力
の涵養、⑥女子学生の人数増加・製造業への就職希望者増加へのはたらきかけ、であ
る。
【企業として取り組む／強化すること】
新入社員への基礎・専門研修はもちろん、入社 3～5 年の若手社員研修、部課長ク
ラスのフォローアップ研修も行っていきたい。また、女性技術者の獲得について、ま
ずは「量」つまり採用数を増加させたい。
【大学(工学部)教育充実・相互理解深化のための産業界からのポジティブアクション(私案)】
企業からの大学教育へのコスト面でのサポートとして、寄付講座の拡大・強化、奨
学金制度の拡充をあげたい。企業と大学の相互理解を深めるため、企業の若手マネー
ジャークラスと大学の若手教員の人事交流や、インターンシップ制度の拡大にも努め
たい。

（３）．講演要旨：理系漫画家はやのん氏
(はやのん理系漫画制作室

代表)

【理工系の「おもしろさ」を伝えることが仕事】
漫画を用いて理工系の「おもしろさ」を伝えることを仕事としている。理工系のお
もしろさを伝えることで、理工系に進む学生が増えればと思う。
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【「理系漫画家」という職業】
大学理学部物理学科を卒業後、イラストの仕事をしようと上京。軽い気持ちで足を
運んだ子供の科学編集部にて、「物理学科出身のイラストレーター」という肩書が目
を引いたのかすぐにイラストの仕事で生計を立てられるようになる。
【「理系漫画家」としての経歴】
2005 年には、世界物理年の事務局の取材をした縁で、世界物理年のイメージキャ
ラクターデザインと物理チャレンジ(高校生向けの物理のコンテスト)のポスターを担
当。2007 年には応用物理学会の 75 周年イベントに出演。日刊工業新聞で連載中の「キ
ラリ研究開発」は、最先端の科学を紹介するコーナーで、今現在の仕事の中核。
「キラリ研究開発」は理工系の魅力を紹介する漫画である。私は、物理学科出身の
ため物理は得意。また、これまで仕事をいただく機会が多かった天文学や地学も得意。
一方で苦手意識のあった化学は勉強し直し、未履修だった生物も一から勉強した。
【「理系漫画家」としてのミッションと活動内容】
全く知らないことを学ぶのは大変ではあるが、「知らないことが分かっておもしろ
い」という驚きの 1 つ 1 つを、読者に伝えていけるチャンスでもあると思う。
新聞や雑誌での連載に加え、最近では大学・研究機関によるサイエンスアウトリー
チで漫画を描くという仕事が増えている。一般市民向けに研究内容を紹介するポスタ
ーのイラストを描いたり、今回のような講演の機会をいただいたり、一般の方向けの
サイエンスカフェで科学・理工系の世界を紹介したりしている。
【「理系漫画家」として活動する理由】
「理系漫画家」として活動しているが、その理由は、「理工系の『おもしろさ』を
知ることで、理工系を好きになってほしい」からだ。漫画家として「知る」機会を多
く設けることで、理工系への興味のスイッチが入るきっかけとなればと思う。「理工
系のおもしろさ」はあり過ぎて困るほど多くある。これからも、さらに多くの「理工
系のおもしろさ」を伝えていきたい。
【理系研究者や学生にみられる問題点】
これまで研究者や学生を取材してきた中で、文章力やコミュニケーション力に問題
を抱える学生が多いこと、研究を行ううえで理系には英語が欠かせないにも関わらず
英語が苦手という学生が多いことに気づいた。
【今後の新たな目標】
理系の学生の表現力やコミュニケーション力を向上させる教育に携われればと思
い、言語教育学の修士課程に進み、正確さ・論理性を重視する英語ライティングを学
ぶことにした。世界中どこでも好きな場所で創造力を発揮できる、表現力・コミュニ
ケーション力豊かな理工系学生を育てる、というのが今後の新たな目標の一つだ。
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（４）．講演要旨：Edward Krubasik 氏
(元シーメンス副社長・元欧州電子機械工業会会長)
●技術系人材の育成～ドイツ産業界における取り組み～
日本・ドイツの産業界は人口動態の問題や若手の理系離れなど共通の問題を抱えて
いる。私は原子核物理学の博士号を取得しているが、修士課程では経営学を専攻した。
【ドイツ製造業における技術系人材の推移】
2011 年におけるドイツの電気業界の雇用者数は約 1,474 千人で、そのうち 169
千人が技術系人材である。
【ドイツ製造業における技術系人材の能力不足】
ドイツでは、正式に就職する前に 3 年程度、「職業訓練生」として企業で働く期
間がある。この制度をデュアルシステム1という。
例えば、金属業・電気機械業では、職業訓練生の人数が企業の募集に対して足りず
．．．
5 千ほどのポストが余っているのである。また、技術系人材の能力不足について機械
工業企業 500 社に調査したところ、73％の企業が「能力不足を感じている」と回答し
た。特に、中堅・中小企業で能力不足をあげる企業が多くみられた。
【MINT と MINTec】
次に、技術系人材の能力不足解消に向けたドイツの取り組み事例を紹介する。ドイ
ツの工学教育では「MINT」が重要とされている。MINT とは、Mathematics(数学) 、
Information Technology (情報技術)、Natural Science(自然科学)、 Technology(技術)
の略である。MINT の教育を学生に徹底するため、ドイツ雇用者連盟が中心となって
運営する MINTec という組織を立ち上げた。
MINTec は大学入学資格(アビトゥーア)を取得できる学校（ギムナジウム）を対象
としている。学校・企業・研究機関が連携のうえ、MINT の分野における人材育成と
学習レベルの向上を目指す。
【工学部学生の増加】
IT バブル崩壊に伴い 2000 年代前半には工学部入学者の人数が減ったものの、
2006 年以降は機械工学・電気工学・建築工学・情報工学全ての学科において入学者
が増えている。
これは、ドイツの製造業界が「経済危機に直面しているが仕事は保証する」と積極
的にアピールしたためである。したがって、IT バブル崩壊時に進んだ「工学部離れ」
をリーマンショック時には防ぐことができた。
1

デュアルシステム；ドイツでは、日本の中学校に相当する課程を修了した青少年は、デュアルシステ
ムと呼ばれる職業訓練を受ける。これは、実践的なことを民間企業などの実際の職場で習い、理論的
なことを職業学校で習うという、実践と理論(2 つのこと=デュアル)を同時に学ぶ制度で、ギムナジウ
ムなどの他の全日制学校に通っていない青少年に法的に義務付けられている。期間は 3 年程度で、実
技と理論（学科）の両面で修了資格試験が行われる。
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【ドイツ企業・産業界の取り組み】
ドイツの製造業界には、金属産業経営者連盟(Gesamtmetall)、ドイツ電気電子工
業協会(ZVEI)、ドイツ機械工業連盟(VDMA)の主に 3 つの経営団体がある。各 3 団体
は、優秀な技術者の獲得、学生・技術者・社員教育の充実、職業訓練の改善、生涯教
育の充実、女性や海外労働者の活用などを目指し、一体となって人材育成を行ってい
る。特に重視したいのは、海外労働者の活用及び女性技術者の活用である。
【金属産業経営者連盟(Gesamtmetall)の THINK ING プロジェクト】
「THINK ING」とは、Thinking(考える) と Ingenieur(ドイツ語のエンジニア)を
かけた言葉で、工学知識の強化、学校での MINT 教育サポート、大学中退者の数を
減らす、MINT を学ぶ女性の増加を活動目的としている。
【理系教員へのはたらきかけ】
技術系人材を育成していくうえで、理系教員への働きかけも重要である。Science
．．．．．
on Stage は、
「科学を教えることの強化」を目的として設立され、2003 年に NPO と
して認定された。前述の THINK ING がスポンサーとなっている。
欧州全体に拡大しており、欧州 27 カ国で 4 万人の教員が利用している。したがっ
て、Science on Stage 経由で、ドイツはもちろん欧州全体の教壇から「教えるアイデ
ア」が得られる。
【MINTec による中等教育機関の理数教育普及・向上策】
MINTec は MINT 教育の普及・向上を主な活動目的とする連盟だが、中等教育にお
ける理数教育を向上させる、つまり中等教育機関を「経済と科学のわかる人材の養成
所」とするために次のような課題をあげている。
①研究・就業双方のためにまずは理数系学生を獲得する
②中等教育・大学・研究所・企業が連携する新しいネットワークを創設する
③MINT を教える教員の OJT を強化する
等々
【幼稚園・初等教育・中等教育の強化】
子どもに科学への興味をもってもらうには、直接働きかけることが大切だ。金属産
業経営者連盟(Gesamtmetall)は、幼稚園から中等教育レベルの年齢の子どもに技術職
の仕事内容を知ってもらうため、9 台の大型バスの中で「移動する展示会」を行って
いる。
【終わりに】
若手人材への教育強化はもちろん重要だが、理数系教員の教育スキル・モチベーシ
ョンの強化も同時に行っていく必要がある。若い方々や女性に理工系に興味を抱かせ
るには、幼少期から科学技術に対する知的好奇心を刺激することが有効である。中等
教育に入ってからは、MINT を重視した学習と並行して、職業訓練などにより技術に
直接触れる機会を与えるべきだ。優秀な技術系人材を獲得し育成していくには、技術
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そのものの魅力に加え、
「知る・つくる楽しさ」を伝えて行く必要がある。

４. 報告要旨
西村和雄氏（京都大学 経済研究所 特任教授）
●「大学入試制度の多様化に関する比較分析」について
【問題意識】
現在の私の専門は経済だが、元々は理系の学部出身である。経済には数学の知識も
ある程度必要なため、理系出身というバックグラウンドが役に立っているように思う。
「分数ができない大学生」を出版したのは 1999 年だが、1990 年頃から既に教育につ
いて発信をしてきた。日本の教育方針が学力低下を招くような望ましくない方向に進
みつつあり、危機感を感じた。
今回発表する内容も、近年問題視されている「理系離れ」
・
「物理離れ」に歯止めを
かけるきっかけになればと思う。
【分析結果】
文系・理系の所得水準を比較すると、文系出身者の平均所得が 551.5 万円、理系出
身者が同 636.7 万円(総平均は 551.6 万円)という結果になった。また、理系出身者の
得意科目別平均所得を見ると、生物が 549 万円、化学が 620 万円に比べ、物理が 681
万円となった。
2012 年 11 月にベネッセが発表したデータによると、
「AO 入試で大学に入学した学
生の高校 3 年間における学習時間」は 1 日 1 時間未満である。
一般入試を受けて大学に入学した就業者の平均所得が 470 万円であったのに対し、
AO・推薦入試により入学した就業者の平均所得は 394 万円であった。
本年度のテーマは「大学における理数教育」であるが、大学の入口である入学者選
抜と就業後の所得にはこのような関係があることをもって報告としたい。

５. パネルディスカッション要旨
（１）．本日の講演・報告に対する感想・意見
【阿部孝氏】
本シンポジウムのテーマである理系人材の育成は、当社においても経営の根幹に
ある問題だと認識している。本日の講演・報告をお聞きする限り、問題の認識は各社・
各機関である程度共通化されており、後はお互いに協力して解決していくだけだとい
う印象を受けた。
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【大森不ニ雄氏】
今の学生は高校でも勉強していない。特に、高校の成績中位層の勉強時間が減少し
ている。また、学ぶことに対する興味すら失いつつあるように見える。したがって、
学生が基礎を学習していないうえに、放っておいたらまずもって勉強しない以上、大
学側がしっかり学生を教育する必要がある。
大学側も教育改善のために様々な取り組みを行っている。但し、そのような大学側
からの働きかけを吸収できる意欲・基礎・基本が学生に備わっていないということに
問題があるのではないかと考える
【はやのん氏】
私の取材する限りでは優秀な学生もまだまだ多く、「学力」の問題はそれほど心配
すべきことではないと考えている。一方で、自分なりに考えること・判断力・創造性
といったことは学校で教えることは難しく、ある意味「学校教育の弱点」にあたると
思う。
講演や報告で「文系では…、理系では…」という話があったが、これからは両方の
力が必要だ。限られた時間で幅広く学ぶ・教えるためには、教育学や心理学といった
専門家の方の助けを借りるのも 1 つの方法だと思う。
【渡辺康之氏】
IHI の経営理念は、「技術をもって社会の発展に貢献」、「人材こそが最大かつ唯一
の財産」である。本シンポジウムで言われているような、若手技術者の能力不足・子
どもたちの学力低下というのは、当社の経営理念と照らし合わせても、非常に重大な
問題と認識している。

（２）．大学の入学者選抜の変化に対する企業の認識
【モデレーター八木匡氏】
大学の入学者選抜が変わってきたことで、企業としてどのような変化があったと認
識されているか教えていただきたい。もし、トップ企業において技術者の能力が低下
しているのであれば、その他の企業においては更に低下しているという可能性も指摘
でき、非常に問題は深刻と考える。
【阿部孝氏】
技術者の能力低下や入試形態による影響を客観的なデータを取って証明するのは
なかなか難しいが、社内で行ったテストと上司へのヒアリング結果を紹介したい。
当社の技術職への就職を希望する学生に協力を得て、数学・物理のテストを行った。
業者の話では、平均点は差ほど悪くないということだった。但し、数学の最低点を取
った方が 1 名だったのに対し、物理の最低点 0 点を取った方は 3 名いた。物理が 0 点
の学生はどうなのかという疑問もあり、採用のあり方も考え直さなければいけないと
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思う。
次に、設計部門の部長の会議で、「若手技術者と働くうえでどのような問題がある
か」ヒアリングしたところによると、若手技術者は検図が出来ないという意見があっ
た。若手技術者は視野が狭く、図面から「お客様がどのように使うか」という使い勝
手や「実際に作りやすいか」ということを想像することが不得意。その他にも、様々
な問題点が指摘された。
若手技術者の能力不足の問題をカバーするため、当社では相当なボリューム・種類
の社内教育を行っている。
【渡辺康之氏】
現在の若手技術者についての職場アンケートを実施した。その結果、現在の若手技
術者について、本質を知ろうとしない、原因の追及ができない、4 力学などの基礎知
識がない、結果をうのみにし考察力が弱い、課題の設定・解決能力がない、論理的に
考えない、自ら勉強し知識を向上させようという意欲がない、といった問題点が挙げ
られた。
基礎知識の不足もさることながら、課題の設定・解決能力や論理的思考力が不足し
ていることは日本のモノづくりにとってより深刻な問題だ。
現場に出す前に新入社員の知識不足を補うための研修(4 力学・材料・制御など)を
毎年実施している。
今の若手技術者に、本質を理解する力、主体的・積極的に考える力、論理的に考え
る力が欠けているためと思われるが、学んだことの定着化が出来ていない。

（３）．「今の若い人」と理系教育
【モデレーター八木匡氏】
はやのんさんは、小・中・高・大学と様々なフェーズの「これから勉強を始める」
人向けに科学を紹介するという、ある意味、科学と教育のインターフェースのような
お仕事をされている。そのようなご経験から、「今の若い人と理系教育」についてご
意見をいただきたい。
【はやのん氏】
私が描く漫画の読者は小学生から大学生くらいの年齢の方が多く、取材先は大学の
研究室が多い。私が取材に行く先というのは、「おもしろい研究・技術に携わってい
るところ」なので、当然ながらそこにいる学生は意欲があり輝いている。
取材とは別に大学の講義に出ることや、集中講義で大学生向けに私が授業を行うこ
ともあるが、今の大学生は授業中ずっと黙っていて積極的に発言しない。但し、何も
考えていないのではなく、授業が終わってから質問・意見を述べに来る。授業中に発
言してはいけない、何か粗相があってはいけないと思っているきらいがあるようだが、
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こういった傾向が改善すればより活発な授業が行われると思う。
最近、教科書の内容が減っていると聞いた。したがって、
「学生の学力が下がった」
のではなく、「勉強させてもらえなくなった」だけなのではないかと思う。世間では
「理科離れ」
・
「物理離れ」などと言われているようだが、個人的にはこの表現には違
和感がある。
学生にとってはその時その時で与えられる教育内容が全てで、与えられたものを吸
収していくだけだ。勉強させてもらえていない、そもそも「くっつかせて」もらえて
いないにも関わらず、「離れた」などと批判しては学生が可哀そうだ
優秀な学生がいなくなったのではなく、学問が進歩し多様性が生まれたことで進路
としての選択肢が広がり、優秀な学生が分散している可能性を指摘したい。

（３）．教育制度と学力
【モデレーター八木匡氏】
これまでの議論の中で若手技術者の理系学力低下問題や、大学の入試制度の変化、
理系の学問にふれるきっかけの減少などの指摘があった。いずれも教育制度と密接な
関わりがある。教育制度と学力について、大森先生から一言お願いしたい。
【大森不ニ雄氏】
今の日本では「大学入試における競争の圧力」が低下しているように思う。かつ
て多かった「地頭が良いので企業に入ってからトレーニングすれば良い」大学生は今
となっては減っており、「入学時の学力が中位・低位の学生」を大学教育で変えてい
かなければならない。
大学は教育に力を入れているものの、なかなか学生に響かない。その理由は、「学
ぶことのインセンティブ」が低下しているからだと思う。
今では入試形態が多様化し、学力に関係なく大学に入学できるようになってしまっ
た。
採用にあたって大学の成績をチェックしないというのは、日本の特徴で海外先進国
ではある意味非常識なこと。例えばイギリスでは「学士の学位」といっても 4 段階あ
り、上 2 つに入っていなければ良い企業には就職できない。
学生が企業の理想や大学教育に追い付いてくるにはモチベーションと基礎学力が
必要だ。基礎学力にしろ、ソフトスキルにしろ、「大学で学ぶインセンティブ」をも
たせるシステムの構築が必要と考える。

（４）．大学入試の多様化
【モデレーター八木匡氏】
1980 年代後半から 90 年代前半において入学試験の多様化が進められ、私立大学を
中心に AO 入試を採用する大学の数と各大学が AO 入試で選抜する比率もともに増え、
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指定校推薦の枠も拡大した。
一方で AO 入試や指定校推薦には落とし穴があるというのが西村先生からの報告だ。
入試形態が多様化されてきたが、入試形態の在り方を根本的に見直すべき時期なのか
もしれない。
次に、学力試験を経験していない学生が入社してきたことでどのような変化があっ
たかお聞かせいただきたい。
【阿部孝氏】
多様性を重視するのは良いことだと思うが、一方で学力不足・能力不足という問
題が起きているのも事実。企業が求める技術者像は、当社の場合、「新興国のハング
リーなライバルに勝てる人材」がほしい。そのようなライバルに勝つためにはソフト
スキル・ハードスキルどちらも必要なので、採用時に面接に加え入社試験のような学
力を客観的に見るプロセスを取り入れるべきかもしれない。
【渡辺康之氏】
理系技術者は、コツコツ勉強を積み重ねていく必要がある。幅広く入試科目を勉
強することで様々な学問に触れることができるし、論理的思考能力も身に着く。また、
大学入試までの限られた時間でたくさんの勉強をしなければならないので、本質を見
抜く力も身に着く。したがって、入試形態の多様化は理系技術者には馴染まない。
「学
習への動機付け」などの点において、入試における学力考査に代わるものを見つける
のは難しい。
【大森不ニ雄氏】
入試科目の減少、学力考査を課さない入試形態で、大学に入ってからの学習や研
究に必要な「基礎学力」が担保できるのか、ということに疑問を持っている。
入学時点での基礎学力の不足や、入学後の学力低下に対応するためには、大学で再
度学生を教育し直す必要がある。そして、大学卒業までに必要な基礎学力を担保する
ために、「カリキュラムの標準化」や「各分野で身につけておくべき最低水準のテス
トを行う」というのも 1 つの方法だと思う。
大学の成績が「可」や「不可」ばかりという学生は、勉強不足というだけではなく、
「大学生活に適応できていない」或いは「大学生活を享受できていない」という場合
が多い。
FD については、熱心な教員とそうではない教員がいるのも事実。大学教員自体の
マインドを変えて行くには、経済界・産業界から大学側に強く要望を伝えていただく
ことが効果的と考える。
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（５）．総括・質疑応答
１）．総括
【モデレーター八木匡氏】
日本の競争力を回復していくうえで、技術系人材の育成が急務。企業の入口である
大学で、学生に「学ぶインセンティブ」を与えるように大学・企業が連携していく必
要がある。

２）．質疑応答：理系女性増加策
Q.企業の方々から、多様性の観点から女性技術者の採用に力を入れたいというお話があ
ったが、大学も同様で女子学生を増やしたいと考えている。理系に進む女性が増える
にはどうすればよいか。（大阪大学

久保司郎氏）

A.私自身も理系出身の女子「リケジョ」なので、理系にもっと女性が増えてほし
いと思っている。そのために、Rikejo という雑誌に漫画を描き、理系で女性が楽
しく研究・勤務できるということをアピールしている。やはり、「理工系は男子
のもの」という先入観が女性の間で強いように思う。但し、理系女子を増やす取
り組みもまだまだ途中の段階で、もう少したってから効果が出始めるのではない
かと思う。(はやのん)
A.当社の女性技術者から、
「女性技術者のロールモデルが見えない」、
「技術者に女
性が少なく孤立感を感じる」という意見があった。当社としても女性技術者の採
用には力を入れたいと考えているが、そのためにはまず企業の現場を変えて行く
必要があると思う。(阿部)
A.革新的な新商品を生み出すためにはアイデアが必要で、そのアイデアを生み出
すには多様な人材のコラボレーションが必要だと思う。人材の融合という点で女
性技術者の果たす役割は非常に大きい。女性ならではの知識・感性を基にした革
新的な新商品が世に出て行ってほしいと思う。(八木)
A.日本の製造業において優秀な労働者が減っているという問題意識が本シンポジ
ウムの発端だ。優秀な労働者を増やしていくために、女性技術者の活躍に期待し
たい。企業が女性技術者の採用に力を入れるのに加え、女性が現場に復帰しやす
い環境の整備、例えば女性技術者向けの中途採用枠を増やすというような取り組
みも必要だと思う。
また、個人的な印象だが女子学生は男子学生より一生懸命真面目に勉強する。
理工系学部に進学する女性を増やすということは、ゆくゆくは優秀な女性技術者
の育成につながるだろう。 (西村)
A.女性技術者が結婚や出産を機に職場を離れてしまう、というのは「日本の正規
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雇用の在り方」の問題だ。女性技術者だけではなく、ポスドクや博士課程出身者
も含め、新卒以外の優秀な人材をうまく活用していくべきだ。 (大森)

第５章．要約まとめ～理数系基礎学力の強化とものづくり人材育成
の課題

平成 25 年度の部会においても、前年度同様、数多くの意見や指摘、提案など
がみられた。ここでは部会で発表された講演内容や部会での議論、シンポジウム
での発表内容等について、それぞれを「現状認識と問題点」、「問題の背景」、「要
望・期待」、
「対策」、
「対策の論拠」、
「本年度事業の総括」に分けて整理している。
なお、最後の「本年度事業の総括」は、今年度事業で行われた議論全体のまとめ
と位置づけられるものである。

（１）．現状認識と問題点
大学等の教育機関サイドにも、また、企業サイドにも様々な問題点がみられる。
機械工学もかつては人気があったが、今では「勉強内容が厳しく卒業するのが難
しい」ということから、機械工学の人気が以前に比べて下がっているとの指摘も
ある。

(学力低下と若手技術者の能力不足)
・児童・生徒、学生の学力低下の問題や若手技術者の能力不足の問題は、非常に
重大な問題として認識されている。

(若手技術者の問題)
・今の若手技術者の問題は、本質を理解する力をはじめとして、主体的・積極的
に考える力や論理的に考える力が欠けており、学んだことの定着化が出来てい
ないことにある。
・若手技術者には例えば「本質を知ろうとしない」、
「原因の追及ができない」、
「4
力学などの基礎知識がない」、
「結果をうのみにし考察力が弱い」、
「課題の設定・
解決能力がない」、「論理的に考えない」、「自ら勉強し知識を向上させようとい
う意欲がない」といった問題点がみられる。

(新入社員や若手技術者の不足を補う研修・社内教育)
・企業では採用した社員を現場に出す前に、新入社員の能力不足・知識不足を補
うことを目的に、相当なボリューム・種類の社内教育を行っているところがあ
る。

(増えない女性技術者の量)
・企業の中には女性技術者を増やそうとする動きがみられるものの、女性技術者
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はまだ増えているとはいえないのが現状である。

（２）．問題の背景
(大学の入試形態の多様化と競争圧力の低下による影響)
・今の日本では入試形態が多様化し、学力不足・能力不足という問題が起きてい
る。この背景には「大学入試における競争圧力」の低下があるとみられる。

(学力低下と必修科目の減による影響)
・今は必修科目が少なくなり、入試形態も多様化している。このような環境変化
が学力低下の背景にあると考えられる。

(大学教育に求められる学力中・低位学生への対応)
・今の大学は、
「入学時の学力が中位・低位の学生」を如何に大学教育で変えてい
かという課題に直面している。

(学ぶインセンティブの低下)
・大学は教育に力を入れているものの、学生にはなかなか響かないのが実情であ
る。その背景には、学生の「学ぶことのインセンティブ」が低下していること
があると考えられる。

(求められるインセンティブ対策)
・学生が企業の求める人材像などに対応できるようになるには、学生側に学ぶた
めのモチベーションと基礎学力が必要になる。
「大学で学ぶ上でのインセンティ
ブ」を持たせるような教育システムの構築が必要である。

（３）．要望・期待
(機械に夢を抱ける環境整備を)
・学生の機械離れを食い止めるためには、学生がまた「機械」に夢を抱くような
社会環境や企業環境を整えていく必要がある。

(企業が求める人材)
・企業が求める技術者像は、
「創造性」などのソフトスキルや卓越した技術のハー
ドスキルを備え、
「外国人と対等に渡り合える」人材や「新興国のハングリーな
ライバルに打ち勝てる人材」である。

(物事を考える練習機会とモチベーションを)
・企業としては効率的に「物事を考える力」を身に付けた学生に期待している。
大学側には、学生に物事を考える練習をする機会とモチベーションを与えてほ
しい。

(企業ニーズに合う科目設定を)
・企業の立場からみると、選択制か必修かは問わず、
「企業が重点的に履修して欲
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しいと考える科目」と「企業に応募する学生が実際に履修した科目」が一致す
ることが望ましい。

(技術者の強化に必要なこと)
・技術者としての基本的なレベルを確保するために、大学での専門教育に対応す
る数学の水準と数学的思考能力、物理・化学・生物の専門知識の修得、工学の
専門知識の強化が必要である。このほかには自分なりに論理的に考え、文章で
表現する能力や、自分と異なる考えに対する理解力の強化も必要である。

(製造業として、大学の理科教育に求めること)
・製造業として、大学の理科教育に求めることは、以下の６つである。
①自ら自主的に考えさせる教育・実践体得型教育、
②課題解決能力(原因分析やロジカルシンキング、実行力を含む)の習得と強化、
③機械工学基礎知識・基礎的な専門学力(4 力学や材料における「鉄」につい
てなど)の習得、
④英語力・コミュニケーション力・ディベート能力などの表現力、
⑤基礎学力に裏打ちされた深い洞察力・学会活動や研究発表を通じた人間関
係力の涵養、
⑥女子学生の人数増加・製造業への就職希望者増加へのはたらきかけ。

(企業の採用の在り方の見直しを)
・物理が 0 点の学生が技術者として入社している。企業は採用のあり方を見直す
必要がある。

(大学の成績にもっと留意を)
・大学の成績が「可」や「不可」ばかりという学生は、勉強不足というだけでは
なく、「大学生活に適応できていない」或いは「大学生活を享受できていない」
という場合が多い。採用にあたって企業は、大学の成績にもっと留意する必要
がある。

(小・中・高の理数教育の見直しを)
・高校の理科は物理・化学・生物の学習を必須、もしくは理系クラスは必須とす
べきである。さらに、高校での理数学科の授業時間の延長と取得必要単位数の
増加、公立高校への理数英才クラス導入、SSH2を持続的で全校的な科学英才高
校とするといった取り組みも検討してほしい。

(本質を理解させる理数教育を)
2

SSH：スーパーサイエンスハイスクールの略。
「文部科学省では、将来の国際的な科学技術関係人材
を育成するため、先進的な理数教育を実施する高等学校等を「スーパーサイエンスハイスクール」
として指定し、学習指導要領によらないカリキュラムの開発・実践や課題研究の推進、観察・実験
等を通じた体験的・問題解決的な学習等を平成 14 年度より支援しています。」文部科学省 HP から
転載。

http://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/gakkou/1309941.htm
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・小・中・高校の理数教育において、
「本質を理解させる」
、
「本質を理解すればお
もしろいということを分からせる」ことによって改善していく必要がある。

(企業が採用したい学生)
・企業としては、物理を履修した学生が必要である。しかし、ただ単に公式を覚
え込んでいるだけの学生ではなく、物理の本質を掴まえられるような学生を採
用したい。

(英語以上に日本語と日本について学ぶ機会を)
・英語以上に日本語や日本について学ぶ機会が必要である。

(英語以外の言語にも目を)
・英語力は最低限必要だが、今は韓国語・中国語などの方が重要な場合もある。
英語以外のエキスパートを育成していく必要がある。

(理系女子学生も女性技術者も増やしたい)
・大学も企業も理系女子学生や女子技術者を増やしたいと考えている。

(女性技術者増にはまず現場の変革から)
・企業では女性技術者の採用には力を入れたいと考えているが、そのためにはま
ず企業の現場を変えて行く必要がある。

(期待される理系女性の積極的な採用・登用)
・女性技術者からの声を拾うと、
「技術者に女性が少なく孤立感を感じる」、
「女性
技術者のロールモデルが見えない」という意見があったという。企業による女
性技術者の積極的な採用・登用が期待される。

（４）．対策
(大学入試の学力考査への回帰を)
・入試形態の多様化は理系技術者には馴染まない。「学ぶインセンティブがある」
などの点において優れる学力考査主体の入試制度にする。

(大学内教育の変革を)
・大学卒業までに必要な基礎学力を担保するための対策として「カリキュラムの
標準化」や「各分野で身につけておくべき最低水準のテスト」を行うことを検
討する。

(企業による採用時学力試験の導入を)
・採用時に面接に加え入社試験のような学力を客観的に見るプロセスを取り入れ
ることを検討する。

(女性技術者の採用増とロールモデルの発信を)
・女性技術者の獲得について、まずは「量」つまり採用数を増やすことを検討す
る。
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・入社した女性技術者が「孤立感」を感じないように人数を増やすとともに「女
性技術者のロールモデル」を“見える化”する努力を払う。

(企業による大学教育支援策)
・企業が大学教育を支援する方策には、企業からの寄付講座の拡大・強化や奨学
金制度の拡充、企業の若手マネージャークラスと大学の若手教員の人事交流の
推進、インターンシップ制度の拡充などがある。

（５）．対策の論拠
・大学入試は限られた時間の中でたくさんの勉強をしなければならない。この過
程で本質を見抜く力を身に着けることができる。
・大学入試を学力考査主体にすることによって、学生はそのために集中力を発揮
することになる。
・大学入試が学力考査主体になれば、学力低下などの能力不足問題への対応や学
習することへのインセンティブ対策が可能となる。
・重要なのは、学生や生徒にとって「集中力を発揮して取り組んだ期間があるか」
ということである。基本的な原理を集中してしっかり押さえておけば、そこか
らの応用がきく。
・インターンシップは、学生に企業等との接点を持たせることにより、気付きの
機会を与えるなど、学習意欲や職業意識を喚起するモチベーション対策となる。

（６）．今年度本事業の総括
今年度事業では、部会で発表された講演会をはじめとして講演会での質疑応答や意
見交換、シンポジウムでの基調講演やパネル討論などにおいて様々な意見や指摘、提
案などが議論された。そうした議論を本事業の趣旨に沿って集約したものが以下の諸
点である。
・優秀な学生を理数系に志望させるために必要とされる各種情報発信を行う。例え
ば、文理別所得などの実質的な情報から企業が求める技術者・研究者像、さらに
はキャリア展望や体験談などを含む職務・職業情報を発信することが必要である。
・理数系の優秀な学生に対しては、求人需要の安定化策を講じる。シンポジウムに
於けるドイツの事例のように、業界全体として安定した求人需要を保証するよう
な仕組みを検討すべきである。
・大学入試は学力考査に絞る。特に理系技術者には大学入試の多様化は馴染まない。
・企業は採用時に面接に加えて入社試験を行い、学力を客観的に見るプロセスを導
入する。
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・大学では基礎学力を担保するための工夫としてカリキュラムの標準化や分野毎の
最低水準のテストを行う。
これまでの専門部会やシンポジウムでの議論を振り返ると、大学入試の学力考査以
上のインセンティブ対策はないとの認識が優勢であった。その背景には①幅広く入試
科目を勉強することは様々な学問に触れることになり、論理的な思考力が養われる、
②入試という限られた時間の中で沢山勉強することによって本質を見抜く力が蓄え
られる、③学力考査の存在が若年層をして集中力を発揮して取り組む時間に浸る状態
を生む、の三点が挙げられている。
また、女性技術者の積極的採用・登用には思い切った対策が必要である。女性技術
者の現状は「女性技術者の数が少ない」、
「女性技術者は孤立しがち」
、
「目標とするよ
うなロールモデルはほとんどいない」という悪循環に陥っている。一方、大学でも企
業でも理系の女子や女性の技術者を増やそうとしている。この機に両者連携して積極
的な対策を打つべきである。
最後に、機械工業の技術者の仕事が、如何にやりがいに満ちたすばらしい仕事であ
るか、正しく理解されるようになり、さらに景気に左右されることなく業界として安
定した求人があることが広く社会に知られるようになれば、機械工業に大志を抱き、
夢と憧れを抱く若人を、男女を問わず大勢引きよせることができるのではないかと期
待される。
このような観点からも製造業において高い国際競争力を有する韓国やドイツにお
ける科学技術教育の実情や制度設計の考え方を知ることの意味は大きい。特に、今年
度のシンポジウムにおけるドイツからの報告は、産業界と大学との緊密な連携施策な
どについて窺うことができ、有意義であったと思われる。本事業においては今後も国
際交流を更に一段と進めていく必要がある。
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本

編

第１章 本事業の問題意識と実施概要
１. 本事業の背景
日本経済を牽引してきた製造業を取り巻く環境は、新興国の躍進やグローバル市場での
競争激化など昨今ますます厳しさを増している。これらの壁を乗り越え、グローバルなビ
ジネス展開を担っていく次世代の理系人材を確保、育成していくことは、国際競争力を高
める上で喫緊の課題である。しかしながら、現実には製造業の競争力を決定する理数系技
術者の確保・育成は以下のとおり多くの問題を抱えている。
例えば、文部科学省等の調査でも、小学校の算数問題の正答率が有名国立大生で９割、
有名私立大生で 66%という結果で、同じ問題の中国の大学生の正答率は 100%であった。
また別の調査では、高校の理数系科目、特に物理の履修率は 1970 年から 1994 年にかけ
て、93.8%から 10%台まで低下（FNS 調査）と製造業の基盤となる若手研究者の理数系
能力の低下は危機的状況にあり、さらに組織内での活動を円滑に進めるための基本的モラ
ルまでも含めた就業者のコミュニケーション能力の低下も重大な問題である。
昨年度の「グローバル人材育成・教育に関する国際交流」事業を通じて、年々社員の基
礎的学力が低下してきているという企業の実態や、高校・大学レベルの学習内容を新入社
員に対して企業が再教育しているという事実が明らかにされた。
このような理数系基礎学力不足の要因として、ゆとり教育や理科教育機会の後ろ倒しな
ど、初等中等教育における理数系教育や現行の入試制度、理工系大学における学部のカリ
キュラムのあり方に問題があることが分かった。つまり、技術系人材の基礎学力を高める
ための教育システムの設計の重要性が改めて問われている。

２. 本事業の目的
今年度における本事業では、製造業（特に機械工業）において技術系人材の理数
系能力の低下とモラルの低下を含めたコミュニケーション能力の低下が指摘される
中、こうした問題によって生じる企業が負担するコスト、その他雇用機会の減少に伴
う機会コストを評価し、費用便益分析的な視点を基礎に、求められる理数系グローバ
ル人材の能力形成と職場におけるコミュニケーション能力などの組織内効率性向上
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のための入試制度を含めた理数系教育システムのあり方を探るとともに、政府・教育
機関等への解決へ向けた提言を行い、その実現を目指すこと最終目的とする。
また、その過程においては海外の団体、大学、研究機関などと協力しながら、理科
教育の向上について世界の研究者と共同研究及び交流を行うこととする。

３. 本事業の実施体制
本事業の実施に当たり、一般社団法人日本機械工業連合会内に「理数系グローバル人材
育成・教育に関する調査専門部会」を設置し、平成 23 年度のテーマを「グローバル人材
育成・教育に関する国際交流」とし、副題を「理数系基礎学力の強化とモノづくり人材育
成の課題」とした。その具体的な調査研究の実施とりまとめについては日鉄住金総研株式
会社に委託してこれを行なった。
本専門部会の部会長には京都大学経済研究所特任教授

西村和雄氏が就任し、委員には

一般社団法人日本機械工業連合会 会員企業や学識経験者から 13 名（冒頭の専門部会 委
員名簿 参照）が委嘱された。報告書の執筆等については、主に日鉄住金総研株式会社山
藤、平田、國松が担当した。
本事業は、運営方法と実施内容や実施手法について、部会長を中心に事務局と委託先を
交えた事前の打ち合わせ会議を開催したり、電話や電子メール等による意見交換をしたり
して、何度か検討した上で専門部会を開催してきた。各回の講師や演題の選定のほか、海
外調査候補の選定、海外調査項目の検討、シンポジウムの構成案についての検討とその運
営形式などについても同様に部会長と事務局・委託先との間で入念に打合せが行われた。
専門部会では開催の都度、どの部会でも講師による講演の後に部会メンバーとの間で質
疑や意見交換などが行われた。また海外調査（韓国）については大阪大学久保教授と委託
先が訪問して面談調査を実施した。またシンポジウムについては

国際教育学会や日本機

械学会、モノづくり日本会議／日刊工業新聞社との共催である。シンポジウムの結果は平
成 25 年 3 月 5 日と同 3 月 29 日に日刊工業新聞に記事が掲載された。
それらを踏まえて、委託先が資料収集など追加調査を行いながら事業記録としての報告
書を作成した。
本事業実施体制図

理数系グローバル人材育成・教育に関する調
査専門部会
部会長：国際教育学会

産業界
日機連会員

学界
日本機械学会、国際教育学会

調査専門部会事務局
日機連 業務部
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調査研究担当
調査研究担当
日鉄住金総研（株）

４. 本事業の実施概要
（１）．専門部会
第１回「理数系グローバル人材育成・教育に関する調査専門部会」
[開催日]
平成 24 年 7 月 6 日
［報

告］
「平成２３年度

海外調査報告（台湾・韓国）
」

（株）日鉄技術情報センター3経済産業調査部
参与

主席研究員

山藤

康夫

氏

[配布資料]
（資料）

平成２４年度

事業計画（案）

（資料）

事業のスケジュール概要（案）

（資料）

報 告 資 料「

（資料）

理数系グローバル人材育成・教育に関する調査専門部会名簿

韓国・台湾 ：理科教育事情」

第２回「理数系グローバル人材育成・教育に関する調査専門部会」
[開催日]
平成 24 年 9 月 14 日
[講演]
「高専における人材育成について」
独立行政法人

国立高等専門学校機構

理事

木谷

雅人 氏

「高専のモデルコアカリキュラムについて」
独立行政法人

国立高等専門学校機

教育研究調査室長
市坪

誠 氏

[配布資料]
（講演資料）
「高専 50 周年 “グローバル時代のイノベーションを担う人材
育成を目指して」
（講演資料）「高専のモデルカリキュラムについて

---技術者教育の質保証

の取組---」
（資料）

第１回議事要旨

（資料） 理数系グローバル人材育成・教育に関する調査専門部会
名簿
3 現、日鉄住金総研（株）
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出席者

第３回「理数系グローバル人材育成・教育に関する調査専門部会」
[開催日時]
平成 24 年 11 月 9 日
[講演]
「高等教育国際基準協会の立ち上げの経緯について」
近畿大学 総合社会学部 教授

石 井

隆 之

氏

教養基礎教育部門主任
[配布資料]
（講演資料）
「高等教育国際基準協会の立ち上げの経緯について」
（資料）

高等教育国際基準協会の立ち上げの経緯について

（資料）

英語も話せる経済学士を養成

（資料）

中教審による教養の５要素

（資料）

一般社団法人 高等教育国際基準協会 設立趣意説明

（資料）

第２回調査専門部会 議事要録（H24.9.14）

第４回「理数系グローバル人材育成・教育に関する調査専門部会」
[開催日時]
平成 24 年 12 月 7 日
[講演]
「日本機械学会における工学教育活動について」
大阪大学 大学院工学研究科 機械工学専攻 教授 久保 司郎 氏
[配布資料]
(講演資料) 日本機械学会における工学教育活動
(資料) 講義要目（1962 年、昭和 37 年）
(資料) 履修要覧（1985 年、昭和 60 年）
(資料) 履修要覧（1992 年、平成 4 年）
(資料) 工学部教育科目履修要覧（2011 年度、平成 23 年度）
(資料) 大阪大学工学部機械系（機械工学科、機械工学科目）
理数系科目および卒業単位数の変遷
(資料) 参考 シンポジウム開催案内（案）
（資料）

第 3 回調査専門部会 議事要録（H24.11.9）

第 5 回「理数系グローバル人材育成・教育に関する調査専門部会」
[開催日時]
平成 25 年 1 月 25 日
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[講演]
「東工大機械系における理数系教育」
東京工業大学
佐藤

勲

大学院理工学研究科

機械制御システム専攻

教授

氏

[講演]
「東京大学工学部・工学系研究科の教育プログラム」
東京大学

大学院工学系研究科

横野

氏

泰之

機械工学専攻

特任教授

[配布資料]
(講演資料) 東工大機械系における理数系教育
(講演資料) 東工大機械系における理数系教育
(資料) シンポジウム出席予定者一覧
(資料) 第４回議事要旨(H24.12.7)

第６回「理数系グローバル人材育成・教育に関する調査専門部会」
[開催日時]
平成 25 年 3 月 22 日
[講演]
「平成２３年度

海外調査報告（台湾・韓国）
」

（株）日鉄技術情報センター 参与 経済産業調査部
主席研究員

山藤

康夫

氏

[配布資料]
（資料）

報 告 資 料「

（資料）

理数系グローバル人材育成・教育に関する調査専門部会名簿

(資料)

韓国教育調査」

第５回議事要旨(H25.1.25)

（２）．シンポジウム
１）．開催日等
開催日時
平成 25 年 2 月 1 日（金）
場

所
機械振興会館

主

13:00~17:30

Ｂ２ホール（東京都港区芝公園 3-5-8）

催
一般社団法人日本機械工業連合会
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共

催
一般社団法人日本機械学会
国際教育学会
モノづくり日本会議／日刊工業新聞社

２）．開催テーマ
統一テーマ：「理数系基礎学力の強化とモノづくり人材育成の課題」
ディスカッションテーマ：
“大学学部における理科教育－製造業の将来とモノ
づくりの危機”

（３）．海外調査～韓国
１）．日程
平成 24 年 11 月 26 日（月）～平成 24 年 11 月 28 日（水）

２）．訪問先
POSTECH

韓国、浦項工科大学

KAIST

韓国、韓国科学技術院
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第２章 理数系グローバル人材育成・教育
１. 高等専門学校における人材育成と理数系教育
（１）．高専における人材育成について
１）．講師
独立行政法人

国立高等専門学校機構

理事 木谷

雅人

氏

２）．講演内容
○高専制度の沿革
1961 年

高専制度創設

1962 年

国立高専 12 校開設

1972 年

国立大学工学部に３年次編入学定員設定

1972 年

長岡・豊橋の両技科大を創設

1991 年

専攻科制度創設

2004 年

国立高専が法人化

現在の学校数

国立 51 校、公立３校、私立３校

○高専教育の特徴
・15 歳からの 5 年一貫の技術者教育
・実験・実習重視の実践的な専門教育
・多様な背景を有する優れた教員
・学生寮課外活動を通した全人的教育
○高専の専攻科とは
・5 年間の本科卒業生に対してより高度な技術者教育を行う 2 年間の課程
・修了生のほとんどは学位授与機構の審査を経て学士号を取得
・企業からの高い評価、求人倍率は約 30 倍
・産業界との密接な連携（長期インターンシップ、COOP 教育、退職技術
者講師）
・JABEE による認定
○高専に対する高い評価
・国内外の教育界・産業界からの高い評価（OECD、Washington Post 等）
○活躍する高専学生
・様々な賞を受賞（Imagine Cup 準優勝等）
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○現在国立高専が取り組んでいる最重点課題
Ⅰ

地域・産業界と連携した教育の深化
・技術振興会や地域の自治体・産業界との連携の強化
・高専機構としての COOP 教育の推進
・東日本大震災からの復興への貢献

Ⅱ

国際的に活躍できる技術者の育成
・英語力・コミュニケーション能力の向上
（大学受験がないため、英語を勉強するモチベーションを持ちにくい）
・高専学生・教職員の国際的な場での活動機会の積極的提供
・高専キャンパスの国際化
・海外の技術者教育機関とのネットワーク構築
（3 週間の海外インターンシップ、留学生受け入れの推進等）

Ⅲ

学科再編や新分野への展開を含む高専教育の高度化
・学科の大括り化、学科内や学科横断型のコース制の導入
・専攻科の充実、コース制の導入
・グリーンイノベーションやライフ・イノベーションをはじめとする社
会・産業の変化に対応した融合複合分野への展開

○平成 24 年度：高専制度創設 50 周年

（２）．高専のモデルコアカリキュラムついて
１）．講師
独立行政法人

国立高等専門学校機構

教育研究調査室長

教授

２）．講演内容
○background（国際・国内の教育動向）
＊「高等教育の質」を巡る世界の動向
・ユネスコ決議(2003.11)
・質保証ガイドラインの採択（2005.10）ユネスコ／OECD
・EU ボローニャ宣言(1999)
・技術者認定

ワシントンアコード(1999)

・高等教育における学習成果の評価(AHELO) OECD
＊技術者の人材流動化の促進
・IEA2009 京都
・「高等教育（工学）」と「専門家資格」の合体
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市坪

誠

氏

（世界では両者がリンク

”ディファクト化”）

＊「高等教育の質」を巡る国内の動向
・コアカリキュラム（共通到達目標）の設定
・技術者教育に関する諸研究、会議
＊高専の教育課程

―これまでの経緯―

＊高専とは
・実践的・創造的技術者育成を行う高等教育機関
○OPEN（高専本科・専攻科の到達レベル）
＊モデルコアカリキュラム（到達目標）
・趣旨・目的：高専教育の中核たる教育内容の明確化
・位置付け：各高専における教育課程編成の指針
＊技術者として備えるべき能力
１．技術者が分野別で備えるべき基礎的能力
Ⅰ数学
Ⅱ自然科学（物理、科学、ライフサイエンス・アースサイエンス）
Ⅲ人文・社会科学（国語、英語、社会）
Ⅳ工学基礎（技術者倫理、技術史、…）
２．技術者が備えるべき分野別の専門的能力
Ⅴ分野別の専門工学（機械、材料、電気電子、情報、化学・生物、建設、建築）
Ⅵ分野別の工学実験・実習能力（機械、材料、…）
Ⅶ専門的能力の実質化（インターンシップ、PBL 教育、共同教育）
３．技術者が備えるべき分野横断的能力
Ⅷ汎用的技能（コミュニケーションスキル、合意形成、…）
Ⅸ態度・志向性（人間力）（主体性、チームワーク力、…）
Ⅹ総合的な学習体験と想像的思考力（ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ能力、…）
＊高専本科・専攻科の到達レベル
技術者が共通で備えるべき基礎的能力
技術者が共通で備えるべき分野別の専門的能力
技術者が共通で備えるべき分野横断的能力
＊到達レベル（アウトカムズ）の例
知識・記憶レベル、理解レベル、応用レベル
分析レベル、評価レベル、創造レベル
＊他の国際基準との対応
ABET 基準
JABEE(2012)基準
IEA (International Engineering Alliance) Graduate Attribute Profile
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＊学習内容と到達目標のポイント
・科目ではなく、分野としての到達目標
○COMPREHEND(到達目標の達成)
＊到達目標の達成
・学生が主役であり、教員・技術者・地域はわき役
・教員が学生に何を教えたかではなく、どこまで到達させたか
○SHARE
＊カリキュラム対応
・モデルコアカリキュラムへの対応
・カリキュラム構築
＊教育環境整備（案）
・教育効果向上
・到達目標の達成とその進化
・到達度評価／質保証
・共同教育
○まとめ
＊高専の発展（高度化／支援）
＊国際競争力のある人材育成
１．中小企業が復活
２．小・中・高・（大）が復活
３．多くの地域課題が解決
⇒国力、国際競争力の回復

（３）．質疑応答
Q．高専卒の数が少なくて企業として十分に採用することができない。また、発表のな
かで「地域」という言葉がよく使われているが、グローバル化の時代に地域にこだわ
る意味は何か。
A.高専の数については、国家戦略会議でも拡充すべきとの意見があると聞いている
たしかにこれだけ産業界からのニーズが高いのであればもっと数を増やして良
いと思うが、財政的な問題や 15 歳人口の減少もあり、地方自治体、私立校や企
業との連携というカタチで実現できると良いと考える。また「地域」という話に
ついては、高専は地域の産業と密接な連携を持っていることが特色であり、期待
もされている。しかし、今日地域の産業もグローバルな視点や展開が不可欠な時
代になっており、高専はそれを支える人材を育成しようとしている。
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Q．コアカリキュラムが実際にきちんと運用されているかの確認はどのようにするのか。
A.コアカリキュラムは試案段階であるため、運用に関する確認についてもこれから
の課題となっている。現在でも、物理・数学の２科目については３年生の段階で
学習到達度試験という統一テストを行っている。例えばこれを全教科に展開する
など何らかの評価システムを構築することはこれからの課題である。
Q．統一試験の試験結果は個人に還元されるのか。
A.全国の平均点や個人の点数は学校にも知らされる。しかしこの試験は順位付けが
目的ではないので、学校別、学生別の点数比較は重視していない。
Q.統一試験の問題作成はどのようにしたのか？
A.全て自前である。
Q.実際に統一試験の目標点数への到達度はどうなのか。
A.点数は目標値よりも低い。５割前後である。今はまだ実験段階で、「このような
ことは教えられているのか」などの意図で問題を作っているところもある。試験
問題や結果分析は HP に掲載されている。
Q.学習到達試験の結果は企業に就職する際に活用されているのか。結果をオープンにし
た方が良いのではないか。
A.３年次に行う試験なので、そのような利用はしていない。
Q.コアカリキュラムで大切にしているのは応用力や「物事の考え方」であると思うが、
統一試験についても、この観点から理解度を確認できるような工夫がされているのか。
A.統一試験の作題については、そのような工夫もしているが、共通試験であること
から限界もある。応用力などについては各高専における授業の中で指導や評価を
行うことが中心である。高専の方向性としてミニマムスタンダードしてのコア
（すべての学生に到達させることを目標にした最低限の能力水準や修得内容）と
いうものがキーワードとなっている。これはコアカリキュラムが出来たおかげで
やっと実現可能になったことであり、またコアカリキュラムを踏まえた教材開発
にも着手している。
Q.教科書は誰が開発しているのか。
A.高専教員が中心になって執筆している教科書もあるが、高校や大学の教科書を使
用する場合も多い。
Q.入学倍率はどうか。
A.今は、地域差はあるが 1.8 倍程度。志願者は減っている。しかし今年度は家庭の
経済状況の悪化を背景に増加した。中学校の進路指導で高専を勧める先生は少な
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い。先生自体が高専のことを良く知らないからだ。この部分については、小中で
実験教室を開催するなどし、アピールしている。
Q.都道府県によっては入学倍率が 1 を下回る場合もあるのか。
A.学校の立地条件などが理由で１、２県はそのようなところもある。そのために寮
を充実させようとしている。国の予算は使えないので、自前でやるしかない。
Q.偏差値のような指標があればそのトレンドはどうなっているのか。
A.創設期のトップレベルに比べると今は下がっているが、都道府県内で 2～4 番手
くらいのレベルとなっている。最近では学力・成績にはバラつきが大きくなって
いる傾向にある。
Q.JABEE による認定はどの位の高専でされているか。
A.ほとんどの高専が認定されている。
Q.モデルコアカリキュラムは到達レベルを設定するということだが、そのレベルはどの
程度か。
A.個人的な意見では、到達すべきごくごく当然のレベルだと思う。今高専を卒業し
ている学生はごく自然に達しているレベルである。ただ単位取得とレベル到達の
概念は区別している。また、モデルコアカリキュラムでは全ての高専においての
ミニマムスタンダードを定めているので、各高専は最低限のレベル以上にその高
専の特徴としてある分野に注力するという取組みが可能だ。各高専の個性を守れ
るようになっている。
Q.カリキュラムの審議過程についてはほとんどが現場スタッフによるものであるとい
うが、その中で外部の委員はどのような貢献をしたのか。
A.外部委員の介在の仕方には、コアカリキュラムの各バージョンについて①書類上
での確認及び修正意見の聴取、②委員会での確認及び修正意見の聴取、と 2 種類
ある。先進的な内容というよりは、技術者にとって基本的な知識やスキルをきち
んと記載することが求められた。
Q.基礎調査ではどのような調査を行ったか。
A.全高専の全４千名の教員に対し、現在どの科目で何を教えているのか、というア
ンケートを提出してもらった。また、全高専ではないが、多くの高専で卒業生に
対してもアンケートを行い、学生時代の勉強で役立っていることなどを調査した。
Q.これまでの高専生の強みはコミュニケーション能力のようなものだったのか、それと
も専門的能力であったのか。
A.どちらかというと企業からはコミュニケーション能力などは評価が低い。逆に専
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門性や、真面目さ、誠実さ、また実行力などについては高く評価して頂いている。

（４）．意見交換
○コアカリキュラムに対する教員の理解度
・高専の教員全員がコアカリキュラムの思想を理解しているのか疑問。日本数学会で
も同じような取組みをせざる得ない状況であるが、その際に各学校の教員に説明し理
解してもらうのはとても難しい。
・おっしゃる通りである。しかしコアカリキュラムの設計段階で多くの現場職員に関
わってもらっているので、ある程度は理解してもらえている。確かに最初は異論の声
も多かったが、実際に設計が終わってからは、むしろ今後の取組みについて前向きな
意見が多くなってきた。
○高専卒に対する社会の認知度
・高専卒の学生の実力に対する社会の認知度が低いと思う。機構として「大学」にな
ってしまうという検討はされているか。このような分かりやすいステータスや規模を
目指す事も今後必要になってくるのではないか。
・そういう意見も中にはある。ただし高専の良い点は 5 年間の一貫教育で実践的な技
術者を育成することであり、大学との差別化をむしろ強調する必要がある。専攻科に
ついてもその設置基準がなく、制度的な位置づけがあいまいなことが課題である。
○モデルコアカリキュラムに対する期待感
・モデルコアカリキュラムが教育カリキュラムとして”Well designed”なのだという設
計がされている、という期待感がある。
○分野横断的能力の育成と評価
・技術者が備えるべき分野横断的能力については、どの科目で育成しどのように評価
しようとしているのか。他の大学等もこの問題に頭を悩ませている。
・それはこれからの作業であり、各科目において嵌め込みをしていく。また、その能
力修得の評価についても検討段階であるが、例えば PISA の学習到達度評価などのモ
デルを活用していこうという案も出ている。これらはこれから５年間かけて取り組ん
でいく課題となる。
○孤立しがちな高専卒業生
・高専卒業生は優秀であるが少数派であるため、企業の中での立ち位置や横のつなが
りが薄く、孤立しがちになっている。

---52---

２. 大学における教養教育
（１）．高等教育国際基準協会の立ち上げの経緯について
講師
石井

隆之

氏

近畿大学

総合社会学部

一般社団法人

教授

教養基礎教育部門主任

高等教育国際基準協会代表理事

講演内容
0.

はじめに---漢字が教えてくれること
「教育」の「育」という漢字は「云」と「月」の 2 つに分けられ、上半分は子供が

逆さまになって生まれ落ちる姿、すなわち「正しいこと」を暗示し、下半分は肉づき
が良いこと、すなわち「強いこと」を暗示する。育てるということは「正しく・強く
すること」となる。
そして「正」という字は「一」と「止」から成り、
「一」は目標点、
「止」は足を地
にしっかり付けることを意味している。
「正」という字が成立するには、
「止」がまっ
すぐ「一」に接することが必須で、そのためには努力の質（「一」への最短の方向）
と努力の量（「一」へ接するために最大の力）の２つが重要である。努力が質・量と
もに重要であることを「正」という字は教えている。
従って、
「育」とは、
「努力（＝方法論）」を質・量ともに充実させて、目標点を「正
しく強い人を育てること」に置くことであると結論づけることができる。よって、教
育は、知識と技能を「教」えるということに加えて、この「育」の部分も看過できな
いと言ってよいだろう。
1.

教養教育の実態---英語教育を中心に

現在の大学での英語教育は、主としてコミュニケーションとテスト技能を重視する
方向に展開されている。
コミュニケーションを重視するあまり、文学や文法、さらには、教えるコンテンツ
が軽視され、会話のファンクションに焦点を当てた授業が主流となっている。
また、テスト技能の教育については、主として就職に有利とされる TOEIC のスコア
UP のための技術を教えることが重要とされている。
コミュニケーションを重視することで、大学の英会話学校化が促進され、テスト技能
に集中した授業を行うことで、大学の就職予備校化が進行していると言える。大学教
育として、これでいいのかという疑問が残る。
現在の大学英語教育の問題点は、①英語教育における題材の英語レベルが低い、②
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教員の適材適所が難しい、③学生の側に教養が身につきにくい---という 3 点が挙げら
れる。
英語レベルが低いのは、英会話を教えているからで、適材適所がうまくいかないの
は、専門が文学や言語学の先生も（恐らくは面白くない）TOEIC の講座を担当せざ
るを得ないからである。コミュニケーションと試験対策偏重では、教養が身につかな
いのも当然である。
2.

英語教師に求められる資質---「七者」
訳者・猛者・易者・侍者・聖者・役者・学者

ここで、別の視点から英語教育について考察したい。私が主張している「英語教師
に求められる七者」を示す。各資質の英語の頭文字語が teacher となっている。
訳者 translator 日本語と英語を橋渡しできる
役者 entertainer 楽しい授業ができる技術がある
易者 astrologer 学生の英語力の向上を予測できる
侍者 caretaker 学生に対し細かな指導ができる
聖者 hallow 学生の人格の陶冶の模範となる
猛者 enthusiast 教育に非常に熱心である
学者 researcher 研究に極めて熱意がある
どの資質も重要であるが、ここで「訳者」がトップに来ていることに注意したい。
私は、特に日本人の英語教師は、日本語と英語の橋渡しの役割が重要であると考えて
いる。つまり、私は、最近の英語教育に欠けている「翻訳」
（日英対照言語学的視点）
と「日本文化理解」（日英比較文化的視点）を強調すべきであると主張している。こ
のことを通じて、現代の学生に欠けているとされている「教養」が身につくと信じる
からである。
3.

大学教育における３つの教育

大学における教育は、教養教育・技能教育・専門教育の 3 つに大別される。現在の
大学英語教育は、技能教育偏重ではないかと思われる。4 技能のレベルを上げること
に加え、英語教育の教養教育的側面が極めて重要と私は考える。
英語教育の教養教育的側面の指導は、英文学を教えることにより、学生に、レベル
が高く、味わい深い英文に触れさせること、英語学の基礎を教えることにより、学生
に、英語と日本語の違いに気づかせ、文法の面白さと奥深さを体得させること、時事
英語により、学生に日本や世界の情勢を理解させること、文化論や科学、または自己
啓発関連のテキストを読ませたり聞かせたりすることにより、学生に様々な知識を身
につけさせることを通して達成できる。
更に、専門との橋渡し的に、専門分野の入門的な文書に触れさせることも重要であ
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ろう。
すなわち、コミュニケーションやテスト対策のみに終始することが、英語教育の目
標であってはならないと思われるのである。英語教育のあるべき姿は、技能教育を中
心とするも、教養教育への発展的側面と専門教育の橋渡し的側面が、車の両輪のごと
く備わっていることである。
4.

教養教育とは何か？

ここで、教養教育をもう少し掘り下げる。教養教育は、一般に基礎教育と共通教育
に大別されることがある。基礎教育とは、専門教育につながる通時的な教育、いわば
縦の教育で、共通教育とは、各分野共通の共時的な教育、いわば横の教育である。
例えば、英語教育における基礎教育とは、語彙や文法の教育で、これは文学や言語学
などの専門教育の基礎となる。共通教育とは、英語教育の分野に限らず、どの分野で
も共通に学ぶべきこと、すなわち、レポートの書き方やプレゼンの仕方、更には、道
徳・マナーといったことも含まれる。これは、通例、大学の基礎ゼミと呼ばれる授業
で行われる類のものである。
私は、教養教育には、上記の基礎教育と共通教育に加え、第三軸として知性教育が
必要であると主張している。知性教育とは、人間が持つ知的興味を充足させる教育で、
科学や文化・政治や経済・芸術や音楽などいろいろなジャンルで面白い事象や奥深い
側面を学ぶこと、いわゆる専門分野とは異なる、いわば雑学的教育のことである。
この雑学的教育は、大学の教養教育の中でも、英語教育において最も広範囲で効率的
に行うことができると思われる。英語を共通項として、色々な分野のテキストを選べ
るからである。
現在の英語教育においては、教養教育のこの部分が欠けていると思われる。学生の
知性を引き出し、十分な満足感を与える授業が少ない状況だからである。
5.

中教審が示した教養の 5 要素を集約する

中央教育審議会（中教審）が、平成 14 年 2 月 21 日に発表した「新しい時代におけ
る教養教育の在り方について」で、教養の 5 要素を述べているが、それは、次のよう
なものにまとめることができる。
第 1 要素

創造力と想像力を育てる

第 2 要素

相互理解と語学力を伸ばす

第 3 要素

論理性・倫理性と判断力を養う

第 4 要素

国語力を養い、日本人としてのアイデンティティを確立する

第 5 要素

礼儀作法を身につけ、日本の伝統文化を理解し行動する

第 1 要素と第 3 要素は「考えること」、第 2 要素と第 4 要素は「語ること」すなわ
ち「コミュニケーション」、第 5 要素は「行うこと」に関係する。つまり、
「考動」
「口
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動」「行動」の 3 つに集約できる。
更に、第 1 要素から第 4 要素までは、「言葉」に関与する。というのは、言葉はコ
ミュニケーションの手段であると同時に思考の手段でもあるからである。そして、第
5 要素は「文化」に関与するので、言葉と文化の 2 つに集約できることになる。
言葉と文化は教養の要といえるのだが、問題は具体的にどのように、これらに着目し
た教養教育を行うかである。
6.

高等教育国際基準協会の必要性と目指すもの

これまで述べた英語教育の問題点、教養教育の不完全性、中教審の抽象性など、教
養という概念に基準が見えない現状で、この問題に現場レベルで取り組む組織が存在
していないと思われることが、本協会の存在意義である。
会員は、中学校・高校・予備校・大学・大学院・企業などの縦の関係と、大学間の
横の関係、そして学会間に代表される学問間という奥行の関係の 3 次元的構成を目指
す。その構成間での総体的・相対的コミュニケーションは、これまでに類を見ないが、
これを推進する。
3 次元に渡る会員間で研究・調査を行うための専門部会を設けていく予定である。
まず、第 1 期として「言語能力国際基準研究会」を立ち上げる。研究・調査の成果と
して、第 4 次元である国に対し、提言を行うレベルを目指す。
また、本協会は、
「教育基準学会」という学会を併設し、教育基準の分野はもちろん、
文系・理系を問わず幅広い研究を奨励・推進する予定である。
7.

まとめ（新発想の重要性---教育の陰陽五行説的発想）

中国の五行説は、森羅万象が木・火・土・金・水の 5 つの元素で成立して、お互い
に関連し合っているという考え方である。すなわち、この 5 元素にそれぞれ助け合う
関係と反発する関係が存在するのである。
＜木＞
＜水＞

＜火＞

＜金＞
相生関係

＜土＞

(助け合う関係)

木は火を生ず
火は土を生ず
土は金を生ず
金は水を生ず
水は木を生ず

(木が燃える)
(燃えたら灰になる)
(土から金属が生ず)
(金属は溶ける)
(水で木が育つ)

相剋関係 (反発する関係)
木は土を剋す
土は水を剋す
水は火を剋す
火は金を剋す
金は木を剋す

(土が痩せる)
(土で水が濁る)
(水で火を消す)
(金属を溶かす)
(鋸で木を切る)

私は、教育に５つの要素があり、それは教師・教材・教授法・学生・カリキュラム
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であると考えている。そして、この５要素が、五行に配当されると発想することが、
教育の種々の問題を解決に導く糸口になるのではないかと思っている。
＜木＞
学生
＜水＞

＜火＞

教授法

カリキュラム
＜金＞

＜土＞

教材

教師

五行は「木」から始まるが、この「木」に相当するのは、学生である。学生は木の
ごとく、成長するからである。この学生を生かすのは、教授法（教え方）に他ならな
い。確かに教え方がうまければ学生は育つ。教授法は柔軟であるべきなので、「水」
のごとき存在である。
教授法を育てるのは、教材と言える。教材は内容のしっかりした力強い性質のもの
でないといけないので「金」に相当する。
教材を生かすのはもちろん教師である。教師によってどんな教材も生きてくると言
える。教師側に力量があれば、いかなる教材もうまく教えることができるからである。
そして教師は地に足がついているべきで「土」に当たる。方位で言うと「土」は中央
で、教育では教師が中心であるのは言うまでもない。
その教師を生かすのは、カリキュラムと言えよう。カリキュラムの内容により教師は
影響され、適切なカリキュラムであれば教師は生き生きと授業を行う。「火」に相当
する臓器は心臓であるが、カリキュラムはまさに教育の心臓部であると言える。
カリキュラムが生きてくるのは、学生による。学生が生かされる、つまり、教育が
成功すると、カリキュラムは生きてくる。
逆に、相剋関係も存在する。木が土を痩せさせるがごとく、学生は教師を非難する
ことがある。また、教師は教授法を非難することがある。
「そんな教え方ではだめだ」
と。更に、教授法はカリキュラムを攻撃する。独善的な教授法はカリキュラムに悪影
響を与えるわけである。カリキュラムによって教材が決まると言えるので、カリキュ
ラムが独善的であればあるほど、教材に悪影響を与える。そして、教材は学生に悪影
響を与える。教材を教えるという姿勢を貫くと学生が生き生きしないことがある。教
材「を」教えるのではなく、教材「で」教えるということが望ましいからである。
まとめると次のようになる。
教育相生関係

(プラスの可能性)

教育相剋関係 (マイナスの傾向性)
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木生火
火生土
土生金
金生水
水生木

(学生が育つとカリキュラムは成功)
(カリキュラムは教師を喜ばす)
(教師は教材を生かす)
(教材が教授法を生み出す)
(教授法により学生が育つ)

木剋土
土剋水
水剋火
火剋金
金剋木

(学生が教師を責める)
(教師は教授法を非難する)
(教授法はカリキュラムに悪影響)
(カリキュラムは教材に悪影響)
(教材は学生に悪影響)

「傾向性を反省し、可能性を追求する」教育の在り方が求められると言ってよいで
あろう。以上のようなユニークな考え方も、教養教育を考えるのに一助となるのでは
ないかと私は思っている。
これまでにない新たな考え方をも導入して、積極的に解決策・改善策を生み出して
いかないと教養教育の改革作業は進まないと考える。だからこそ、上記の陰陽五行説
的発想も取り入れることに価値があると思われる。

（２）．質疑応答
Q.国際基準教育は英語だけなのか。また、そのときの基準はどのようにしているか。
A.他の教科についても並行して研究を進めている。基準についてはボローニャ宣言
などが参考になる。
Q.現在文科省が各分野別における質保証に取り組んでいると聞いたが、具体的に何を
しようとしているのか。
・日本学術会議が文科省から依頼されて、各分野別にその学部を修了するとどのよ
うな素養が身についているのかを統一的に定めようとしている。
・カリキュラムについてではなく、その学部を卒業したら何ができるか、というよ
うな抽象的な文章で記述されるのではないか。また、達成度の確認については別問題
として取り扱っている。
・イギリスをモデルにしているが、日本のものはさらに抽象的。Can-Do リストの
ようなものを作成する。
A.近畿大学では学内 Can-Do リストを作成し、なるべく具体的に内容を定めている。
例えば 150words の英文を 30 分以内に作成できる、など。
Q 教養課程の教育が無くなってしまっていることを知らなかったが、現在では物理や
化学などで、高校レベルよりも少し高い内容を扱うような授業もなくなってしまった
のか。
・さすがにそれは残っている。しかし、必修ではなく選択必修という位置付けにな
り、結果的に学習機会は減っている。
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・いわゆる教養ではなく専門基礎科目という形で残っているが、十分に力がついて
いるかは分からない。また、理系は理系科目だけ、文系は文系科目だけ学習すれば卒
業できてしまうようになっている。
・実はヨーロッパでは教養教育のようなものは行っていない。語学さえない。1、2
年で基礎をしっかりと学び、DEUG という最初の学士号をとる。その後 3、4 年は本
当に専門的な内容を学ぶ。これを考えると、大学における教養教育の必要性は高いと
は言えない。

（３）．意見交換
○英語教育重視の必要性・妥当性
・日本語教育、日本文化・歴史等の教育も大事なのに、それら無しに英語教育に目が
向いてしまっていると感じる。以前は英語が話せなくても、技術力でもって海外ビジ
ネスを成功させてきたという実績がある。確かに英語教育は重要だが、その他のこと
を切り捨ててしまってはいけないのではないか。また全員が完璧な英語教育を受ける
必要性にも疑問がある。
・中教審の意見はもっともであるが、やや具体性に欠ける部分がある。英語力が完璧
でなくてはならない、というのは神話的。英語が出来ても日本のことを知らないとい
うのでも良くない。だから、英語より先に日本語・日本について学ぶというのは大切
であると思う。英語教育に欠けているのは「３つの文」、文化・文学・文法。しかし、
それらを導入すると、ややこしくなり英語教育が上手くいかなくなるという理由で排
除する傾向がある。よく「文法を気にしていたら話せない」という人がいるが、文法
学者は反対する。上手に教えることが必要。
・英語力は最低限必要だが、今は韓国語・中国語などの方が重要な場合もある。ある
人は英語、ある人は英語の次に中国語、というようにやっていく方が良くないだろう
か。
・それは個人にとっても日本にとっても良いことだ。全員が英語を好き、という訳で
はない。英語教育偏重主義、英語コミュニケーション偏重主義、これが現在の英語教
育の問題だと考える。
○英語教育の担い手
・私の勤めている大学の学生に質問すると、
「英語教育はダメだ」、ネイティブのクラ
スも「レベルが低い」という答えが返ってくる。私学に比べると、英語教育専門の先
生だけでなく、文学や文化などそれぞれの専門の先生がまだ居ると思われる。しかし、
それはそれで学生にとっては「役に立たない」と思われてしまい、ネイティブのクラ
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スでも「レベルが低い」という判断になってしまう。だから、英語は大学ではなくて
外部で学ぶという方向になっている。当校だけでなく、国公立などそれなりにレベル
の高い大学で共通して見られる傾向だと思う。
・それはショッキングな事実。偏差値の高い大学では、提供される英語教育が物足り
ない。一方で偏差値の低い大学では、そもそも授業の内容が理解できない。上も下も
両方上手くいっていない。これをどう打開するかというのは難しい問題。英語教育に
携わっている人たちの専門をみると、英語教育専攻の人がほとんど。文学や言語学専
攻の人が一緒になって議論する機会が少ない。もう少し英語教育について議論をすべ
きなのだが、現状はそれぞれの専門の活動で忙しく時間が足りない。
○英語教育の専門家の採用難
・今のお話によると、英語を教えている先生のなかでも英語教育を専門としている先
生がひっぱりだこで、中々いい人材が採れないという問題があるのではないか。
・英語教育を専門とした方が採用されやすいという理由で、大学教員を目指す大学院
生がそっちに流されやすいという傾向がある。今のままだと言語学者、文学者が英語
教育で頑張れない状況になってしまう。
○英語教育を必須条件に
・現在は会話重視で、学生は聞く・話す能力が向上しているかもしれないが、実は、
実際のビジネスのシーンで役立つメールを書ける・読めるという能力やインターネッ
トから英語の情報がとれる、などの方が重要ではないか。一般的に現在の英語教育で
は「読み書きは得意だが、話す聞くは苦手」と言われているが、個人的には「読み書
き」も出来ていない。たくさんの文章を読まなければ、読めるようにならないし、た
くさん読んで初めて書けるようにもなる。会話志向の傾向は現実の需要とズレている。
また、日本の状況を見ると、ビジネスにおいて英語対英語でやりとりしないと非効率
ではないか。日本国内で完結するようなビジネスはどんどん少なくなってきている。
英語を必須条件としなければならない。必須条件としていないから、学生は英語の修
得を怠ける。
○英語の書き方も重要
・今は communication＝会話という発想となっている。Writing を忘れている。総合
社会学部では Writing を重視し、3 年前から“Criterion”というライティングソフト
を活用し始めた。やや成功の兆しが見られる。
○現在みられる一般教養教育の実情
・以前のような一般教育（人文社会）が現在も行われていると誤解している人が多い
のではないか。東大や帝国大学系ではまだ原形を留めているが、多くの大学では一般
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知識系の教育が削られ、IT やプレゼン能力などの新たな分野の教育に置き換わって
いる。このような学問分野に基づかない共通的な知識・能力を基礎ゼミや初年次ゼミ
というものを設けて教育している。
・近畿大学でも 1、2 年次に、半期制の基礎ゼミという形で、情報・プレゼンなどの
授業を行っている。以前の「一般教養」という内容とは大分異なっている。
○教養学部復活の動き
・東大は教養学部が残っているが、他はほぼ廃止された。現在教養学部を復活させよ
うという動きも出てきている。
・その動きは学部設置ではなく、教育センターのようなかたち。
○日本の高等教育における一般教育の位置づけ
・日本の高等教育における一般教育は、アメリカの大学制度を導入した際に、高等学
校でも学んでいるといるのに、という批判があった。これはアメリカの中等教育が弱
体だったから高等教育で一般教育を行っているというだけの話。この矛盾を正当化す
るために「教養」という重みのある言葉を使用し、理念づけしてきた。
○必修科目の減少と学力低下
・昔は必修科目が多かったから、苦手科目でも必死に勉強しなくてはならなかった。
しかし、今は必修が少なくなり、それが学力低下の一因にもなっている。その経緯と
しては、共通一次以降、主要国立大で後期入試を論文試験にした。しかしその結果合
格した生徒が入学すると授業についていけなかった。進学できない生徒が大量にいた。
その対処法として、「Generalist より Specialist」という形で、一般科目なしに専門
科目のみで良いという方向になってきたと考えられる。
○前期入試と後期入試
・本学の場合は特殊かもしれないが、前期入試で落ちて後期入試で合格して入学する
場合があった。それを調査すると前期入試ではぎりぎりのラインで不合格になった学
生であった。それならば後期入試は不要だということで、前期入試のみとした。これ
は最近の話だが。
○企業の要望に対する大学サイドのリアクションという視点
・大学で TOEIC 対策などを行っているというのは、英語はネイティブ同士のコミュ
ニケーション以外に、非ネイティブ同士の共通言語として普及していて、それを企業
の方々が学生・社員に強く要求しているからではないか。コミュニケーション能力を
始め、IT、プレゼンスキルなどの、新しい授業についても、結局は企業サイドがそれ
を求めている結果に対する大学サイドのリアクションなのではないか。このような企
業の要望は、特に人事の人から良く聞かれる。技術部門の人だと、基礎学力や専門知
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識、といった観点になるとは思うが。
・それは一理ある。経団連など財界の提言などで「コミュニケーション能力の高い人
材」や「個性的」などがキーワードとなって出てくる。しかし、本当に意味している
のは「創造的」や「外国人と対等に渡り合える」ということ。
○企業の考え方と採用の実情
・人事畑は現状を認識していないことが多い。
・人事の人自体は文系が多い。特に大学で学んだ専門性が役立っているという実感が
本人にないため、という見方がある。
・日本企業におけるコミュニケーション能力は、「対人関係能力」とほぼ重なってい
ることが多い。
○語学力の指標とされる TOEIC について
・企業が求めているというものについては、大学は出口である就職率が重要なので、
それに応えようとする。例えば語学力なら指標として TOEIC とされている。だから
TOEIC のスコアを伸ばそうとする。しかし TOEIC スコアが高いからといってコミ
ュニケーション能力が高いとは限らない。しかし、今は TOEIC しかない。
・TOEIC の受験者は日本人と韓国人が大半。それで英語能力が担保されているか疑
問。
・TOEIC の創設に関与したことがある。TOEIC は TOEFL に比べるとローカルとい
う印象がある。
・TOEIC の最大の問題点では Writing と Speaking の能力を測ることができないと
いうこと。TOEIC は日本の企業側の要請によって作られた。だから国際基準という
イメージがあるが、実は発端は日本。TOEIC の見直しも当協会の課題。
・昇格要件に TOEIC スコアを含める方向に進んでいる。
○英語以外の言語エキスパートの育成の必要性
・大学の理系で機械・電気を学んでこなかった学生がどんどん入社してきている現状
がある。TOEIC はわざわざ大学で教えなくても、高校まで英語を学んできたら、後
は独学で高スコアをとれるのではないか。また、英語だけでなく仏語、韓国語などの
エキスパートを育成していく必要があるのでは。英語は初等教育から行っているが、
その他の外国語については、大学に入って初めて勉強するというのがほとんど。バラ
ンスよく育成しなくては。
・語学教育が英語一辺倒、しかもコミュニケーションに偏るのは良くない。
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・中国語、韓国語を教育する意味はスペシャリストを育てることにある。一方で英語
を教える意味はスペシャリストも一部あるが、大半は一定レベルの英語力をつけるこ
とが目的。その「一定レベル」をどこに設定し、またそれを何で測るかという問題は
出てくる。
○英語の教育方法に問題
・英語を中高大と勉強してきても、力が伸びない。それは教育方法に問題があるので
はという問題意識を持っている。
○英語力が伸びない背景
・それは、これまでの日本が英語力を本当に必要とはしてこなかったから。個人にと
っては、就職において求められるということ。求められなければ本当に真剣に取り組
まない。
・もう一つには受験の問題。入試で会話力が試されるようになっていない。結局今の
受験制度が変わらないと、英語教育そのものを変えることは難しい。
○入試における英語の取扱
・高校入試・大学入試の英語はどうなっているのか。また、企業は英語力以外にも大
事なものがあると考える。現状は英語力以外の能力で採用した方が良い。だから学生
は英語を真剣に学ぼうとしない。みんながちゃんとある一定程度の英語を要求するよ
うにすれば、学生はこちらが黙っていても英語に真面目に取り組む。そうなると、採
用時には結果的に英語力以外の面で採用していけばよくなる。英語はある程度みんな
要件をクリアしているようになるから。
○英語教育の前提～自在に駆使するのは困難
・ネイティブ並みの英語力はよっぽどでないと身につけられない。英検 1 級でも自然
な英語を使えない人も多い。日本語とは言語体系がまったく違うのだから。また、話
せないのは小さい頃に英語に触れていないから。韓国などは小さい頃から英語教育を
行い、成功している。英語を自在に使用できるようになるのは非常に困難だという前
提の下、英語教育を行っていかなくてはならない。
・大学に英語能力を身につけることの全てを任せるような風潮は良くない。
○外国語教育を真剣に考える必要
・日本は、「本当に英語の出来る人」というのを育てていない気がする。だから真剣
に外国語教育を考えていく必要がある。
・日本は公平・公正を重んじるが、能力や目的に応じた教育というのも必要なのだと
思う。
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○英語の必要性を上回る技術力・基礎学力
・企業で英語力を求めるのは、英語は世界の多くの地域で通用するから。中国語は中
国だけ、韓国語は韓国だけ。だから、ものすごく高い英語能力を必要としているので
はない。昔はスペシャリストが 1 人いれば、英語のやりとりはその人を通じて行えば
良かった。しかし、今はそのスペシャリストも現地に飛んでもらわなければならなく
なってきている。それだけビジネス環境が変化している。ただ、前提として技術力が
なければどんなに語学に優れていても海外で相手にされない。だから今技術力・基礎
学力について大きな問題として取り上げている。（北野）

３．日本機械学会における工学教育活動
（１）．日本機械学会における工学教育活動について
１）．講師
久保

司郎

氏

大阪大学

大学院工学研究科

機械工学専攻

教授

２）．講演内容
●日本機械学会における工学教育活動
1.日本機械学会における工学教育活動を担う組織の変遷
1）工学教育センター（2003 年度～2005 年度）
・日本技術者教育認定機構(JABEE)への協力 。
・テクノ・ボランティアの運用・活動支援(教育支援関連事業)。
・CPD(Continuous Professional Development)運用の検討・試行運用・運用(継続教
育事業)。
・計算力学技術者認定 。
2)能力開発促進機構(2006 年度～2008 年度)
・JABEE への協力。
・インターンシップのあり方・初中等教育での工学・技術教育に対する検討(教育支
援関連事業)。
・CPD 制度運用・啓発活動 (能力開発支援事業)。
・計算力学技術者認定。
・機械状態監視技術者認証。
・産学連携製造中核人材育成(経済産業省受託)。
・中小企業庁事業との連携に関する検討
3)イノベーションセンター(2009 年度～現在)
・イノベーションセンターの目的
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技術者の人材育成・活用、技術者資格の認証・認定や産業界の技術開発・生産
活動を支援することにより、機械工学分野のノベーションを牽引し、産官学の連
携強化、外部資金の導入促進による学会事業の拡大と学会プレゼンスの向上に貢
献する。
・主な活動内容
2.で後述。
2.イノベーションセンターの主な活動内容
(1)各委員会の活動内容
1)技術者教育委員会～機械系技術者の能力開発・継続教育や萌芽的な事業の検討
・技術士養成講座
技術士第一次試験・第二次試験・口頭試問対策の講座を設けている。技術士第一
次試験の機械部門受験者は年間 2,000 名程いるが、本講座を受講しているのはそ
の 1％程度。試験の認知度向上・グローバル化による技術士の国際的地位向上も
見込める資格であり、受講者の拡大を目指したい。
・CPD 事業
本会会員が講演会や講習会に参加・論文発表・委員会活動・社会貢献などの活
動を行った際に CPD ポイントを付与し、自己啓発の動機づけや企業の人事考課、
各種技術者資格の更新などに利用してもらっている。CPD ポイントの登録事務効
率化や、CPD ポイントの活用促進が課題。
・中小企業技術者と学生の交流研修バスツアー
機械系技術に携わる若手人材間の交流・活性化として実施するも、対象者少数
等の厳しい環境により見送り。
・出前講座
学生や企業のニーズに合わせ、企業の主にシニア層の方を講師として仲介する。
ピンポイントなニーズに対応出来るため、利用者からの評価は良い。今後拡大し
ていきたい。
2)人材活躍・中小企業支援事業委員会
～中小企業支援や教育現場などにおける会員シニア活躍の場の検討
・機械力学・材料力学の新人教育に講師を派遣
・出前講座アンケートの回答先に対するアプローチ(技術者教育委員会と連携)
・技術相談
本会に登録しているシニアの人材を企業に派遣し、技術的課題解決に必要な支
援を行う。相談件数はそれなりにあるものの、契約にはなかなか結びついていな
い。
・新現役チャレンジ支援事業
新現役人材(退職された方・退職予定の方)と中小企業のマッチングを行ってい
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る。現在は支部単位(本部・関西・東海・九州)での支援ニーズ発掘・マッチング
が行われている。今後は、横断的に全国展開していきたい。
・大学発教育支援コンソーシアム理科教育支援活動(CoREF)
大学での理科教育支援コーディネータや、実験サポートを通じ、シニア会員に
教育現場での活動機会を与える。
3)JABEE 事業委員会～技術者教育プログラムの認定審査支援、関連する本会事業の推進
4)技術者資格事業委員会～計算力学技術者・機械状態監視診断の認証・認定
・計算力学技術者認定
初級・1 級・2 級・上級アナリスト・振動 2 級(2012 年 12 月～)の実施。上級資格
について、英国の NAFEMS などとの国際相互認証を目指す。
・機械状態監視資格
振動(カテゴリーⅠ～Ⅳ)、トライボロジー(カテゴリーⅠ～Ⅲ(Ⅲは 2013 年～)の
実施。振動・トライボロジーとも ISO 準拠。また、振動資格については、マレー
シアでの資格認証事業も開始。マレーシアで制度運用が安定するまでサポートす
る予定。振動資格は原子力発電所での作業などにも活用できるが、東日本大震災
以降、原子力発電所が稼働していない影響もあり受験者数の減少が懸念される。
5)研究協力事業委員会～技術開発などの研究協力事業や受託事業など産官学との連
携推進
6)技術ロードマップ委員会～学会ロードマップ作成・更新や今後取り組むべきテー
マの抽出・提案
・本会の約 20 の部門で技術ロードマップを作成
本成果については、日本機械学会の年次大会・学会 HP での公表・コペンハーゲン
で 2009 年に開催された Future Climate、ロンドンで 2011 年に開催された Future
Climate in London などで発信してきた。今後は、既存のロードマップの改定と
未作成部門での新規作成や、技術ロードマップに基づくナショナルプロジェクト
の企画立案(経済産業省や文部科学省と協力)を目指すことで、さらに活動の幅を
広げたい。
(2)イノベーションセンター以外(支部単位・部門単位)での工学教育活動
・若手技術者向け講習会・特別講演会の実施。
・小中高向けに、見学会・工作教室・製作コンテストを実施。
・JSME テキストシリーズ・機械工学便覧・ハンドブック等の発刊・販売。
(3)イノベーションセンターの工学教育活動の位置づけ
学生向けとしては、学会の講習会や JABEE への協力を通じて貢献したい。計算力
学試験や機械状態監視資格は学生よりも若手や中堅でのニーズが強い。両資格の
試験内容の拡充と、海外認証(機械状態監視資格は既に ISO 準拠だが計算力学は
まだ)を目指したい。シニア人材の派遣を通じた企業や大学での教育支援・技術
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支援も引き続き推進する。 また、技術ロードマップは国内での発信はもちろん、
海外での成果発表機会も増やしていきたい。
●「大阪大学での理系教育プログラム」について
1.大阪大学工学部機械系の理系教育プログラム
(表1)大阪大学工学部機械系（機械工学科、機械工学科目）理数系科目および卒業単位数の変遷

年度

①学科

③専門教育科
②専門基礎教育科目、一般教育科目
目の中の数
④卒業に要する単位数
の中の数学・力学・物理学科目
学・力学科目
数学

力学

物理学

数学

力学

共通 専門基
専門
教育 礎,一般

⑤割当て年

合計

共通+一
専門
般

⑥１単
位基本
時間数

1962(S37) 機械工学科

必修14 必修4

必修10+選択2 必修8 必修4

42

38

117

197 1.5年

2.5年

50分

1967(S42) 機械・産業機械工学科

必修14 必修4

必修10+選択2 必修8 必修4

42

42

115

199 1.5年

2.5年

50分

必修8

選択8 選択4

40

34

99

173 1.5年

2.5年

50分

1992(H4) 機械・産業機械・電子制御機械工学科 必修10 必修2+選択2 必修4+選択4

選択9 必修4

36

26

83

145 1.5年

2.5年

45分

1998(H10) 応用理工学科機械工学科目

必修10 必修4

必修6

選択8 選択6

24

28

82

134 1年

3年

45分

2011(H23) 応用理工学科機械工学科目

必修10 必修4

必修6

選択9 必修4

27

28

82

137 1年

3年

45分

1985(S60) 機械・産業機械・電子制御機械工学科 必修10 必修4

(注)履修要覧からの集計結果

①学科
機械工学科(1962 年)から機械・産業機械工学科(1967 年)に変わった際に、定員は
約 2 倍(95 名)になった。さらに 1985 年に機械・産業機械・電子制御機械工学科とな
り、定員は 120 名に増加した。1992 年には、文部科学省の大綱が変わり、カリキュラ
ムが大幅に削減された。1998 年というのは大学院重点化や大学の独立法人化の影響を
受けた頃。卒業に必要な単位数も更に減らされた。現在の大阪大学のカリキュラムに
ついては 2011 年の欄をご参照。
②専門基礎教育科目、一般教育科目の中の数学・力学・物理学科目
これらの科目は昔でいう前期課程・教養学部で履修されていたものにあたる。
まず、数学は必修 14 単位であったものが 1985 年に 10 単位に減少。力学は、文部科
学省の大綱変更に伴い 1992 年には必修 4 単位から必修 2 単位+選択 2 単位に減らされ
たものの、1998 年には再び必修に戻っている。尚、力学は本来物理学の一部であるが、
カリキュラム上の力学は力学そのもの、物理学は力学以外の物理学を指す。(力学以
外の)物理学は 1967 年時点では必修 10 単位+選択 2 単位の 12 単位であったが、今で
はその半分の必修 6 単位となっている。
③専門教育科目の中の数学・力学科目
これらの科目は昔でいう後期課程・専門課程で履修されていたものにあたる。数学
の単位数は変わっていないが 1985 年に必修から選択に変わった。力学は必修になっ
たり、選択になったりを繰り返し、現在は必修に戻った。但し現在の必修と 1967 年
以前の必修は中身が随分と異なる。
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④卒業に要する単位数
1962 年・67 年には 200 単位弱必要であったが、85 年には 175 単位に減少。更に 1992
年に、大綱4変更の影響から 145 単位に減少。1998 年には最高でも 134 単位までには
減らさなければならないということで、134 単位となった。1998 年から 2011 年迄の
間に共通教育科目(≒一般教養)を 3 単位増やしている。
⑤割り当て年
1992 年までは基礎的な教育にかける時間が 1.5 年あったが、1 年に減少。現在は教
養課程が 1 年・専門課程が 3 年となっており、専門課程に時間的な余裕があるためか、
4 年次になると講義に出てこない学生もいる。
⑥1 単位基本時間数
元々は、1 単位あたり 1 時間(つまり 2 単位の科目であれば 2 時間)の講義を 15 週分
履修させていた。それが、1 単位あたり 50 分となり、1992 年には 1 単位あたり 45 分
に減少。多くの授業科目の 1 コマあたり単位数は 2 単位で、かつては 2 単位に 2 時間
の講義時間をかけていたのが今では 1.5 時間。卒業までに必要な単位数が 3 分の 2 に
減っているうえに、1 単位あたりの講義時間まで短縮されている。余談だが、1967 年
頃は、2 単位取得するのに必要な講義時間は 110 分、100 分、90 分と学部によってま
ちまちであった。それを、1992 年に短い方に統一した。
2.担当教員の状況
(1)表 1②専門基礎教育科目、一般教育科目の中の数学・力学・物理学科目について
大綱の変更で(東大を除き)教養学部が廃止されるまでは、教養学部に数学・力学・
物理学を教える専門の教員がいた。大綱が廃止されてからも、旧教養学部の教員が当
面は学生に教鞭をふるっていたが、世代交代が進み、専門課程の教員が指導しなけれ
ばいけなくなった。誰がどの科目を教えるかというのは、共通科目を担当する学科・
専攻が恣意的に決めるようになり、「その科目の専門ではない人」が教えるようにな
ってしまった。
(2)表 1③専門教育科目の中の数学・力学科目について
数学が必修 8 単位から選択 8 単位に変わっているが、選択 8 単位のうち 4 単位は数
学専門の教員、4 単位は「専門は機械工学だが数学も教えられそうな教員」が教えて
いる状況。力学は、今は必修で 4 単位だが、こちらも「専門は機械工学だが力学も教
えられそうな教員」が教えている。
3.最近の学生について
最近の工学部学生の特徴について数学担当の教員に質問した。学生の上位 3 分の 1
の層の質は変わらないそうだが、下の方のレベルは相当落ちているとのこと。機械系
の学生ならば化学系の学生よりも数学が得意なはずだが、下の方のレベルは化学系の
学生と同水準。下の方の学生のレベルに合わせて試験問題を簡単にしてみても、上位
4
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層の学生の点数が伸びるだけで、下のレベルの学生は結局解けない。「ゆとり教育」
そのものの影響なのかは分からないが、最近の学生は基本的な概念を嫌い、問題の解
法パターンを覚えたり、公式に当てはめたりしたがる。

（２）．質疑応答
Q.大阪大学の入試は学部単位で行われるのか、学科単位で行われるのか。
A.学科単位で行っている。工学部には 5 つの学科がある。人数でいうと、機械関係
が 120 名、マテリアル関係が 130 名程。
Q.工学部の入試は物理必須か。
A.今は物理必須。
Q.JABEE は大学教育にどの程度影響力をもっているか。
A.一時、JABEE を採用する大学は増えたものの、更新のタイミングで更新をしない
大学も増えてきている。2012 年度はやや盛り返した印象。

旧帝大で JABEE

を採用していないところもある。東南アジアの大学では JABEE が当たり前になっ
てきている中、東南アジアの学生が日本の大学に留学した際に JABEE の認定を得
られないので自国に帰国後不利益を被るのではないか、という問題も考えられる。
Q.大阪大学は、JABEE は全て受審しているのか。
A.船舶関係・建築関係のみ。
Q.JABEE 発足時には大阪大学の先生が尽力されたと聞いているが。
A.JABEE 発足時に尽力された大阪大学や東工大の先生の研究室も JABEE の認定は受
けていない。
Q.企業側は JABEE をどの程度意識しているのか。
「日本の企業」という意味で。
A.JABEE も CPD も、土木関係ではかなり浸透してきている印象だが、機械学会は
それほどでもない。
Q．東大などの大学はワシントンアコードに入っていなくてもアジアの企業での知名度
が高いため、卒業生のレベルがある程度保証されるとみなされているのか。
A.知名度でカバーできる例もあると聞いているが、詳細は不明。一方、欧米の主要
大学に目を向けてみると、一部の分野での加入が盛んになってきているので、日
本の有力大学も受審を検討すべきだ。
Q.東南アジアの大学で JABEE が浸透しているのは、ワシントンアコードや APEC エンジ
ニアと関係があるのか。
・ワシントンアコードへの正式加盟により、東南アジアの大学で JABEE の認定取得
が進んだ印象。
・旧帝大が JABEE に参加しない理由は、
「JABEE の枠組みにカリキュラムを当てはめ
てしまうと、却って時代のニーズに即した工学教育にならない」ときいたが。
A.確かに、「評価ルール」などやりにくい部分もあると思うが、機械系や電気系な
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ど比較的導入しやすい分野でも JABEE を受けていない。
Q.「JABEE を受ける」というのは、
「カリキュラムが一定の教育内容を取り込む」という
ことか。「評価ルール」とは、一定のレベルに達することができるカリキュラムかと
いうことをチェックするのか。
A.JABEE を導入した場合、
「きちんと教育内容を評価して、改善していく」というこ
とを報告しなければならない。
A.カリキュラムがレベルに達しているかどうかという評価ではなく、目的をもち、
それに従った教育をしているか、その教育をチェックして改善を続けているか、
というような PDCA 評価。
・カリキュラムの内容というよりも、認証評価に似ているイメージ。PDCA をきちん
とまわしているか、人材養成目的を定めているか、その目的に即した科目が用意
されているか、というようなことを評価される。
・「特定の科目で何点以上取れる教育内容か」ということではなく、例えば人材養
成目的で「技術者倫理」をあげるのならそれがどこかのカリキュラムに取り込ま
れているか、というようなことが見られる。
・JABEE は教育を一定のプロセスに入れよう、という発想。ISO と発想は同じ。
・
「学習の成果を確保できる教育プロセスか」をチェックしている。JABEE は大学の
教育の質を企業に保証するものという位置づけ。
Q.「一定の基準を設けて、そこに達しているか」ということではなく、「きちんとした
教育の手順が守られているか」をみているのか。
A.「研究志向が強い」など大学によってどのような人材を養成したいかというのは
異なるので、各々の人材養成目的に即して PDCA をまわせているかを JABEE はチ
ェックしている。したがって、JABEE を受けている複数の大学の卒業レベルが同
じというわけではない。
Q．大阪大学の機械工学の必修はどのような科目か。
A.応用理工学・電気工学・材料力学・機械力学・流れ学・熱力学・制御モデリング・
機械のしくみ・工業倫理・実験実習。材料力学・機械力学・流れ学・熱力学・制
御モデリングなどは週 2 回の講義と実験・演習を行っており、これら 5 科目のう
ち制御モデリング以外の 4 科目は 2 年次に履修される。
Q．講義 2 コマ、演習 1 コマ、実験 1 コマの 4 コマで 4 単位という計算か。
A.講義だけで 4 単位(2 コマ×2 単位)。実験演習は週に 3 時間で 1.2 単位が付与さ
れる。 実験や演習は予習復習が不要なため、その時間を差っ引いて 1 コマあた
りの単位が 2 単位ではなく 1.2 単位となっている。
Q．工学系の場合もこれほど多くの科目が必要なのか。米英は一週間に開催されている
科目がもう少し少ない印象。
A.講義・実験・演習と分けて単位を付与しているので多く見えるが、例えば材料力
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学

という科目が週約 7 時間(講義約 4 時間＋実験・演習約 3 時間)行われてい

たりするので、授業のコマ数ではなく科目数ではある程度絞られている。
Q．大阪大学の卒業に必要な単位数は一時 200 単位近くあったものの、今では大幅に減
少して 137 単位。但し、志の高い学生は最低限必要な単位数を超えて多めに講義を履
修しているのか。
A.卒業に必要な単位数よりも多めに履修する学生は少なく、最近の学生は大学運営
サイドが心配になるくらいギリギリの単位数しか取得しない学生が大半。
Q．国公立の大学は、どの大学も同じように卒業に必要な単位数が 200 単位から 130 単
位まで減っているような状況なのか。
A.大阪大学に限らず国公立どの大学も同じように単位数は減少している。
Q．1980 年代より以前の文系の大学では、講義や期末試験の制限がなく、同じ時間に開
講されている講義を重複して履修して、期末試験も同時に受験するということが可能
だった。理系の場合もそのようなことは可能であったのか。
A.文系の場合のみで理系ではそのようなことはないと思われる。
Q．大学生のレベルが下がってしまったのは文部科学省の大綱変更が原因か。
A.本来、平成初期の大綱変更は「学生に教えるレベルを下げる」のではなく、「大
学のカリキュラムを自由化する」ことを目指していた。大学に自由にカリキュラ
ムを決めてもらうかわりに最低ラインを設定したものの、最低ラインからあまり
単位数を増やすと良くないという風潮があり、最低レベルに合わせることになっ
てしまった。
Q．留年率はどの程度か。
A.過去に比べれば今はそれほど高くない印象。機械工学で 1～2 割程。あまり学生
に融通をきかせていないので、学生からは機械工学は厳しいと言われている。
かつては、機械工学科でも科目の二重登録を認めていた。つまり、単位を落とし
た場合に、次の年以降に講義には出なくてもテストだけ受けることができた。今
は認めていない。
Q．学生が必修の科目を落としてしまって留年するということが多いのか。
A.必修で落とすことが多い。専門科目で落とすこともあれば、語学のような教養科
目
で落としてしまうこともある。
Q．大阪大学の学部入試は前期と後期を分けているか。
A.後期試験は事実上廃止した。後期の入試形態は前期と同じ形態で、今のところ論
文試験は行っていないが、今後は AO 入試を取り入れなければならないという話
も聞いている。
Q．大学院の入試形態はどのようなものか。
A.数学と力学は必須。材料力学や流れ学などその他の科目は選択。英語は TOEIC や
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TOEFL で代用している。学部から院へ進学率は 8 割程度。
Q．修士課程で、他大学出身者はどの程度いるか。
A.非常に少ない。数名程度。院試を選択科目にすることで、他大卒の学生も増える
かと思ったが、結局は内部進学が多い。また、院試が選択科目なため、内部生が
点の取りやすそうな科目ばかりを勉強するようになってしまった。
Q．最近の学生は楽に卒業できる学部を選びがち。某大学の経済学部は附属の高校で「厳
しい」という評判が出回ってしまい、学力の高い生徒がなかなか進学先に選ばない。
学力が高い順に希望している学部に進めるため、結果として経済学部に進学してくる
のは学力の低い生徒が多い。機械工学でもそのようなことは起きているか。
A.機械工学もかつては人気があったが、今は「勉強内容が厳しく卒業するのが難し
い」ということで人気が前に比べ下がっている。科目が他の学科に比べ多いのに
加え、実験や製図も必要なため体力もかかると言われている。結局、履修内容が
厳しくてもついて来ることができるような、学力が上の層と、人気のない学部・
学科にしか進学できない学力の低い層の二極化が進む。

（３）．意見交換
○JABEE 発足時の期待と疑問
・当初、JABEE が発足したときは「工学系の大学から実践的・応用的な知識をもっ
た大学生が出てくる」「一定の質の大学教育が保証される」という期待をもって
いた。しかし実際には質の保証ではなく、ISO のようにプロセスのチェックに留
まってしまった。
・「ある目標をもって教育の質を高める努力をしている」ということのみで、
「現状
の質があるレベルに達している」ということが保証されないことに産業界として
は失望がある。
・例えば、「一通り設計ができる人材が欲しい」と思っても、「要所ごとの専門の教
員はいても、全体をデザインできる教員はいない」ということであれば、そのよ
うな企業からのニーズに応えられる教育が大学で行われることはない。
・そもそも JABEE が発足した際にも「本当に質が保証されるのか」という疑問はあ
った。
○大学教育の質の保証
・PDCA をまわすだけでは大学教育の質が保証されない、という指摘は正しいが、一
方でこのような動きが世界中で広まっているのも事実。日本企業にとってはあま
り意味がないのかもしれないが、海外ではワシントンアコードをとっているのが
当たり前になりつつある中、日本の大学の卒業生が認証を得ていないことで不利
益を被ってしまうのは問題だ。
・JABEE の認証のやり方を変え、ある程度大学のカリキュラムに介入しつつも、日
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本の有力大学が参加するように仕向けていくことが日本経済にとっても良い。
○大学卒業に必要な単位
・文部科学省が制定している大学卒業に必要な単位数は 124 単位。したがって、工
学部の 134 単位というのは多い方。
○必修減・選択科目増の影響
・必修が減って選択科目が増えたことで、学生が本来学ばなければいけない科目で
はなく、単位が取りやすい科目を履修するようになった印象。機械工学出身の学
生が熱力学や電磁気学を嫌いだから履修していない、というのは企業としては困
る。
・過去には、タービン関連の仕事を希望しておきながら熱力学を履修していないと
いう例もあった。今では、大学側に学生の科目履修状況を確認したうえで採用を
行っている。
・他にも、「機械工学」という名前ではなく「システム○○」など学科の名称を変
更するなど、大学側が学生の人気取りばかり行っている印象だ。
○学力と就職面接のギャップ
・数学科で統計ができないレベルにも関わらず、就職活動の面接はうまくいき、採
用されてしまうというという例もあると聞いている。
・大学の成績と就職活動の面接の成績は異なる場合が多い。
○高留年率に対する評価
・「留年率が高い大学＝学生にしっかり教育をしている」というように、企業にみ
てもらうことは難しいか。
・多くの企業は、留年率が高い大学というのは、学生に厳しくした結果ではなく、
単に学生に勉強をしない問題児が多いとみてしまうだろう。
・某大学経済学部では基礎科目の採点をかなり厳しくしている。試験を 1 回でパス
するのは 6 割程度に設定している。試験に落ちた 3～4 割向けに再履修クラスを
設定している。統計・ミクロ経済・マクロ経済などの数字を扱う分野を苦手とす
る学生は多く、再履修を受けても 4 年で卒業できない学生は 2 割程いる。留年率
の高さは、本学にとっては学生をしっかり鍛えていることの現れだ。
・某大学工学部で材料力学を担当しているが、単位を落とした学生は 3 割程。基本
的に講義は半期で行っているので、単位を落とした学生には次の期で補修を受け
てもらう。
○力学不履修の院卒
・弊社の社員の中には、既に高校の段階で材料力学や熱力学の履修を諦めてしまっ
た者もいる。高校や大学で履修していなくても、院試では苦手な科目を受けなく
て良いためか、有力大学の院卒が多い。
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・個人的には主要 4 科目(材料力学・機械力学・流れ学・熱力学)くらいは院試に取
り入れたいが難しい。
・大学生の間では、「どの研究室が 1 番楽に入りやすいか」ということばかり重視
されている。

４．大学における工学教育活動
（１）．東工大機械系における理数系教育
１）．講師
佐藤

勲

氏

東京工業大学

大学院理工学研究科

機械制御システム専攻

教授

２）．講演内容
1. 東工大の教育体系
・東工大では、入学時には所属学科の詳細を決めず、学科を 7 つの「類5」に分け、類別
に入学者を決定している(機械系は第 4 類)。2 年次になる段階で自分の学科を決める。学
部卒業生のうち、約 9 割が大学院へ進学する。
・学生にしっかりとした基礎素養と実学への意識を身につけるため、創成科目6を重視。
・1 年次から少しずつ専門的な教育を織り交ぜ、学年が上がるに従って専門的な学習量
が増えていく、「くさび形教育」を行っている。
2.第 4 類・機械系の教育体系
(表 1)第 4 類・機械系の教育体系
2 年次進学時

学士論文研究申請時

卒業時

文系科目・総合科目

4

14

18

国際コミュニケーション

6

12

14

健康スポーツ

1

3

3

理工系基礎科目
(数学・物理・化学など)
専門科目・F ゼミ科目
(機械系独自の内容)

14

16

16

その他科目

5

6

(工業力学)4
(機械工学系リテラシー)4
情報ネットワーク科目・環境教育科目・創造性育成科目・
文明科目など

高校生の段階で「自分にいちばん合っている学科」を決めるのは容易ではない。進路に幅と余裕をも
たせるため、学科ではなく類別に入試を行っている。より広範な領域に興味を持つ学生向けに、4 大
学連合「複合領域コース」を用意(東京工業大学・東京医科歯科大学・東京外国語大学・一橋大学)。
創成科目の詳細は、3. 機械知能システム学科の専門科目で後述。
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1)理工系基礎科目
・全学共通の基礎科目。但し、類ごとに履修する科目が「チューニング」されている。
例えば、機械系では物理学 A(力学)、化学熱力学、生物学などは履修不要。逆に、図学な
どは機械系や建築系に特徴的な科目で、図学的なセンスを 1 年次から磨く。
2) 専門科目・F ゼミ科目
①1 年次専門科目・F ゼミ科目
・1 年次の専門科目では静力学、質点の動力学、剛体の動力学など、物理の中の「力学」
の分野を、実験をふまえ現実の「物」と繋げながら学習する。この授業は機械系専門の教
員が担当する。
・F ゼミ科目の具体的な内容は機械工学リテラシーで、実際に「物」を加工してみる、
工作をしてみる、科学技術者倫理を学ぶ、といったことを行っている。これも、通年の科
目だ。
グループワークでディスカッションの訓練をさせたり、グループ間で競争させたりし
て教えている。このような教育について、日本工学教育協会から表彰を受けた。
3)学科所属後の専門科目
・2 年次になると専門課程に進むが、機械系には機械科学科・機械知能システム学科・
機械宇宙学科という、従来の機械工学にあたる 3 つの学科と、制御システム工学科の計 4
つの学科がある。機械科学科・機械知能システム学科・機械宇宙学科の授業内容は似てい
るが、教え方は学科ごとに異なっている。
3.機械知能システム学科の専門科目
(表 2)機械知能システム学科の専門科目の一例
授業科目 ( )内は単位数
数学

特徴

工学数学第一(2-2-0)

1 年次にも基礎科目で数学を学んでいる

工学数学第二(2-0-0)

が、機械系で必要な知識をさらに学習する。

計測と統計(2-1-0)
創成

機械知能システム想像第一(0-0-1)

科目

機械知能システム想像第二(0-0-4)

4力

変形と振動((3-1-1)×2 学期)

実際に何かを作らせるという授業形態。
所謂「座学形式」ではなく、
「レクチャー・

―機械力学+材料力学

ラボ統合」授業。

エネルギーと流れ((3-1-1)×2 学期)

通常は講義と実験は別個に授業が行われ

―流体力学+熱工学

るため、フェーズが合わないことも多いが、

設計と生産((3-1-1)×2 学期)

機械知能システム学科では 1 つのトピック
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―材料学+生産加工学+設計工学

について授業と演習と実験を連続して行っ

メカトロニクス(3-1-1)

ている。

―電気電子工学+制御工学
・特に 4 力学を講義～演習～実験と連続して行っていることが機械知能システム学科の
特徴。学生の立場からすると、講義で学んだことをすぐに実験や演習で確かめることがで
きる。一度にまとめて学習できるので合理的な授業形態ではあるものの、朝 10 時 30 分か
ら 16 時 30 分までの長時間にわたる授業は、講師にとっても学生にとっても負担がかかる、
という一面もある。
・創成科目では、アイデアを学生に出させ、コンセプト作りから設計・加工・組立を経
て、実際に機械システムが形になるまでを学ばせている。3 年次から 1 学期半かけて学ぶ
科目で、最初のうちは戸惑う学生も多いが、最後には夜中まで学校に残って作業を進める
ほど没頭している。
・学問が進歩するにつれ、学生が学ばなければならない内容も拡大している。一方で、
最近の学生は「自分が何のために学ぶのか」という意識が希薄化していて、工夫して教え
なければなかなかモチベーションが維持できない。
・機械知能システム学科では、学生が「知識に偏らず、実際にアイデアを出し、手が動
かせ、その結果を他者に説明できる基盤を構築」できるようになることをコンセプトに授
業を行っている。
4.その他
・数学の入試時間の拡大(2 時間から 3 時間へ)
11 年度までは入試の数学の時間が 2 時間であったが、学生の数学のレベルが落ちてきて
いるとの指摘を受け、12 年度入試から 3 時間に戻した。数学の試験時間が 3 時間と長いの
で、ある程度数学には自信のある学生が入学するようになったからか、12 年度入学の学生
の成績は良い。
実力テストの結果から学生のレベルを把握し、そのレベルに応じた講義を行っている。

（1-＊）．質疑応答
Q．F ゼミ科目が日本工学教育協会から表彰を受けたというのは、どういった内容が評
価されたのか。
A．F ゼミ科目で通年行っている教育について、
「実際に物を作る」
「実際に物を加工
する」といったことが、
「学生の動機づけになっている」として評価された。
Q．4 力学の授業で単位が 3-1-1 とのことだが、授業時間はどのようになっているのか。
A．講義の 3 単位は 1 コマ半分、実験で 1 コマ、実習で 1 コマとなっているが、時
間が厳密に区切られているわけではない。したがって、1 日で講義から実験・演
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習まで完了することもあれば、丸 1 日講義を行って次週に長い実験を行うことも
ある。
Q．
「学生の数学のレベルが落ちている」との指摘があったということだが、それは数学
の教員(1 年次の教養課程に該当)からなされたのか。
A．専門課程の教員からの指摘だ。 1 年次の数学教育は数学科の教員が行っている
が、4 類(機械系)の学生向けにどのような内容を教えてほしいかということを伝
えている。例えば、微分積分学や線形代数学の教育内容は 4 類向けにカスタマイ
ズしてもらっている。
Q．工学数学は数学専門の教員が教えているのか。
A．機械系の教員が教えている。
Q．理工系の基礎科目 14 単位について、必修と選択の区分はあるのか。
A．必修、選択の区別は行っていない。
Q．「物理は苦手なので履修しない」という学生はいるのか。
A．カリキュラム上は、「物理を避ける」ということは可能。但し、4 類(機械系)に
関しては、物理が得意な学生が多い。また、2 年次に専門課程に進む際には、成
績順で行きたい学科を選べるという仕組みになっているので、学生は得意な科目
つまり物理を積極的に履修している。
A．大学入試では物理は必須。入学後に「物理を履修させよう」といった縛りを特
にかけているわけではないが、結果として機械系に必要な素養を身に付けた学生
が進学してくる。
Q．学部の 4 年間で設計・製図というのはどの程度教えているのか。
A．図面の作法は一通り教えている。但し、最近は CAD で設計することが多いので、
「ドラフターで線を引いて」というような手書きの作業は行っていない。
A．コスト面まで詳しく教えることは難しいが、「創成型の科目」のところで、「あ
る設計要件を与えて、それに見合う製品を作る」ということを学ばせている。そ
の一環で、コスト面についても考える機会は与えている。
Q．創成型の科目で学生に作らせている製品はどのようなものか。
A．単体のものではなく組み合わせの製品。例えば、
「電柱のような大きな柱の円筒
度を測る機械」といったように、「何かのコンセプトに基づいてある機能を備え
た機械」を作るというような課題を与えている。
Q．当社には、4 力学のうち履修していない科目があるという従業員もいる。東工大で
は 4 力学全て履修させているのか。
A．「4 力学必修」というカリキュラムにはしていないが、選択科目において 4 力学
関係の単位数の比率が高いので、必然的に全て履修しなければならない。
Q．レクチャー・ラボは 1 クラス何名で行っているのか。
A．1 クラス 40 名の学生で、教員は 1 人。実験・演習の際には助教がサポートする。
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以前は 1 台の実験機を学生が順番に使用していたが、40 名が一度に実験を行うた
め、実験機も複数用意している。
Q．学問の発展につれ、学生が学ばなければならない内容も拡大しているということだ
が、実験・演習もやはり高度化しているのか。
A．学部で教えているのは機械工学の基礎なので、学部の段階で最先端の高度な実
験を行っているわけではない。
Q．専門科目をしっかり学習している学生と、そうではない学生がいると思う。あまり
勉強熱心ではない学生が楽に就職できるようでは、モチベーションの維持が難しくなっ
てしまうと思われるが、成績と就職は関係があるのか。
A．大学院への進学率が 9 割と高く、学部卒業後に就職する学生はほとんどいない。
修士で就職する場合、推薦が 50％、それ以外が 50％。成績が悪い学生を企業に
推薦するというようなことはない。
A．企業からの推薦枠を合算すると学生数の 4 倍以上になっており、全学生が推薦
で就職するということも単純に考えれば可能。但し、最近は就職環境が厳しいと
世間で言われているため、修士 1 年生が 12 月・1 月ころから就職活動を始め、授
業が疎かになってしまうということもあるようだ。因みに、企業への学生推薦は
修士 2 年次の 4 月から行っている。
Q．推薦の場合でも、企業の選考で落とされるということはあるのか。
A．成績は優秀でもコミュニケーションが苦手な学生は落とされてしまうこともあ
る。
Q．2012 年 8 月に「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて～生涯学び続
け、主体的に考える力を育成する大学へ～（答申）」が出された。その中で、大学が学
生に出す課題が少ない、大学生の学習時間が少ないなどの指摘があった。日本の大学で
は学生が受け身で自ら学ぼうとせず、アクティブラーニングが出来ていないという現状
がある。東大や東工大では、その答申を受けて、何か変わった点はあるか。
A．東工大の機械知能システム学科では、元々アクティブラーニングを重視してい
る。教科書を読んでくる・何か調べてくるといった負荷はそれほど課していない
が、一体型の授業(レクチャー・ラボ)の中で実験・演習を行うのでレポートは提
出させる。実験が集中すると週に何本もレポートを書かなければならないという
時期もある。
A．東工大の例ではないが、ある大学では、アメリカ流に学期を四半期に分けて、
週 2 コマ×7 週の授業を行っている。したがって、ある程度短期間にまとめて学
習できるようになっている。東工大の場合、学部は半期制であるし、大学院は四
半期制ではあるものの、週に 1 コマなので、厳密には、短期に集中して学習でき
るという環境ではない。
Q．日本の高校生のトップ層の学習時間は変わらないものの、中間層の学習時間が急減
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してしまったというデータがある。東大・東工大にはトップ層が入学してくると思わ
れるので、さほど影響はないと思われるが、学生の学力に変化はあったか。
A．東工大の学生の学力が落ちたという印象はないが、大学で学ぶことに対するモ
チベーションがやや下がったという印象。

（２）．東京大学工学部・工学系研究科の教育プログラム
１）．講師
横野

泰之

氏

東京大学

大学院工学系研究科

機械工学専攻

特任教授

２）．講演内容
1)東京大学
・学部の前期課程は全員教養学部。後期課程から 9 の学部に分かれる。大学院は 15 の
研究科と 11 の研究所がある。
・教職員数は 9,500 人程。学生数は学部が 14,000 人、修士 7,000 人、博士 6,000 人。
2)東京大学工学部
・工学部の理念は「4 半世紀を見据えた教育と研究」。
・工学系研究科には 19 の専攻がある。
・学生数は学部(3 年生・4 年生)、修士ともに 1 学年 1,000 人ほど。
博士は計 1,200 で、内 4 割が留学生。
・機械工学系の学科は機械工学科と機械情報工学科で計 293 人。但し、修士課程で機械
工学を専攻しているのは 192 人、博士課程では 70 人となっており、学部で機械工学を専
攻したからといって、必ずしも工学系研究科の大学院に進むわけではない。
2.東京大学の進学ルート
・工学部に進学する学生の殆どは理科 1 類出身。
・東京大学の学生は前期課程の教養学部 2 年次の夏に専攻を決める。これを、「進学振
り分け」と呼んでいる。進学振り分けは「自分の将来を決める」という点で学生にとって
重要なイベントだが、教員側にとっても「いかに優秀な学生を確保するか」という点で非
常に重要な問題。したがって、学部 2 年次の学生向けに PR 活動を行っている。
・学部の後期は 3 年次から始まる。学部卒業後は、工学部の学生の約 8 割、機械系にし
ぼると約 9 割の学生が大学院に進学する。
・学部の段階では工学系研究科の定員は 951 人だが、修士課程では 607 人にしぼられる。
そのため、前述のように、学部の工学系研究科で機械工学を専攻した学生全員が大学院の
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工学系研究科の機械専攻に進むわけではない。情報理工学研究科・新領域創成科学研究科
に移る学生も多い。
・修士から博士課程にも進学してほしいが、博士課程への進学率が低いのが課題。
3.東京大学のカリキュラム
1)理科Ⅰ類(学部前期課程)のカリキュラム
・数学は微分・積分・解析学を中心に学習。
・物質科学は力学・電磁気学・熱力学・構造化学・物性化学。
・因みに理科Ⅰ類～Ⅲ類の授業内容は同じだが、重点的に取得すべき科目が若干異なる。
・成績順に進路が決まるため、自分の進みたい学科がある学生は熱心に勉強する。
・2 年次の夏に進路が決定するため、2 年次の冬学期からは専攻に関連する講義や実験
が徐々に始まっていく。
2)工学部(学部後期課程)のカリキュラム
・3 年次で 4 力学・設計・製図・プログラミングを学ぶ。機械工学関連の実験も行う。
・4 年次になると、各研究室で卒業論文を進めて行く。
3)大学院工学系研究科(修士課程・博士課程)
・工学部卒業生の大半は大学院へ進学する。大学院への入学試験は必須。試験科目は数
学・英語(TOEFL)・機械工学。
・大学院工学系研究科で機械系の学生は 100 人程。
・12 年度の大学院修士課程修了者の進路は機械系企業(自動車や重工など)就職が 28.1％、
電機・精密機器(電機メーカー)就職が 23.5％と多い。一方で、博士進学は 9.2％と低い。
・現在、社会で求められる能力は多様化している。新しいイノベーションを生み出せる
ような創造力のある人材の育成は学部や修士課程だけでは難しい。学生には、博士課程ま
で進み、「問題の把握・調査能力・深い洞察力に支えられた創造力と問題解決能力を習得
した博士人材」となることを期待したい。
・世間一般では博士課程修了者の就職難が騒がれているようだが、工学系の場合は就職
が安定しており、民間企業への就職にも強い(現在は博士課程修了者の半数が民間企業に
就職)。
・以前は、研究だけ行っていれば良かったが、現在は高い専門性を持ちつつ、複合領域
(リテラシー・コンピテンシーなど)で柔軟な応用力を持つ人材が社会から求められている。
大学だけでは、社会の要請に応える教育を行うことは難しいので、産学連携のうえ人材育
成に努めている。
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3.おわりに
・教育内容の多様化
技術が高度化する中、学生が学ぶべき内容は多い。全ての分野を完全にマスターするこ
とは難しい。また、ある程度実践的なスキルを求めるのか、多様性を求めるのかなど、企
業から求められる内容も様々。
・教育の場も多様化
外部資金で進めている教育プログラムが増えてきている。
・理科教育・一般への科学技術の理解
大学や企業が率先して取り組むべき。工学部が出前授業を行ったり、企業が中高生に
ボランティアで科学について講義したり、という事例もあるが、網羅的にではなく一部で
行われているに過ぎない。
・企業と大学の相互理解
大学は、企業がどのような人材を求めているか把握すべき。一方で、企業の方々にも
現在の大学や学生の状況をご理解いただきたい。会社の経営陣の方が学生だった頃と現在
では状況が全く異なっている。
・理系教育を強化するには根本的な仕組みの改革が必要。
・日本の多くの企業は、高成長志向ではなく現状維持志向になっていると思う。現シス
テムの保守や継承が目標なのでは、若者にとっての働きがいがなくなる。

（2-＊）．質疑応答
Q．博士課程での教育について、従来のような単なる研究志向からジェネリックスキル7
も身に付けた人材の育成を目指しているということだが、具体的にはどのような効果
があったのか。
A．
「人材育成の効果」は具体的に測れるものではないので、答えるのは難しい。海
外のトップ大学でも、「リーダーシップの育成のノウハウがあって具体的な効果
のある教育が出来ている」というわけではない。人材育成については、大学共通
の課題だ。
Q．東工大は教養課程が 1 年だが、東大は 2 年と長い。教養課程の間に社会が求める人
材育成ができる反面、専門課程の履修が遅れてしまうというデメリットもあると思う。
長い教養課程により、どのようなメリット・デメリットがあるか。
A．具体的にどのようなメリット・デメリットがあるのかは分からないが、個人的
には教養課程の長い短いでその後の人生が変わるというようなことはないと思
う。卒業生の進路については東工大の分布とさほど変わらないだろう。
Q．東大で教養学部の意義が論じられるようなことはないのか。
A．専門課程関係者の間で、教養学部についての議論が出ることは少ない。
7

社会人として活躍できる能力・社会人基礎力。
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Q．理科Ⅰ類のカリキュラムについて、基礎科目(語学・数理科学・物質科学など)は教
養課程の教員が教えているのか。
A．基礎科目は教養課程の教員が担当している。
Q．世間で言われているような東大のカリキュラムの見直しというのは、教養課程と専
門課程の連携強化というようなものか。
A．教養課程と専門課程の連携の見直しではない。現在の学部の理系カリキュラム
はびっしりで、修士 1 年生は就職活動も忙しい。修士 2 年次になってから漸く、
留学や長期のインターンシップが行えるという状況。そのようなタイトな学事日
程を見直すというのが、今議論されていること。
Q．東京大学の工学部は世界ランキングで 7 位と高いレベルにも関わらず、機械工学系
の博士課程への進学率が極めて低い。「博士課程に進む」という進路が、所謂「普通
の道」ではないのなら、優秀な人(大学側が残ってほしい人)が修士で卒業してしまい、
却ってそれほど優秀ではない人が大学に残る、というようなことも起きていると思う。
そうすると、企業の採用担当者が「博士課程卒業者よりも修士課程卒業者の方が優秀
なので修士課程で十分」と判断してしまい、修士課程で卒業した方が結果的には良い
就職先となる、というような悪循環が続くのではないか。
A．確かに博士課程に就職する 10％の学生が、必ずしも成績上位者 10％とイコール
というわけではない。但し、博士課程に進学する以上は、しっかりと社会や研究
の世界で通じるような人材を育てようというのが大学側のスタンス。
Q．産学連携教育について、研究インターンシップや Project Based Learning は正規の
カリキュラムか。
A．正規のカリキュラムにした。必修ではなく選択。
Q．出前授業は工学系研究科が受けて行っているのか。
A．学会からの斡旋で行っているのか、研究室の先生が直接受けて行っているかと
いうところまでは分からないが、研究室単位で行っている。
Q．人気のある専攻というのは時代によって異なるのか。
A．東大では、学生が世の中の動きに敏感なので、ニュースで「特定の業界が悪い」
ということが流れると、その業界に関連する分野を避けるようだ。

（３）意見交換
○2 次元の図面を書く機会
・当社の技術者で、2 次元の図面が書けないという者が多い。
・確かに、CAD を使った作業がメインなので、2 次元での図面を書く機会は少ないか
もしれない。
○博士課程への進学率
・博士課程への進学率は海外のトップ大学と比べて異様に低い。海外では、博士課程
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まで進むことが当たり前で「ついて行けないから」修士で卒業する学生が多いよう
に思う。日本の場合は、博士課程を目指して修士に進学するのではなく、
「一先ず修
士」という風潮があり、始めから博士を目指す人が少ないので、博士課程への進学
率が低いのだと思う。
○修士課程卒業者と博士課程卒業者の違いと企業の採用
・修士課程を卒業しただけでは、「指導官に引っ張ってもらってなんとか研究を形に
した」という印象。博士課程卒業者は「自分で課題を見つけて、解決方法を考えて、
解決する」というところまで 1 人で出来る。世間では「博士課程卒業者は扱いにく
い」などと言われているようだが、企業の方でも博士課程卒業者を採用するメリッ
トにもっと目を向けるべきだと思う。
・当社の研究所にも博士課程出身者はいるが、自力でひと通り研究を組み立てた経験
があるわけなので、
「自ら課題を見つけて解決する」ことを期待している。博士課程
への進学率が低いということだが、当社の場合は経験がなくても見込みがあれば修
士の段階でも採用して育てている。
○博士課程への学位付与
・日本の大学の博士課程は、学術面の成果さえ得られれば学位を付与しているが、リ
テラシーやコンピテンシーなど社会から求められるものも加味したうえで、学位を
与える仕組みに変えて行かなければならないと思う。但し、教員として大学に残っ
ているのは学術面での評価を得てきた方たちなので、産業界の声というよりも学術
面に重きを置きがちなのが現状。
・当社に関係のある大学の(論文)公聴会に参加することがあるが、研究が終わってか
らではなく、途中の段階で意見を述べられる機会があればと思う。
○集中力発揮の期間があること
・修士・博士で何を身につけるかということについてだが、重要なのは、「集中力を
発揮して取り組んだ期間があるか」ということだと思う。多少無理矢理であったと
しても集中力を発揮した期間があれば、その後にオリジナルの研究を行うときに活
きてくる。
○カリキュラム編成上の問題
・日本の大学の問題点の 1 つに、複数の異なる科目を同期間に履修しなければいけな
いという点がある。東工大のような、短期間に集中して 1 つのカリキュラムに取り
組めるカリキュラムは、そのような問題をクリアしているように思う。
○勉強することに対するインセンティブの低下
・大学で学ぶこと、勉強をがんばることに対するインセンティブが低下しているよう
に思う。例えば、東大や東工大のように、大学に入ってからの成績順で行きたい専
攻に進めるか決まるのであれば、学生もしっかり勉強すると思う。何らかのインセ
ンティブがなければ、自発的に学習を促すことは難しいだろう。
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○学科の人気・不人気
・東大では、学科の人気不人気があるので、確かに人気のある学科には優秀な学生が
多い。学生からの人気を得るために、研究内容や教育内容を積極的に PR している。
専攻の OB を企業から呼んで講演してもらったりもしている。
○人気度と高度な専攻とは一致せず
・人気のある専攻が必ずしも高度な専攻だとは限らない。前に勤めていた大学で 1 学
科制を採用していた。生物や化学といった人気のある学科に優秀な学生がいき、物
理や数学に来るのは「物理や数学は苦手だが、他に選べる学科がない」という学生
が大半だった。
○「機械」に夢を抱くような環境づくりを
・航空宇宙関係は昔も人気があった。学生は「どの分野に夢があるか」ということに
敏感なように思う。戦後は、軍事製品のような機械へのあこがれがあって、機械工
学の人気も高かった。学生がまた「機械」に夢を抱くような環境を機械学会はつく
っていくべきだ。
○今の機械工学と４力学
・東大の大学の教員で 4 力学のどれかを専門に行っている方はほとんどいない。ある
程度近い分野を研究している教員が学生に教えている。 今の機械工学は「4 力学」
で分類することが難しい。機械工学の幅も広がってきているので、卒業生の進路も
様々。機械系の企業に就職する学生は意外に少ない。かなり先端的な分野では、4
力学というより化学に近いところもある。
○機械工学の位置づけ
・機械の中に化学が入り込んでいる時代。機械工学は「化学や物性物理の原理を利用
した装置を作る『仕上げの段階』」を担当する位置づけになっている。機械工学自体
が原理の主役になるのは難しい時代なのかもしれない。
○基本的原理集中学習の重要性
・先ほど「集中力を発揮させる期間があったかということが重要」という話があった
が、工学教育においても同様だと思う。基礎的な数学・物理でも良いし、電磁気学・
熱力学のような上位の科目でも良いが、基本的な原理を集中してしっかり押さえて
おけば、そこからの応用がきく。基礎をしっかり身につけずにいきなり応用的な先
端のテーマを学んだ場合、同じテーマを一生続けるなら問題ないが、企業に入って
から他の分野を担当することになった際に全く応用がきかない。
・博士課程出身で研究をデザインする実力があったとしても、幅広い応用力がなけれ
ば意味がない。後々の人生を考えても、研究としての成果を確かなものにするうえ
でも、2 年間ほどの間、みっちり基礎を身につける時間があるべきだと思う。
・現実問題、世の中ではいろいろな人材が求められているので、
「A という大学では数
学と物理に力を入れて徹底的に教えている」、
「B という大学では数学と物理の教育
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はほどほどだが、社会スキルのある人材を育てる教育もしている」という程度の多
様性はあっても良いのかもしれない。但し、理系技術者の場合は「応用的な展開を
していくうえで必要な数学・物理の基礎」をある程度身につけている必要があるの
だろう。
○基礎をどの位身につけるかの配分の重要性
・どの基礎をどのくらいの割合で身につけるかという配分も重要。世間で求められて
いるのは数学・物理だけではない。仮に、数学・物理の基礎をさらに強化するので
あれば、(基礎は教養課程で学ぶので)教養課程のどこかのカリキュラムを減らさな
ければならない。
○物理と物事を考える力の修養機会・インセティブ
・物理という学問は本質をつかまえてしまえば、覚えることが少なく、ある意味楽な
学問。企業としては、公式を覚え込んでいる学生を採用したいわけではない。効率
的に「物事を考える力」を身に付けた学生に期待している。例えば、
「熱力学をきち
んと理解して身につけている」のなら良いが、
「熱力学の公式を覚え込んで使いこな
せる」というのでは問題だ。大学側には、学生に物事を考える練習をする機会とモ
チベーションを与えてほしい。
・東工大がレクチャー・ラボ統合授業を行っているのは、座学の講義では覚え込んで
しまって、考える力が育ちにくいからだ。
・
「覚え込むよりも考える方が良い」
、つまり「忘れない・応用がきくという点でイン
センティブがある」、ということを学生に気付かせる機会を与えてほしい。
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第３章 海外調査
（１）．背景と目的
現在、日本国内では、理科離れ、理数離れ、製造業離れが問題とされている。これらの問題
において、大学などの高等教育機関の果たす役割は大きいと考えられる。昨年は大学教育の前
段階として、後期中等教育である高等学校における「物理を中心とした理数系教育」について
俯瞰してきた。今年度は、日本の高等教育における理数系教育システムを見直す一つの手がか
りを得るために、海外の高等教育機関において理科離れなどの問題にどのように対応している
のか、具体的には入試制度を介した高校・大学間の接続の問題や入学後の学生に対する一般教
養としての理数系教育システムの制度設計の考え方とその運用について、訪問調査を実施する
ことになった。
調査目的は以下の４点を明らかにすることである。

・理数教育の方針・特徴
・教養課程に相当するカリキュラムにおける物理教育の位置づけ
（カリキュラム編成の考え方）
・学生の自習支援制度
・入学試験制度の概要（と選抜方法変更の背景）

（２）．訪問先
訪問先選定にあたり考慮した点は、大学教育について話題となるような材料があること、
ベースとなる教育に対する考え方や制度が我が国とそれほど大きな隔たりが無く、比較し
やすいこと、米国型大学教育に範を取っている場合にはその導入過程や導入の考え方が参
考になりうることなどである。このような観点から候補として絞り込まれたのが最終的に
は韓国とシンガポールであった。
韓国には近年急速に国際的評価を高めつつある大学があり、また、シンガポールには米
国著名大学との連携プロジェクト8を進めている大学がある。しかしながら後者には現地
調査の実行可能性の点において不透明な点を指摘する情報などがみられ、今回は断念する
8

この連携プロジェクトとして次の２つが挙げられる。①The Singapore-MIT Alliance (SMA)、
②.Yale-NUS College ：①は 1998 年に創立されたマサチューセッツ工科大学 (MIT)とシンガポール国立
大学 (NUS) 及び 南洋理工大学(NTU)との間の国際連携プロジェクトであり、世界最大の双方向遠隔教
育構想である。②は 2009 年以来、イェール大学とシンガポール国立大学は、21 世紀に相応しい学部教
育の在り方を探って来たが、その成果として創立した大学である。狙いはグローバル経済下で必要とさ
れるプロフェッショナルとしての「ズームイン・ズームアウト」能力と称される専門性を涵養すること
である。この専門性は、多様な学問を研究し、異文化間で働くことによって身につけることができると
される。
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ことになった。韓国の大学では比較的歴史が新しく、且つ、急速にその国際的プレゼンス
を上昇させてきた大学という観点から POSTECH と KAIST の 2 大学を選定することにし
た。
両校ともに歴史は浅いが POSTECH はアジアランクで第 5 位、世界ランクで 50 位、
KAIST もアジアランク第 10 位、世界ランク 68 位と上位を占めている。ちなみに日本勢
ではアジアランク第 10 位以内の大学は東大と京大のみであるのに対し、韓国はソウル大
がランクインしており、併せて 3 校がベストテン入りを果たしている。
参考：国際ランキングにおける両大学の位置づけ
ⅰ．タイムズ世界大学ランキング
アジアランキン
グ
1

世界ランキン

大

グ

学

名

東京大学

27

国
籍

ランキング総
合点

日本

78.3

シンガ
ポール

77.5

2

29

シンガポール国立大学

3

35

香港大学

香港

75.6

4

46

北京大学

中国

70.7

5

50

POSCTECH

韓国

69.4

6

52

清華大学

中国

67.1

7

54

京都大学

日本

66.8

8

59

ソウル大学

韓国

65.9

9

65

香港科学技術大学

香港

64.4

10

68

KAIST

韓国

64.0

13

128

東京工業大学

日本

53.7

15

137

東北大学

日本

53.1

17

147

大阪大学

日本

52.0

出所：TIMES HIGHER EDUCATION RANKING 2012～13 の「アジアのトップ大学ランキング」
を元に、NSRI 作成
注：このタイムズと QS のランキングが異なるのは、評価手法がそれぞれ異なるためである。また、
ＱS では世界ランキングとアジア内ランキングのそれぞれの評価手法が更に異なっているため、
アジア内ランキングの順序と世界ランキングの順序が不整合になっている。ちなみにそれぞれの
評価手法は以下のとおりである。

タイムズ高等教育ランキングの評価手法
評価の柱

ウェート

学習環境としての教育指標

30%

研究の量と収入・評判からみた研究指標

30%

研究の影響力としての引用度

30%

イノベーションの成果としての企業受託収入

2.5%
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スタッフ、学生、研究の国際化度合い

7.5%

ⅱ．ＱＳ世界大学ランキング
世界ランク
(アジア内）
33 （１）
25 （２）
23 （３）
37 （４）
40 （５）
44 （６）
63 （７）
30 （８）
97 （９）
35 （10）

大学名

国 / 地域

香港科学技術大学
シンガポール国立大学
香港大学
ソウル国立大学
香港中文大学
北京大学
KAIST（Korea Advanced Institute of Science and Technology

東京大学
POSTECH(浦項工科大学)
京都大学

香港
シンガポール
香港
韓国
香港
中国
韓国
日本
韓国
日本

ＱS 世界大学ランキングの評価手法
評価の柱

ウェート

世界識者調査による学術的評判

40%

世界識者調査による企業からの評判

10%

教員１人あたり論文引用件数
（サイバース・スコーパスベース）

20%

教員／学生比率

20%

海外からの留学生の比率

5%

外国人教員の比率

5%

ＱS アジア内大学ランキングの評価手法
評価の柱

ウェート

世界識者調査による学術的評判

30%

世界識者調査による企業からの評判

10%

教員１人あたり論文発表件数
（サイバース・スコーパス ベース）
教員１人あたり論文引用件数
（サイバース・スコーパス ベース）

15%

教員／学生比率

20%

海外からの留学生の比率

2.5%

外国人教員の比率

2.5%

受け入れる交換学生の比率

2.5%

派遣される交換学生の比率

2.5%
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15%

総合
評点
78.3
77.5
75.6
70.7
69.4
67.1
66.8
65.9
64.4
64.0

（３）．訪問日程と面談者
１）．平成２４年１１月２６日
16:00～18:00

POSTECH で下記の鄭教授にインタビューを実施

Prf. Yoon Hee JEONG
物理学部長、シカゴ大博士、電子スピン科学センター長
Professor of Physics and Chair,
Pohang University of Science and Technology
Pohang, 790-784 S. Korea
[Tel] +82-54-279-2078
[Fax] +82-54-279-8056
[Email] yhj@postech.ac.kr
[HP] http://amos.postech.ac.kr

２）．平成２４年１１月２７日
13:30～17:00

KAIST で下記の鄭教授にインタビューを実施。その間、交互に数

学科のテク教授、物理学科のアーン准教授、入学査定関係者、ICT 教育の関係者との
インタビューを実施。また、ICT 関連教育担当者と鄭教授からは学内の紹介並びに
ICT の最新設備を具備した専用教室とその活用法などを実地に見学する機会を得た。
Prf. Hawoong

Jeong

KAIST-Chair Professor/Head of Physics Department
Department of Physics & KI for BioCentury
Korea Advanced Institute of Science and Technology
Taejon, 305-701 S. Korea
[Tel]+82-42-350-2543
[Fax]+82-42-350-2510
[Email] hjeong@kaist.edu

（４）．訪問者
大阪大学 大学院工学研究科 機械工学専攻
日鉄住金総研株式会社

経済産業調査部

（５）．調査内容
１）．概要
ⅰ．名称、住所、地図、アクセス
ⅱ．沿革
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教授
参与

久保司郎
主席研究員

氏
山藤康夫

ⅲ．建学理念（理数教育の方針・特徴、目指している理科教育と、その取り組み状況）
ⅳ．基本統計（教員当りの生徒数など）
２）．特長
ⅰ．特長のポイント、特別法
ⅱ．外部評価、ランキング
３）．教育環境
ⅰ．奨学金
ⅱ．学生の自習支援制度
ⅲ．産学官連携の取り組み
ⅳ．教育と研究のバランス
４）．教育内容
ⅰ．カリキュラム内容
ⅱ．学部教養教育
５）．国際化環境
ⅰ．ダブル学位
ⅱ．英語講義
ⅲ．留学生の募集について
ⅳ．海外インターンシップ
６）．入学選考制度
ⅰ．入学選考方法の概要
ⅱ．選抜方法変更の背景と狙い
ⅲ．入学選考の実際
７）．卒業後の進路
８）．その他
入手資料など

１. KAIST
（１）．概要
１）．概要9
①． 名称
Korea Advanced Institute of Science and Technology
略称：KAIST

9

韓国の国立大学

KAIST の HP,及び、現地での入手資料 2009～10 KAIST BULLETIN などから日鉄住金総研作成
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②． 住所、地図、アクセス
291 Daehak-ro (373-1
Guseong-dong), Yuseong-gu,
Daejeon 305-701, S.KOREA
大田広域市儒城区大徳に所在、
ソウルからは高速バスの便があ
る。
キャンパスは大徳のほかにソ
ウル市東大門区洪陵にもある。
[Tel] +82-42-350-2114
[Fax] +82-42-350-2210 (2220)

③． 沿革
1971 年

韓国初の政府援助による科学技術分野のみの専門大学院 KAIS(Korea
Advanced Institute of Science)創立で、韓国人技術者、米国留学経験のある
科学者が創業に携わった。KAIS は特別法の元、ソウルに創立された。特別
法の目的は「高い質の科学技術者を韓国の産業化のために育成すること」で
あった。

1981 年

KIST(Korea Institute of Science and Technology)と統合され、韓国科学
技術院 KAIST となる。

1989 年

KIST と KAIS は分割され、KAIS はその後、政府資金による科学技術大
学院の KIT(Korea Institute of Technology)と統合した。KAIST はこの年、
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ソウルから 140km 離れた太田市へキャンパスを移転。
1992 年

米国の高等科学教育評価研究機関である ABET が、KAIST の学士課程を
米国の上位 10％のトップ高レベルの水準と評価。

1995 年

朝鮮日報の大学ランキングで韓国国内の大学において第 1 位を獲得。その
後、1998 年から 2001 年の 4 年連続で第 1 位を獲得。

1999 年

アジアウィーク誌でアジアの科学技術大学第 1 位に選出される。

2006 年

タイムズ社(The Times Higher Education)の大学ランキングにおいて、世
界の技術分野で 37 位、科学分野で 82 位となる。

2008 年

システム・ソフトウェア工学誌で世界のトップシステム工学研究施設にノ
ミネートされる。

2009 年

情報通信大学と統合。

Ｑ. ＫＡＩＳＴの歴史に対する認識は？
A.

1970～80 年代に設立された当時は、産学の発展めざましい時期であり、その発展

を後押しするような学術研究者と技術者を輩出する大学として設立された。学業自体
を優先するためなるべく優秀な教授をそろえ、学費と生活費を支援することによって
優秀な学生を集めことにした。
入学者は、設立当初は一般の高校生が中心だったが、80～90 年代に科学高校の制
度が新たに導入されてからは科学高校の出身者が入学してくるようになった。現在は
凡そ 60～70％がこの科学高校(非英才高校)の出身で、科学英才高校の出身者は 10％
未満である。
なお、一般の高校生は全ての教育科目を学んで勉強してくる。一方、科学高校は
科学中心の教育を受ける。科学英才高校は大学 1 年のレベルを終えた状態で入学して
くる。

２）．建学理念
理数教育の方針・特徴、目指している理科教育と、その取り組み状況
KAIST が他大学と最も異なる点は、1971 年に特別法によって創立されたという点
である。この法律によって、韓国において科学・技術を発展させるための科学者・技
術者を養成すること、国家政策に基づく研究開発の促進と国家規模の研究と産業を支
援することを目的とした、韓国初の科学技術分野における研究志向の大学院が設立さ
れた。
また、1981 年には学士・修士・博士の各学位における科学技術分野の優秀な学生を
教育し、研究させるシステムを確立した。この結果、科学技術分野の技術革新に大い
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に貢献し、国際競争力の改善にも大いに役立った。特に、先進科学・技術において最
先端研究を生み出すモデル機関として貢献したほか、ベンチャー企業の誕生の地にも
なった。
この特別法のお陰で、KAIST は他大学のように文部当局による直接承認やカリキュ
ラムに対する要請からは独立して、自律的で柔軟な学術教育体系を整備することがで
きた。KAIST には「開かれた専攻制度」があり、学生が自分の適性を見極めて専攻学
科を 決めるまでに 3 学期の猶予が与えられる。
2007 年に発表された KAIST Innovation in 2007 をみると、競争力強化にむけた 5
カ年成長計画を発表し、2011 年までに科学技術大学の世界トップ 10 入りを目指すと
されている。そこにみられる具体的な施策は以下のとおり。
KAIST Innovation in 2007
１．生徒一人当たりの教員比率を 6：1 にするため、フルタイム教員を増員。
２．学部の入学者の上限を 2013 年までに 4 千人に引き上げる。
３．学部の自主的で相互協力的な研究機能を強化するため、学部中心のシステム、境
界無の研究システムを整備。
４．研究能力の拡大と学術的研究領域を強化するため、KAIST 研究所を創設。
５．教員在職制度の見直し。
６．世界レベルの成果を生み出す研究への動機づけのため、特優教授を任命。
７．全ての授業を英語で。
８．同時最適化教育の強化。
９．二重学位の慫慂、多様な教育機会の提供（ジョージア工科大、カリフォルニア・
サンタバーバラ大学、清華大学、東工大、その他ヨーロッパのトップ校と）。
10．7 年間で 10 億ドルの資金集め。
KAIST Innovation in 2007 に引き続いて KAIST, Top in the 21st century が打ち出
されている。これは 2008 年に次の５カ年計画として 21 世紀におけるトップを目指そ
うという KAIST の意志を表したものである。この計画には次の２つの大きな柱立てが
用意されている。
KAIST, Top in the 21st century
①新しい学科と学部を創設
指導プログラムとカリキュラムを大きく変更することによって、21 世紀において
重要性を増す科学技術分野をカバーしようというもの。
・４学部 16 学科から、6 学部、19 学科へと再編入
・２学部（生物生命科学、情報科学技術）
・３学科（ナノテク・ナノサイエンス、海洋システム工学、インテリジェント
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サービス工学）
②新しい研究プログラムを実行
・持続可能なエネルギー、環境、水資源
・ハイリスクハイリターンな研究を行う研究者への支援
・優秀な学生と国際競争力のある学術環境の両方が入手可能に

Ｑ. ＰＯＳＴＥＣＨとＫＡＩＳＴの違いは？
A. POSTECH は KAIST を範として作られた大学であるため、KAIST と似ているとこ
ろは多い。

３）．基本統計（教員当りの生徒数など）10
１．教員陣総数：７０１名（２００８年２月末現在）
フルタイム教員
フルタイ
ム
教員

客員教
員

447 名

68 名

パートタイム教員

研究教
員

小計

実習教員

46 名

6 名

567 名

講義教員

名誉教
員

小計

合計

94 名

40 名

134 名

701 名

２.外国人教員数：１００名（２００８年２月末現在）
フルタイム教員
フルタイム
教員
24 名

パートタイム教員

客員教
員

研究教
員

実習教
員

38 名

15 名

2名

小計
79 名

講義教
員

名誉教
員

講義教
員

11 名

4名

6名

小計

21 名 100 名

３.学生数、２００８年２月末現在）
1. 学生数 合計

8,217 名（うち学部生 3,586 名）

2. 外国人生徒数合計

274 名（うちアジアが 228 名、83.2%）

４.財務データ（２００７年）
2007 年の財務データをみると、収入と支出の構成は以下のとおりである。
2007 年支出（百万米ドル）

10

2007 年収入（百万米ドル）

運営費

95（24％）

政府援助

124（31%）

研究費

132（33%）

受託研究

128（32%）
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合計

教育費

123（31%）

寄付・その他

145（37%）

BK21
グローバリゼーシ
ョン事業費

18（5％）

収入計

397（100%）

29（7%）

５.キャンパスの面積
ソウルキャンパス

太田キャンパス

敷地面積

109,980m2

1,140,535 m2

建物面積

62,066 m2

361,894 m2

（２）．特長11
１）．特長のポイント
KAIST は韓国初の科学・工学の教育・研究に特化した大学院として創立された。特
別法によって政府資金が投入され、多くの韓国人技術者、米国への留学経験のある科
学者が創立に携わった。理論と応用研究の両方を重視しつつ、R&D の中長期国家・国
際プロジェクトを担う中心的存在となっており、全授業がほぼ英語で行われている。
教育システムをみると、以下の諸点がポイントとして挙げられている。こうしたメ
リットの多くは KAIST が特別法によって設立されているために生じている（現地ヒア
リングにより確認）。
 自律的、柔軟な教育制度（特別法のメリットと考えられる点の一つ）
 政府の指導要領遵守を免除されている（特別法のメリットと考えられる点の一
つ）
 独自のカリキュラムと入試制度（特別法のメリットと考えられる点の一つ）
独自のカリキュラム
 「開かれた専攻制度」として専攻を決める前の 3 学期間様々な授業を受け
ることができ、専攻を決めた後でもいつでも変更可能。
 大学院の早期修了制度として修士博士統一課程の導入。
独自の入学選抜制度の全国に先駆けた導入
 韓国初の無試験入学審査を導入。学力試験の代わりに高校の総合的な成績
で選抜。
 数学、科学、教師の推薦状、研究計画書、志望動機書、その他特技等の実
技試験で選抜する制度。
 SAT（Scholastic Assessment Test:大学進学適性試験）の成績は重視せず、

11
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個性、責任感、創造性を最重要視した入試政策へと変更しつつある。
 こうした多面的で柔軟な選考方法により、多様な個性を持つ学生の獲得が
可能になっている。
 学士、修士、博士課程において全ての生徒が奨学金を利用可能
 博士課程の学生は兵役免除
 希望者全員入寮が可能

Ｑ. 特別法の意味合いは？
A.

本学には特別法が適用されるので、韓国の文科省にあたる教育科学技術部の指導
命令を受ける必要がない。その特徴の一つが、定員を設けていないというようなとこ
ろに現われている。ソウル大は科ごとの定員が決められているが、自由度が高い
KAIST にはない。大学全体の定員は決められているが、内部の科・専攻の垣根は
KAIST が自由に決められる。前年度の実績を勘案して大学内部で決めることができ
る。
大学院については全体の枠のみ決められている。院生は科・専攻を決めた上で入学
してくる。それによって毎年科・専攻の配分を見直している。

２）．外部評価、ランキング12
KAIST の外部評価としてタイムズ高等教育ランキングとＱS 世界大学ランキング
による 2012 年発表の評価をみてみると前者では世界で 68 位（アジア内で第 10 位）
、
後者では世界で 63 位（アジア内で７位）となっている。前者では POSTECH に劣後
しているものの後者では上回っている。

ⅰ．タイムズ大学教育ランキングによるランキングとアジア内ランキング
世界ランク
（アジア内）

27
29
35
46
50
52
12

（１）
（２）
（３）
（４）
（５）
（６）

大学名
東京大学
シンガポール国立大学
香港大学
北京大学
POSTECH(浦項工科大学)
清華大学

国 / 地域
日本
シンガポール
香港
中国
韓国
中国

総合評
点
78.3
77.5
75.6
70.7
69.4
67.1

大学ランキングについては Times Higher Education 社と QS 社（Quacquarelli Symonds
Ltd.）のそれぞれの HP から日鉄住金総研作成
TIMES: http://www.timeshighereducation.co.uk/
QS: http://www.topuniversities.com/
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世界ランク
54
59
65
68

国 / 地域

大学名

（アジア内）

（７） 京都大学
（８） ソウル国立大学
（９） 香港科学技術大学
（10） KAIST（Korea Advanced Institute of Science and Technology

）

日本
韓国
香港
韓国

総合評
点
66.8
65.9
64.4
64.0

ⅱ．ＱS 世界大学ランキング
世界ランク
（アジア内）
33 （１）

国 / 地域

大学名
香港科学技術大学

25 （２）

シンガポール国立大学

23
37
40
44
63
30
97
35

香港大学
ソウル国立大学
香港中文大学
北京大学
KAIST（Korea Advanced Institute of Science and Technology
東京大学
POSTECH(浦項工科大学)
京都大学

（３）
（４）
（５）
（６）
（７）
（８）
（９）
（10）

香港
シンガポ
ール
香港
韓国
香港
中国
韓国
日本
韓国
日本

総合
評点
78.3
77.5
75.6
70.7
69.4
67.1
66.8
65.9
64.4
64.0

（３）．教育環境
１）．奨学金13
奨学金については、様々なタイプが用意されており、それぞれ選抜基準、支給額など
が異なる。HP をみると、以下の種類が掲載されている。
奨学金
学科優等奨学金

選抜基準
学科首席(1 人)
学科次席と成績優秀(3 人)

成績優秀奨学金

学科選抜

奨学金

13

支給額
(単位：ウォン)
250,000／月
200,000／月

春学期と秋学期の成績優
秀者(IT 経営学科、情報通信
工学科のみ)

400,000／学期

学科／専攻別の自主基準

200,000／月

備考
直前学期の成績基準。15 単位以上取
得要件(成績優秀奨学金対象者を除く)
直前期教科科目 18 単位以上、成績 3.7
以上(既存の在校生卒業後廃止)
直前学期 15 単位以上、成績 3.3 以上

に基づき選抜

を継続維持する場合に支給(2010 年から

学科／専攻別に 4 人以内
を、学科の決定時期である
2 年目 2 学期に選抜

選抜廃止、学科最優秀成績奨学金に置き
換え既存の奨学生は引続きサポート)

KAIST の HP から日鉄住金総研作成
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家庭の事情困難
者
家庭の事情困難
者の奨学金 2

教職員遺族の奨
学金
学生自治団体の
幹部奨学金
公費奨学金

基礎生活受給者と家庭の
事情が極めて困難な者(30
人以内)
学業成績が振るわない、
家庭の事情が困難な者(基
礎生活受給者、次上位階層
対象者)
親が本学の教職員で在職
中に死亡した者の子ども
学生自治団体の幹部とし

大統領科学奨学金や国の

秋学期入学者と 2+3 融合
学士課程入学者を含む

勤労奨学生

学士学生

修士学生

月 20 時間以上の義務労働条件

既成会費全額

直前学期の成績 2.1 以上、2.49 以下

既成会費の差額

直前学期の成績 2.5 以上(将来ドリー
ムと希望ドリーム奨学金申請者)

200,000／月

60～40 万／学期

総学生会長と幹部(大学院を含む)

既成会費／学期

直前学期 12 単位以上、評価 3.3 以上

て活動中の学生

奨学金(理工系)

勤労奨学生

300,000／月

【一般】席は博士 12 カ
月・学士 8 カ月、月 25 時間
まで、8,000／時間
【特別】8 カ月、月 25 時
間まで、10,000／時間(努力
奉仕)
在校生全員(毎年入学年
度に学生にカードを支給
し、残りの期間は現金支給)
国費就学生

入学後最初の
学期は国の奨学
金(理工系)の
50％を支給し
て、2 学期から国
家奨学金(理工
系)の基準と同じ
ように適用

またはパーセンタイル 85 点以上取得時
に継続支給
※灌頂イジョンファン奨学金、サムス
ン奨学金など他の校外の奨学金の重複
需給禁止(奨学生資格の喪失および中間
評価制度(2+2 制度)：国の奨学金(理工系)
基準の適用)

200,000／月

全課程(修士・博士課程を含む)

250,000／月

学士課程

135,000／月

年次以内(8 学期)サポート
毎月 1 日支給

265,000／月

年次以内(8 学期)サポート
毎月 1 日支給

２）．学生の自習支援制度14
KAIST では学生の受講能力の向上や学生間のレベルを揃えるために、学部に合格した
高校生向けに自習制度が用意されている。HP の「合格者のためのプログラム」というの
がそれに該当する。主な内容は３つに分かれており、1 つ目は数学・科学教育に関するも
の、2 つ目は英語教育に関するもの、3 つ目はプログラミング教育に関するものである。
１．数学・科学教育～Bridge Program（BP）
BP つまりブリッジプログラムと呼ばれる教育システムは、通常の講義を受けるために
必要な基礎学力をカバーしており、帰国子女や外国人の生徒が大学講義で必要な基礎学

14
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力・スキルを身につけられるようにしている。また、学部 1 年生にもオンラインで提供
している。

・「学校長推薦選考」を使って最終合格した一般高校出身の入学予定者 150 人
向けに、2010 年度に初めて開設された講義。
・入学前に実際の大学の授業を一学期分事前に受講することで、入学後、一般
物理学、微積分、一般化学等の正規科目を充実させていけるように支援。
・開設科目は大学数学、大学物理、大学化学の 3 科目、各 3 単位建ての講座。
入学予定者が自由に選択受講（物理と数学は講義のほかに実習もあり）。
・KAIST は 3 つの科目の授業動画コンテンツを制作し、オンラインで提供。
・KAIST のホームページにアクセスして目的の講座を受講。
・履修科目は、自由選択科目として単位と成績が大学入学後に認められる。
・科目によっては、クイズと課題が与えられる。中間考査と期末考査は週末を
利用して KAIST のキャンパスで実施。
・農山漁村と低所得層の子供たちは、受講料が免除される。
２．英語の集中教育
・寮合宿で 1 ヶ月間英語の集中訓練。
・外国人学生メンター指定運営。
・学部課程への入学予定者を対象に 4 週間実施。
・主なプログラム内容
－正規語学講座：Reading＆Discussion、Writing、Presentation
－選択科目：Conversation、Writing、Presentation 分野
－クラブ活動：英語関連サークル活動
・教員
－正規講座と選択科目担当：KAIST と他大学に在職中の外国人教授
－クラブ活動担当：KAIST 在学生
・奨学金制度を通じて特定の学生に受講料全額支援
・特徴
－英語で行われる講義プログラム
－個々の受講生のレベルとニーズに合わせてカスタマイズされた英語教育
－密度の高い英語集中学習を通して自信を培養
－外国人教授たちによる正規授業およびプロジェクト活動
－グループリーダーとの英語学習
３．プログラミング教育
・学部課程への入学予定者を対象に 2 週間実施。
・Python プログラミングの基礎を固め、応用に向けた実力を涵養。
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・入学後の CS101 科目(コンピュータサイエンス 101)への適応度を高める。
・教育内容
－Introduction to Python
－Data Type
－Flow Control
－Flow Control Exercises
－Function
－Function Exercises
－Module
－File Handling
－Object Oriented Programming
－Review

３）．教育と研究のバランス15
１．フルタイム教員数の増加
2008 年現在 463 人のフルタイム教員数を 2010 年までに 700 人に増員することを目標
としている。増員により、教員：学生の比率を 9.8：1 から 6：1 へと引き下げる。
KAIST は 2006 年から 2008 年の間で新たに 76 人の教員を採用した。そのうち 12 人
は外国からの招聘組である。例えば、Mary Kathryn Thompson 氏は本校で初めてのフル
タイム外国人女性教員となった。

２．入学定員の引上げ
2010 年までに毎年 100 人ずつ大学の入学者の定員を引き上げる予定。
これにより 2013
年までに 1,000 人の外国人学生を含め、入学者を合計 4,000 人増やすことになる。大学院
の入学者数も増加させる。KAIST の 2008 年の大学入学者数は 50 人の外国人学生を含め
て 860 人であった。
３．終身在職権システムの改善
Suh 学長主導のもと、KAIST は全教員が起用されてから 8 年以内に終身在職権の審査
を受けるように規則を変更した。現行規則では「フルタイムの教員として採用されてから
最短でも 7 年後に」とされている。終身在職資格を獲得できなかった教員は、契約更新が
できなくなる。この新制度は優れた教員の確保のために必要である。終身在職権によって、
教員は定年の 65 歳まで指導と研究に集中することができる。

15
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４．特優教授制度
KAIST では、優秀な研究成果を出した教員を「特優教授」に任命し、定年退職年齢の
延長を含めた優遇を受けられる特優教授制度を導入する。このシステムによって教員の研
究活動が促進されることが期待される。

５．中核研究への徹底的なサポート
Suh 学長は汎用的で、影響力が強く、技術革新が見込める分野の研究を奨励している。
7 つの KAIST の研究施設（KIｓ）は、国際競争力の中核的な分野にある研究を集中的に
支援するために設立された。約 13,200 ㎡の床面積を有し、設立費用は 200 億ウォンであ
った。
KIｓは、バイオセンチュリー、情報技術、複合システムデザイン、エンターテイメン
ト工学、ナノセンチュリー、エコエネルギー、都市空間システム、光学科学技術などを扱
っている。特定の学際的分野への取組みに注力することで生み出された研究が、KAIST
の世界的な認知度を向上させると期待されている。

６．授業料制度の改正
GPA16の成績が悪い生徒には授業料の一部またはすべてを追加徴求することになった。
GPA が 2.0 以下の場合毎年 1,500 ウォン全額を、2.0~2.99 の場合は一部を追加徴求する。
一方、GPA3.0 以上であれば授業料の全額を奨学金で受け取れるようになる。

７．設計・総合教育の重視
設計・総合教育は、分析スキルに長けているが総合的なスキルの向上が必要な学生向
けに強化されつつある。設計・総合教育は選択コースとして提供されている。2007 年の
秋に開始され、2008 年から義務化された。
８．人格とリーダーシップ教育の強化17
人格とリーダーシップ教育の強化のために「Culture Activities (CAs)」として知られ
ている多様な文化研修が用意されている。学生の専攻分野以外の多様な領域への興味関心
を刺激するため、多くの研修は学生自身によって企画される。
16

GPA は、Grade Point Average(成績評価値)の略。

17人格とリーダーシップ教育の強化の部分に付いては、”2009~2010
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KAIST BULLITEN“から日鉄

また、「Leadership Mileage」は 2007 年から学部生に提供されている。知識創造のリ
ーダーとして、地域のリーダーとして成長できることが狙いである。人格／リーダーシッ
プコースに出席すると一定のマイレージが与えられる。
例えばキャンパスボランティア、体力的な訓練、リーダーシップの経験などがマイレ
ージの対象となる。マイレージがたまるとそのポイントに応じて銀、金、プラチナ、ダイ
ヤモンドなどと認定され、GPA にも加算される。したがって、授業料の追徴・減額に利
用される仕組みとなっている。21 世紀を担うグローバルリーダーに求められる知識の習
得に役立つプログラムとして慫慂されている。

Ｑ. 研究中心の大学における教育負担とそのバランスは？
A.

KAIST は研究中心の大学だが、このように教育も熱心に行っている。教育のため
に、研究を犠牲にしているということはない。トップ大学なので、新しい試みを行
い、他の大学へ普及していくという役割も担っている。
特別法のおかげで研究と教育の両立が維持できているが、KAIST の自由度の高さを
他の大学が羨望・妬みの眼で見ているのも事実。但し、大統領が変わればまた指針
がどうなるか分からない。今のところ KAIST は自由度が高く、これは長所の 1 つ
だ。

（４）．教育内容
１）．カリキュラム編成の考え方18
KAIST の教育は、
「講義に基づく従来型の教育に加え、問題解決能力と自律的創造的な
研究能力を涵養すること」を目的としている。カリキュラムは学士課程から修士課程、博
士課程まで組織化され、統合化されており、相互に単位認定が行われる。主専攻の属する
学部と主専攻に関連した学部において、各課程の相互認証科目が設けられており、学生が
受講できる。
（2009～10 KAIST BULLETIN p11 Basic Policy of curriculum operation
から）

１．学士課程の開設学科と専攻

18

•自然科学学科

物理学、数理科学、化学

•生命科学技術学科

生命科学、バイオ・脳工学

KAIST の HP から日鉄住金総研作成
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•工科学科
•情報科学技術大学

機械航空システム学部（機械工学専攻、航空宇宙工学
専攻）、建設および環境工学、生命化学工学科、新素材
工学科、原子力、量子工学科
電気電子工学科、電算、産業、システム工学、
工業デザイン学科

※KAIST は学部・学科ごとの入学者選抜を行っておらず、学生は入学後３学期後に学科を選択
する。

２．カリキュラムの構造
General Catalogue2011-2012 English Ver.を元に、学士課程におけるカリキュラムを
みると、以下の表のとおりである。
また、学士課程修了の卒業要件をみると、以下のように掲載されている。
A.卒業必要単位：合計 130 以上
※全科目最大 4.3 点の中での累積平均点 2.0 又はそれ以上
B.一般科目：27 単位及び 9AU(Arbitrary Unit:任意単位)以上
・必修一般科目
－2011 年入学生徒：6 単位及び 9AU
英会話(1)、英語で批判的思考(2)、ライティング(3)、体育
（4AU）、人間性／リーダーシップ（2AU）、倫理と安全
Ⅱ(1AU)、楽しい大学生活(1AU)、刺激的な大学生活(1AU)
・選択一般科目（人間性と社会科学）：21 単位以上
－次の 3 分野から 2 分野で、各 1 科目（6 単位）
人間性、社会、リテラチャーと芸術
C.基礎科目：32 単位以上（2009 年以降の要件19）
・必修基礎科目：26 単位
①物理基礎Ⅰ(3)、物理一般Ⅰ(3)、応用物理Ⅰ(3)から 1 科目
②物理基礎Ⅱ(3)、物理一般Ⅱ(3)、応用物理Ⅱ(3) から 1 科目
③一般物理研究室Ⅰ(1)から 1 科目
④生物基礎(3)又は生物一般(3)から 1 科目
⑤微積Ⅰ(3)又は応用微積Ⅰ(3) から 1 科目
⑥微積Ⅱ(3)又は応用微積Ⅱ(3) から 1 科目
⑦基礎化学Ⅰ(3)、一般化学Ⅰ(3)、応用化学Ⅰ(3)から 1 科目
⑧一般化学実習Ⅰ(1)又は応用化学実習(1)から 1 科目
⑨プログラミング基礎(3)、応用プログラミング(3)から 1 科目
⑩デザインとコミュニケーション(3)、
・選択基礎科目：6 単位以上
科目毎に必要要件は異なる
ダブルメジャーの場合(3)
D.主要科目：40 単位以上

19

2009 年以降の基礎コースの要件のみは「2009~2010
成
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・必修主要科目：19 単位以上
・選択主要科目：21 単位以上
E.選択一般科目：26 単位以上
F.研究科目：5 単位以上
①必修：PH490 学士卒論研究(3)、PH496 ゼミ(2、最大 2 単位)
②選択：PH495 個人研究（最大 4 単位）
G.英語能力卒業要件：
下表を参照↓
iBT
TOEFL

区分
共通能力スコア
共通能力スコア
ヒアリング

PBT
TOEFUL

CBT
TOEFUL

TOEIC

TEPS

IELTS

83

560

220

720

599

6.5

62

371

146

360

359

4.8

General Catalogue2011-2012 に基づく学士課程物理学科の必修・選択・研究別のカリ
キュラム例
区分

科目 No.

科目名

講義：研究
：単位（割当）

学期

PH221

古典力学Ⅰ

3：0：3（6）

春

PH231
PH251
PH301
PH302
PH311
PH351
PH211
PH212
PH222
PH232
PH241
PH252
PH312
PH361
PH391
PH401
PH402
PH413
PH421
PH430
PH431
PH441
PH450
PH462

電磁気学Ⅰ
物理 研究室Ⅰ
量子 力学Ⅰ
量子 力学Ⅱ
熱物理
物理 研究室Ⅲ
物理における数学的手法Ⅰ
物理における数学的手法Ⅱ
古典力学Ⅱ
電磁気学Ⅱ
現代物理
物理 研究室Ⅱ
統計物理
液体物理Ⅰ
光学
原子・分子物理
レーザー光学
コンピュータ物理
非線形知己学
生物物理
物理ソフトマスター
プラズマ物理導入
原子と素粒子
液体物理Ⅱ

3：0：3（6）
0：4：2（3）
3：0：3（6）
3：0：3（6）
3：0：3（4.5）
0：3：2（3）
3：0：3（6）
3：0：3（6）
3：0：3（6）
3：0：3（6）
3：0：3（4.5）
0：4：2（3）
3：0：3（6）
3：0：3（4.5）
3：0：3（4.5）
3：0：3（4.5）
3：0：3（4.5）
3：0：3（4.5）
3：0：3（4.5）
3：0：3（4.5）
3：0：3（4.5）
3：0：3（4.5）
3：0：3（4.5）
3：0：3（4.5）

春
春
春
秋
春
春／秋
秋
春
秋
秋
春
秋
秋
秋
春／秋
春／秋
春／秋
春／秋
秋
春／秋
春
秋
秋
春

必修主要科目

選択必修科目
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PH471
PH481
PH487
PH488
PH489
PH490
PH495
PH496
PH497

研究

3：0：3（4.5）
3：0：3（4.5）
3：0：3（1.5）
3：0：3（3）
3：0：3（4.5）
0：6：3
0：6：1
1：0：1（1.5）
2：2：2（3）

相対性理論
宇宙物理
現行物理研究講座Ⅰ
現行物理研究講座Ⅱ
物理の特別テーマ
B.S．論文研究
個人研究
ゼミ
実験物理の特別テーマ

春
秋
夏
夏
春／秋
春／秋
春／秋
春／秋
秋

３．インターンシップ
インターンシッププログラムは、2008 年春から学生に提供されている。このプロ
グラムによって学生は理論学習に加えて実地体験を経験でき、社会スキルを身につける
機会が得られる。学生は成績評価点で評価され、インターンシップ修了報告書の作成と
企業の評価書によって卒業研究の単位に含めることができる。但し、無申告の学生と 2
年生は卒業研究の代わりとすることはできない。
コース
No.
INT493
INT494
INT495

コース名
国内インターンシッ
プⅠ
国内インターンシッ
プⅡ
国内インターンシッ
プⅢ

単
位

インターン
シップ期間

実施時期

1

4 週間以上

春

2

6 週間以上

春

3

9 週間以上

春

卒業研究単
位への認定
2 単位分追加
で可
1 単位分追加
で可
可

２）．学部教育の内容
Ｑ.学部要件は？
A.

学部での卒業単位は、130 単位以上(GPA は 4.3 評点中 2.0 点以上)が必要である。
一般教養は 27 単位である。基礎コースは、物理 7 単位、生物 3 単位、化学 4 単位、
カリキュラム 6 単位、プログラミング 3 単位などである。主専攻は 40 単位、このう
ち必修 19 単位、選択 21 単位である。

Ｑ.物理学科の授業内容は？
A.

講義も実験もある。必修と選択に分かれるが、必修は春期に多く配置している。院
生が学部生と一緒に受講する科目もある。
2012 年春の授業内容の場合、基礎コースは 11 クラス設置された。基礎コースには、

「物理をきちんと受けてきた人」向けと「物理を軽く受けてきた人」向け、更に「途中
から受ける人向け」が用意されている。専攻には相対性理論と宇宙論、レーザー光学、
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原子・分子物理、計算物理、非線形動学、プラズマ物理入門などがある。講義の他に実
験やセミナー、討論もある。

Ｑ.物理学科の現況は？
A.

物理を高校時代に勉強してない学生が多い。そこで、次のようなクラス分けを行っ
ている。
クラス名

対象となる学生の物理等履修レベル

・college physics

数学・物理をあまり勉強していない学生向けコース

・general physics1

普通に勉強してきた学生向けコース

・general physics2
・advanced physics1

同上
相当勉強してきた学生向けコース

現在は、多様なレベルの学生を受け入れるようになったことから、一番易しい講義
すらついて来ることができない学生も入ってきているので、その対策も行っている。
そのような学生には、ブリッジプログラムを入学前にオンラインで提供し、高校レベ
ルの内容を大学入学前に事前学習させている。学生が希望すれば、試験を受けたうえ
で学点(単位)としても認定できる仕組みになっている。

Ｑ.数学科の現況は？
A.

数学も物理と同様で、レベルに応じた講義を用意している。
＜クラス分け＞
・あまり勉強していない学生向け
・普通に勉強してきた学生向け
・一部、英才学校出身の生徒向け

・大学数学 (微分までのレベル)から受講
・微積Ⅰ・Ⅱ(微積Ⅰ：1 学期向け、(微積Ⅱ：
2 学期向け)
・アドバンストプレイスメント20と似たよう
な制度を用意

微積分Ⅰ・Ⅱは１冊の本になっていて、前の方から順次進めていくが、前半部分ほ
ど易しい内容になっている。
「大学数学」ではこの易しい部分を対象としている。普通
にやってきた学生は「大学数学」の途中からやっていくことになる。
クラス分けについては、入学直後に全員に対して行う「Placement Test(学力査定テ
スト)」の結果をみて、レベルに達していない学生に対して、
「大学数学」の受講を促す
ようにしている。
「微積分Ⅰ・Ⅱ」という科目は全ての数学科の必修になっている。勉
強不足の学生対象の「大学数学」は選択科目として履修させ、そのあと通常レベルの
学生に追いつくことによって必修の微積Ⅰ・Ⅱのコースに移っていく。大学数学の目
20

アドバンストプレイスメントとは、米国で実施されている“高校生向けに提供する大学レベルのカ
リキュラムと試験”。5 段階で評定され、大学での授業をスムーズにするためや生徒の興味に沿った
学習の深化を促すために行われている。韓国では、本制度の導入により海外大学との二重学位取得
や留学がしやすくなった他、奨学金の判断にも採用されている。
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標は、勉強不足の学生が夏休みから微積Ⅰ・Ⅱを始められるようにすることに置いて
いる。

Ｑ.コースナンバーの体系は？
A.

Subject No の３桁の頭が「１」のものは１年生向け、「２」は２年生向けという割
り当てになっており、数字が大きくなると大学院生との共通 No.になる。学部生が院
生向けの Subject No を受けると、院に進学した時の単位にカウントされる。この
Subject No は、KAIST オリジナルであり、年度毎に毎年内容が見直されている。コ
ード体系は以下のとおりである。
Course Code
000

Course

備
---

入学前コース

100
200
300

---

600
700
800
900

---

学士課程

400
500

考

--学部でも大学院でも単位として認定
される科目もある

修士課程

-----

博士課程

---

セミナー、論文、外部研究

Ｑ.講義時間と単位は？
A.

1 単位は 3 時間で 1 週間に 1 コマ。1 週間で 6 科目×3 単位、計 18 単位を学習する。
講義は 1 時間／週、実験は 2 時間／週となっている。

Ｑ.落ちこぼれ学生は？
A.

800 名のうち 30 名が大学数学クラス(下のクラス)だが、ドロップアウトする学生
はいない。物理は高校時代に履修する必要はないが、数学は必ず履修しなければなら
ないので、数学科には Bridge Program はない。

Ｑ. ２年に専攻に移るとき、定員と学生の希望がマッチング度合いは？
A.

人気のある科目があるのは事実だが、定員だからといって制限するということはし
ない。先生やクラスを増やすという形で学生の希望を受け入れている。例えば、線形
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代数や解析学は人気がある。基礎分野では微分方程式、応用解析学などは人気がある
が学生の希望に添うように対応している。
学科では定員をもうけておらず、専攻・条件は決めずに受け入れているが、不思議
と、大体毎年似たような数字に落ち着く。教授の数は増やしているのでむしろ学生が
足りなくなるくらいだ。

Ｑ. 各高校出身者の入学後の対応で異なる点は？
A．

科学英才高校出身の場合、入学してすぐ大学 2 年生の課程に入る。一方、一般高

校の場合は、最初は科学高校よりレベルが低いが、大学での教育を受けることで次第
に追い付いてくると実感している。
ストレートでいくと 3 年間で必要なカリキュラムを修了するが、残った 1 年で副専
攻を履修することで 4 年間を終えることになる。約半数の学生が副専攻を選ぶ。正確
な数字はないが、イメージとしては一般高校出身者も含めて半数は副専攻を持つ。
KAIST が POSTECH と違う点(特徴)は、1 年のときに専攻を決めずに 2 年次で決め
させるところ。1 年生の間に様々な学科を履修することで、興味のある学科を広める
ことができる。

Ｑ. 学生に対する財政的支援は？
A． 学生の 66％は奨学金をもらっているが、そのうち 34％は単位不足や出席日数不足
などにより全額もらえていない

Ｑ．教育学習方法に関する工夫は？
A.

学習方法として、Self Learning Online の映像を利用して、Teaching・Learning・
Lecturing を行う。更に新しい教育方法として、E-Learning・Active Learning を取
り入れている。特に、グローバルなリーダーを目指した個人別学習に力を入れている。
学生の関心のあることを「student to professor」、「student to student」の双方向で
TA を交えながら討論しあう。これが「Education 3.0 Program」の概要である。
昔は単に講義を聞くだけであったが、今はこのプログラムのお陰で「討論方式」
「相

互交換方式」
「相互学習方式」が可能になった。
現在、このプログラムは試験的に 7 つの科目で取り入れている。非常に良いシス
テムだが、まともにやると助教・TA が新たに必要となり、コストが高くつく。なお、
このプログラムは MIT の OCW21とは違う。MIT 方式は、Lecture Videos、Lecture
21

MIT : “OpenCourseWare”Free Online Course Materials http://ocw.mit.edu/index.htm
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Slides、Books、
「Virtual lab」からなるが、KAIST のプログラムは相互学習などの新
しい手段を加えている。このプログラムに対する寄付は少ないので通常の学校の予算
でやりくりしている。
こうした工夫により、韓国内の講義室に居ながら世界の各国の教室ともつなぐこ
とが可能になり、グローバルな大学を目指すことが可能になった。学生 1 人 1 人に対
するカスタマイズは完全ではないが、グループで行う討論での成果は大きい。グルー
プは 5～6 名の少人数規模にするのが、あるべき姿だ。最もかつては学生 2～3 名に 1
人の助教が付いたが、今はその比率はかなり下がってきている。

（５）．国際化環境22
１）．留学環境
約 600 名の生徒が海外のパートナー大学で交換留学を行っている。提携先は海外
の 30 カ国の大学である・提携先大学名は、Georgia Institute of Technology (USA), the
University of Waterloo (Canada), the University of Melbourne (Australia) and INSA
de Lyon (France)等である。

２）．二重学位23
学生に様々な教育機会を提供するため、また海外の有名大学との学術的交流を促進す
るために、KAIST は二重学位プログラムを採用した。このプログラムによって双方の大
学の卒業要件を満たす学生には、双方の大学から学位を取得できるようになった。主専攻
の他に最低でも副専攻分(海外分)として 18 単位が必要である。2007 年 3 月、KAIST はベ
ルリン工科大学、カーネギーメロン大学と DDP 協定を結び、毎年 5 人の学生を交換留学
させることになった。現在、イリノイ大学、ミュンヘン工科大学、ジョージア工科大学な
ど の 世 界 的 に 知 ら れ た 大 学 と 二 重 学 位 制 度 を 運 用 中 で あ る (2009~2010 年 KAIST
BULLETEIN)。
KAIST と海外の大学で 2 種類、もしくは KAIST 内で主専攻と副専攻 2 種の学位を取
得するには、卒業までに 130 単位以上取得しなければならない。このうち、一般科目は
18 単位以上で、そのうち必修科目 6 単位、任意科目 9 単位、選択科目 12 単位以上がそれ
ぞれ必要である。基礎科目では必修科目 26 単位と選択科目 3 単位以上の計 29 単位以上が
必要である。専攻科目では、各専攻の要件(40～54 単位)をクリアすることが求められる。
二重学位の対象となる科目は必修を含む 40 単位が求められる。

22
23

KAIST の HP から日鉄住金総研作成
単位の部分は、”2009~2010 KAIST BULLITEN“から日鉄住金総研作成
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３）．英語講義
学生の国際競争力を伸ばすことと、外国人学生へより良い教育を提供するために、
全ての新入生向け授業を英語で行っている。2010 年までには KAIST の全ての大学授
業は英語で行われる予定だ。より効果的な英語の授業を提供するためにカリキュラム
を改正し、さらに英語の言語練習所も開設した。

Ｑ．教授陣の英語での対応力は？
A.

例えばチャン教授はソウル大で Ph.D.を取得した。アメリカでポスドクを数年経験

して KAIST に着任した。このように物理学科の教師陣 30 名のうち、20 名がアメリカ
で Ph.D.を取得し、10 名は韓国の大学で Ph.D.を取得している。かつては英語講義を
するだけの教授陣がそろっていなかった。なお、最近の傾向として国内で Ph.D.をとっ
た人が増えてきた。今後は国内の方が増えていく。

４）．海外インターンシップ
海外インターンシッププログラムは、2008 年春から学生に提供されている。この
プログラムによって学生は理論学習に加え、実地体験を経験することによって社会ス
キルを身につける機会が得られる。国内インターンシップと同様に、学生は成績評価
点で評価され、インターンシップ修了報告書の作成と企業による評価書によって卒業
研究の単位に組み込むことができる。但し、無申告の学生と２年生は卒業研究の代わ
りとすることはできない。
コース No.

コース名

単位

インターン
シップ期間

INT498

海外インター
ンシップ Ⅰ

3

9 週間以上

INT499

海外インター
ンシップ Ⅱ

12

14 週間以上

実施時期
夏季セメスタ
ー
春／秋季セメ
スター

卒業研究の代替性
可
可
（卒業単位として
は６単位のみ）

（６）．入学選考制度24
１）．入学選考方法の概要
１．ＫＡＩＳＴが求める学生
KAIST が求める学生を KAIST の HP から探ると以下のような学生であることがわか
る。


24

科学技術分野の専門知識を有し、知識の探求を楽しむ学生

KAIST の HP から日鉄住金総研作成
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新しい分野を開拓しようとする情熱と挑戦意欲を持つ学生



高い自主性と協力の精神で国家と社会に貢献しようとする学生



倫理意識を持って、人類のために環境を深く考察する学生

２．２０１３年３月の募集概要
入試形態
別

応募資格

選抜人員

学校長推
薦 （ 2013
年 3 月入
学）
-入学査定
官選考-

初・中等教育法施行令第 76 条の 2 及び第 90 条、
第 91 条の規定により、2012 年現在、国内一般高校と
特性科高校、自律高校 3 年生に在学中の学生で、所属
学校長の推薦を受けた者（2013 年 2 月に卒業見込み
の者のみ
※初·中等教育法施行令第 76 条の 2 及び第 90 条に
よる特殊目的高校（科学高校、外国語高校·国際高校、
芸術高等）と検定試験出身者を除く。

130 人程度

一般選考
（2013 年
3 月入学）
-入学査定
官選考-

次の各号のいずれかに該当する者
1.2013 年 2 月高校（早期）卒業予定者と既卒業生
（検定試験、外国素材高校を含む）
2.2013 年 2 月に国内の高校 2 年修了見込みの者で、
本校の科学英才選考委員会からのサポート資格を認
められた者

720 人程度

帰国子女
枠
（2013 年
9 月入学）

大韓民国の国籍を所持し、2013 年 8 月までに外国
で前高等教育課程を履修し、2012 年 9 月以降 2013
年 8 月以前に卒業する者
※ただし、高等教育課程が 4 年の場合には、卒業日
を基準に、最近 3 年間の外国高校での教育課程を履修
した者は、応募可能

50 人程度

募集人数計

900 人程度

３．合格者選抜手順
次のような選考ステップを実施し、本校の募集要項と校内の内情や規定に基づいて選
抜する。
【一次選考】
：志願者が提出した書類を総合評価して、創造性面接対象者（書類評価優
秀者）と人物面接対象者を選抜する。
※ただし、KAIST の学校長推薦選考に初めて応募した高校と、農山漁村の学校
出身の志願者に関しては、KAIST 側が高校を訪問することがある。
【二次選考】
：一次選考合格者に対して創造性面接や学力面接を実施した後、学生選考
委員会で書類選考の結果と面接の評価結果を考慮して最終合格者を選抜する。
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※創造性面接：カイスターインタビュー（面接+グループディスカッション）
※学力面接：カイスターインタビュー（面接+グループディスカッション）+探
求力面接（個人面接）
４．評価方法と手順
【ステップ 1】書類評価：志願者が提出した全書類をもとに教科の成績、学業性向、理
工系分野の能力、教科外活動、進学の動機、靭性などを総合的に評価する。
※訪問先の学校と訪問スケジュールと方法は、入学事務局のホームページに告
知して、個々に通報する。
【ステップ 2】面接：
①．創造性面接：カイスターインタビュー（面接+グループディスカッション）を介
して自律的な生活と学習能力、人間性を含む志願者の探求能力、対人能力、内的
能力、特定の分野の才能を総合評価する。
②．学力面接：カイスターインタビュー（面接+グループディスカッション）+探求
力面接（個人面接）を通じて数学・科学に基づいた学習能力を徹底的に評価する。

２）．選抜方法変更の背景と狙い
Ｑ. ＫＡＩＳＴの入試制度の変遷は？
A．入試制度は大まかにみると以下のような変遷を辿ってきた。
1979 年～

大学院(修士)から始まり、途中から学部が追加された

1985 年～

数学科(ペーパー試験)選抜

1990 年代半ば
2008 年～

Professor select students (書類面接評価)へ切り替え
AO 入試（Admission officer design and select students）

Ｑ．学生の選抜方法変更の経緯と特徴、狙い、背景は？
A.

経緯については、他の大学は 2008 年からだが、KAIST は既に 90 年代から実施し
てきた。KAIST のみが先駆けて行ってきた選抜方法を、2008 年から他大へ広げる形
になっている。
特徴としては、もともと KAIST は大学院から始まったため、他の大学より研究志
向が強い点が挙げられる。さらに、特別法(教育特区の大学)が適用されるため、通常
の大学とは異なる入試制度を採用することができる。学力試験選抜方式から書類評価
＋面接方式を導入した新しい制度は、その担当が入学事前官であることから「入学事
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前試験官制度」と呼ばれる。この方式は 2008 年から他大でも採用された。
ただし、他大学の場合は「大学修学能力試験（米国の SAT のようなもの）」の点数
を重視し、一部の学生について面接をしている。ただし、他大学でも AO の比率を増
やそうという動きはある。一方、KAIST は面接を重視して選抜しているが、点数は
重視していない。面接は試験官と教授が担当している。
※米国の SAT は 1 年に何回でも受けられるが、韓国の SAT は 1 年に 1 回しか受け
られない。
入学事前試験官制度導入の主な狙いと背景は、公的教育の活性化である。その背景
には、子どもたちが塾通いをして、学校より先の勉強をどんどんしてしまい、学校で
再度習うことに退屈してしまうことから、生徒の授業態度が悪く、そのため学校の荒
廃が進行したという批判が出てきたことがある。
本制度は「高校時代の成績・先生の意見等を本当に評価していこうとするもの」
である。この制度によって勉強・内申書・奉仕活動・部活動も含めて様々な要素をパ
ッケージでバランスの取れた多方面からの評価ができると考えられている。また、裕
福な家庭ではない、塾通いできない学生も入学することが可能であり、経済格差是正
に資することができる。

３）．入学選考の実際
Ｑ. ＫＡＩＳＴの選考過程は？
A.

KAIST における実際の選考過程は以下のようなものである。

①願書提出：4,000 名
自己紹介 PR(受験生自身の活動・優れている点・得意なこと)、先生 2 名の意見書、
活動内容、成績を提出。
②事前審査インタビュー：1,500 名
③合格：720 名
定員自体は決めていないので 720 名に制限する、超える必要はない。合格者数は
多少増減するが、特に問題視していない。但しプラスαの合格者は出しているが、
POSTECH のような辞退者を調整するための係数をかけることはない。
韓国の教育部と科学技術部が合体したため、今までのような自由度が後退し、政
府指針を無視できなくなりつつある。 政府からは定員の 95％という数字を満たす
合格者を出すようにという指示が来ている。今年から待機者を合格として 95％をみ
たすまで補欠合格者を出す方針になりつつある。
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Ｑ.願書重視の体力について？
A.

1 人の学生を審査するのに、2 名の審査官が目を通すことにしている。10 週間の

時間をかけている。その評価には教授のご協力も仰ぐが、なかなか審査に専念できな
いので業務は滞る。評価のための手当を支給したりして参加してもらっている。

Ｑ.インタビューの体力
A.

1 人の学生に対し、3 名の審査官が対応している。大学側の 200～250 名の人員を

動員して評価にあたる。グループ面接ではなく 1 人 1 人に対応している。
＜面談内容＞
15 分：数学に関する面談
15 分：他の部屋で個人的な面談
15 分：グループディスカッションで対談させて評価する
---3 名／組が 8 組(計 24 名)。2 日間で審査する。
面接に際しては学校の成績ももちろん見るので、面接をメインにしているために
学力が低い学生が入学してくるという弊害はない。ただし、現行のこのやり方で完璧
かどうかはこれからの課題だと考えている。
昔は筆記試験がメインだった。今も筆記試験はあることはあるが、その比率を下
げている。
＜入学基準の原則＞
イ)．一般高校 1 校あたり校長の推薦が 1 名、他の科学高校は複数推薦可：130 名
ロ)．一般選考(科学英才・科学高校)：720 名
ハ)．海外同胞：50 名
ニ)．外国人：50 名
※イ)は 2008 年から入学者審査制度としてスタートしたもので、今の KAIST 学長
が一般高校にも枠を広げた。受け入れ学生を多様化しようとして設けた枠。当初
は成績表をもらわず、審査官が 1 人あたり 60 校を訪問して対象となる高校を選
定した。ニ)の外国人枠も 2007 年から始めた制度。

Ｑ.入学基準のイ)は推薦後、即入学となるのか？高校のレベル感は？
A. 韓国に 1,300 ある高校のうち、600～700 校が推薦できる対象枠だ。学校毎のレベ
ルの差は加味している。家庭の事情で進学校に入学できなかった生徒でも、自身の高
校で 1 番になったのであれば対象に加えてもいいという考えだ。生徒の家庭それぞれ
の事情によって、レベルの低い学校に入らざるを得なかった生徒を救い出す狙いが込
められている。
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Ｑ. 科学英才高校に対する個人的評価・見方は？
A. 科学英才高校ができた背景は、
「従来の科学高校」が増え過ぎ、科学技術中心とい
う本来の目的が薄れてしまったことにある。高校生の科学への関心を高め、恵まれた
教育施設へと引き入れるためには効果的であり、意味合いがある。個人的には良いと
見ている。

（７）．卒業後の進路25
卒業後の進路をみると、学部生の場合は 1989～2006 年の 18 年間、修士の場合は 1975
～2006 年の 32 年間のデータがある。これによると、学部生は全体の 7 割弱が進学してお
り、修士生の進学は 4 割弱に過ぎず、５割弱は企業に就職している。また、研究や教育に
従事する学生は学部生で僅か 0.66％、修士生でも 14.4%と１割強にとどまる。
一方、博士課程では 1978~2006 年の 29 年間の資料でみると、企業に５割が就職し、
研究に３割強、教育に２割弱が従事している。

Ｑ. 学部生の卒業後の進路は？
A．全学部生の 50％は KAIST の大学院へ進学。25％は KAIST の他の学科や他の大学、
海外の大学へ行く。
KAIST の全卒業生の進路別構成比
進学
産業
研究
教育
政府
その他

進学
産業
研究
教育
政府
その他
修士

学士

博士

産業
研究
教育
政府
その他

25

KAIST の HP,及び、現地での入手資料 2009～10 KAIST BULLETIN などから日鉄住金総研作成
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・卒業生は MIT,UCLA,Harvard,Pennsylvania State,GIT 等多数の大学で研究を指揮。
・Samsung, SK Telecom, LG, Hyundai and NHN 等の主要企業でも活躍。
・就職率はほぼ 100%。
・20%：国内博士課程、10%：国内工学部教授職。
・Samsung Semiconductor の R&D 部門の 25%は KAIST の卒業生。
・約 360 のベンチャー企業を設立。
・卒業生を雇用した企業の 91%は満足しており、93%の企業が KAIST 卒の学生の雇用に
関心を持つ。
KAIST 1975～ 2007 間の卒業生総数
年

学士

2007（単年）
1975-2006（累計）
合

計

修士

博士

合計

566

933

356

1,855

8.602

17,911

6,867

33,380

9,168

18,844

7,223

35,235

（８）．その他
入手資料


2009～10

KAIST

BULLETIN



2010
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２. POSTECH
（１）．概要
１）．概要
１．名称
Pohang University of Science and Technology
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２．住所
77 Cheongam-ro, Nam-gu, Pohang, Gyungbuk, 790-784 S.KOREA
[Tel] +82-54-279-0114
[Fax] +82-54-279-2099
３．地図、アクセス
①．POSTECH（浦項市）の位置

POSTECH

浦項市（POHANG）
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②．浦項市内図

③．POSTECH 学内図

訪問先「第
３科学棟

正
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２）．沿革26
POSTECH は 1986 年に浦項市内を流れるヒュングサン河畔に建設された。浦項市は
韓国東南の小さな港町であった。本学は今では世銀から「辺境における世界クラスの研究
大学」とのお墨付きを得るまでになった。2011 年の世銀レポート「アカデミックエクセ
レンスへの道」では１章を費やして POSTECH の詳細をまるまる紹介している。その中
の一部を抜粋すると次の通りである。
「POSTECH は 1986 年に創立された、面積 1,080km２、人口 50 万人超の中規模な海
沿いの街、浦項市に位置する大学である。浦項市は首都ソウルから 360 km、朝鮮半島の
東南に位置する街である。そのような地方の小さな田舎町に POSTECH が有るというこ
とは興味深い。本学の成功は、POSCO 会長テジューン・パク氏のリーダーシップ・創造
的な経営戦略の凄さにより、才能のある科学者や学生を惹きつけることが出来たことによ
るものだ。」
「本学は設立当初から科学技術分野での人的資源を涵養しうる研究大学となることを
目指しており、大学の名前そのものも、科学と技術に力を入れていることを示している。
本学には、化学、生命科学、数学、物理の４学部、化学工学、コンピュータサイエンス、
電子工学、産業管理工学、材料科学工学、機械工学、ＩＴ工学の 7 学部、及び一般教養と
しての人文社会科学部がある。大学院は学部と同様の編成であるが、更に学際的な分野が
設けられている。2010 年からは全講義が英語で行われるが、一般教養だけは引き続き韓
国語で行われている。」
「本学は創立後まだほんの 20 年少々しか経っていないが、国内はもちろん海外にも確
固とした高い評価を打ち立てることが出来た。これは科学技術に戦略的に特化してきたこ
と、並びに大学の規模を大きくし過ぎなかったこと、国際的に権威ある科学者を招聘して
きたことによる。1997 年以来、本学は国内大学ランキングにおいてトップ３を維持して
おり、1998 年にはアジアウィークによってアジアにおけるベスト科学技術大学に選定さ
れている。また、2010 年にはタイムズ・ハイヤー・エデュケイションの世界大学ランキ
ングにおいて 28 位にランクされている。本学は今後 10 年以内に世界のトップ 20 に入る
ことを目標に努力し続けている。」

1985 年

大学設立の計画承認（8 学科、240 名）

1986 年

浦項工科大学開校（9 学科、240 名）

1987 年

第 1 回入学式（学士 249 名）

1989 年

第 1 回大学院新入生入学式(110 名)

26

沿革の説明文については面談相手であるユーンヒ・ジョング教授執筆の POSTECH 物理学部
紹介冊子から日鉄住金総研作成。また、年表は同学の HP から日鉄住金総研作成。
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1991 年

第 1 回修士課程学位授与式(80 名)

1994 年

国防科学研究所指定電磁波研究センター開所式
浦項加速器研究所放射光加速器竣工式
鉄鋼大学院設立認可(60 名)
自動車機電研究所設置
航空機材料研究センター設置
ギムマンジェ浦項製鉄会長、学校法人製鉄学園第 3 代理事長就任

1996 年

中央日報、大学評価１位

1997 年

脳研究センター開所式

1998 年

理論物理研究所開所式
スーパーコンピューティングセンター開所式
アジアウィーク誌のアジア大学科技１位に選定

1999 年

計算数学センター設置
大学教育開発センター開所
機能誘電体研究所開所
ユサンプ浦項製鉄所会長、学校法人浦項工科大学第 6 代理事長就任
中小企業の技術取引所設置

2000 年

POSTECH と KAIST 間で学術交流協定
東北大学と学術交流協定

2001 年

金属材料技術革新センター開所
POSCO との研究協力に関する異本合意書の協約締結
環境研究情報センター開所
生命工学研究センター開所
立命館大学と学術研究協定締結

2002 年

清華大学と学術研究協定締結
ホーチミン大学と学術研究協定締結

2003 年

中国復旦大学と学術研究協定締結

2005 年

国際物理オリンピック開催

2009 年

第 6 回ワールドロボットオリンピック開催
POSTECH 英才教育センター設置
鉄鋼大学院専用研究棟竣工

2012 年

韓国「正しい教育大賞」の「総合大賞」受賞
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３）．建学理念27
本学のヴィジョンをみると、
「POSTECH は熱意ある学生が熱意ある教授から学べる偉
大な場になるとともに、教授陣、優秀な学生たちが科学技術分野をリードし、革新と協働
を通じて世界の最重要課題に対して解決策を見いだしていくことができる卓越した研究
機構となる。
」と謳っている。また、現状の評価については「世界の先進大学と比べると
本学の歴史は短い。だが、これまで POSCO や学校法人の全面的な支援と関係者の絶え間
ない努力、さらには国民各層の関心と声援に力づけられ、アジアトップクラスの理工系大
学に成長した。」とみている。
本学の建学理念、或いは、理数教育の方針や特徴について、HP の「学長からの挨拶」
をみると、まず、本学の目指す方向を「POSTECH は世界的な水準の人材を養成する『科
学立国韓国』のシンクタンクになる。」としている。

４）．基本統計28
１．本学の組織
イ．学部：11 学部あり、科学系４学部、工学系７学部に分かれる。
具体的な学部名は次の通り。
科学系

数学、物理、化学、生命科学

工学系

化学工学、コンピュータサイエンス、電子工学、産業管理工学、
材料科学工学、機械工学、ＩＴ工学

以上の他に人文社会科学があるが、これは一般教養の教育を担う学部で、学
部の１・２年生が受講する。（ヒアリングによる）
ロ．大学院：6 学部あり、7 学科、５大学院、３特別大学院
ハ．研究所：69 カ所
２．本学の教授・学生数(２０１２年４月現在)
教授（専任）
大学学部生
大学院生（修士・博士）
研究員

266 名
1,414 名
1,870 名
587 名

学生数の推移をみると、学部生が 2011 年現在 303 人。2008 年にピークの 359 人とな
って以降、学生数は弱含みで推移している。修士課程は、院生が 2011 年現在 203 人、ピ
27
28

建学理念については本学 HP 学長の挨拶文から日鉄住金総研作成
基本統計については本学 HP を元に日鉄住金総研作成、一部は現地ヒアリングによる。
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ークは 1997・1998 年の各 416 人である。この両年は通貨危機があった年であるが、それ
以降、修士の院生数は減少傾向に転じている。博士課程の院生は、2011 年現在 245 人と
修士の人数を上回っており、既往ピークの水準にある。前年の 2010 年は 194 名に過ぎず、
しかも既往ピークであった。このことからも 2011 年に急増していることがわかる。

３．本学の構内面積(２０１２年４月現在)
大学

計（単位:ｍ２）

加速器研究所

敷地

981.4

645.8

1,627.2

建物

401.7

41.9

443.6

４．英語講義の割合の推移と展望
2005 年
学部における英語講義比率

2006 年

2007 年

2010 年

2020 年

17.6%

16.8%

22.3%

40%

50%

26%

33.5%

49.5%

100%

100%

大学院における英語講義比率

５．年間予算(２０１１年度予算)
総支出額

261 百万米ドル、内訳は以下のとおり。
収入の部

支出の部

受託研究

63.8%

研究基金

48.0%

寄付金

17.0%

給与

18.7%

授業料

6.6%

投資

17.5%

政府助成金

2.8%

その他

9.9%

学生への支援

5.2%

---

---

その他

1.6%

計

100%

計

100%

物品・サービス購入

9.0%

収入の部では授業料の割合が 6.6%、政府助成も 2.8%に過ぎないこと、研究収入が
63.8%と全体の 2／3 近くを占めていることが目を引く。支出の部では研究基金が 48.0%
を占める一方、給与は 18.7%と２割弱に過ぎないこと、また学生への支援（含、TA など
への日当など）が 5.2%あることなどが注目される。

Ｑ．人文社会学部はなぜあるのか？
Ａ．

人文社会学部は教養科目の教育のためにある。1 年生・2 年生のための学部であ
る。
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Ｑ．物理学科の女性の割合
Ａ． 物理学科の女性の割合は、1 学年 3～4 名で 20％位だ。女子はライフサイエンス・
ハートサイエンス・エンジニアリングなど、生命科学に多い。政府から女子を増
やせという指示はない。

（２）．特長29
POSTECH は特長として 14 のポイントを挙げている。ここではこの 14 のポイントを
さらに「国際化・グローバル化面」
（３つ）、
「産学連携面」
（３つ）、
「教育面」
（７つ）、そ
の他（１つ）の３側面に分類する。

１）．国際化・グローバル化面での特長
１．世界的な大学・研究所との交流
現在 70 カ国余りの外国大学と学術交流協定を締結。また、韓国科学財団指定の優秀研
究センターである「知能自動化研究センター」
「航空材料研究センター」は、フランスの
工程システム研究所と MIT の材料工程研究センターに各々現地研究所を設置し共同研究
を遂行している。
２. キャンパスの国際化を追求
POSTECH は真の国際化のために教授・学生双方が、母国語と英語を話せる大学を目
指す。毎年、学部 3 年生を選抜のうえ、英米圏の姉妹提携大学に送る短期留学制度や外国
大学との間における単位相互認証制度を具備している。

３.世界水準の論文発表
現在、招聘された教授陣は全員が博士学位保有者であり、そのうちの相当数は国家プ
ロジェクトで誘致した「科学分野の頭脳」ともいえる教授陣である。
「重鎮教授」と実際
研究を担当する若い教授が理想的に構成され、有機的な研究活動が遂行される。
教授の 1 週当り平均講義時間は 3～5 時間に過ぎず、研究に没頭できる環境が整えられ
ている。そして、そうした研究を背景に、充実した講義が行われている。因みに 2011 年
の 1 年間で POSTECH 教授陣が国内外に発表した論文(研究報告から除外)は総計 2,078
編で、教授 1 人当り平均 7.8 編に上る。また、2011 年１年間で米国 SCI に掲載した論文
も 1,583 編、1 人当り 6.3 編と国内最高水準となっている。

29

本稿については主として POSTECH の HP から日鉄住金総研作成。
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２）．産学連携面での特長
１.韓国の「サイエンス ヴィレッジ」志向
POSTECH には韓国最初の第 3 世代先端放射光加速器をはじめとして、情報通信研究
所・先端工学研究所など計 69 の敷設研究所(法人 19・大学 50)があり、一般大学院 6 学科
7 学部 5 大学院、特化大学院(情報通信大学院・鉄鋼大学院・海洋大学院)がある。

２.産学研協同体制
国内最初の民間総合研究所である浦項産業科学技術研究院 RIST (Research Institute
of Industrial Sci. & Tech.)が、大学と共同研究のために大学内に立地している。その他、
世界屈指の鉄鋼会社である POSCO に加え、機械・電子工業団地も大学内にあり、活発な
協力関係を維持している。

３.POSTECH 技術投資と POSTECH 創業孵化支援センター
国内最初のベンチャー企業への投資・支援を行う POSTECH 技術投資（株）は、POSCO
が 2 百億ウォンを出資して、1997 年 POSTECH 内に設立した。運営は POSTECH が担
当し、POSTECH の 200 人余りの教授陣と外部専門家たちがベンチャー企業の技術を細
かく評価している。ベンチャーコンサルティング専門会社による経営管理アドバイスも取
り入れつつ、関連機関との協力やマーケティングにおいてベンチャー企業支援を行ってい
る。
POSTECH 創業孵化支援センターは、海外ベンチャーキャピタルと協力して国内ベン
チャー企業の海外進出を支援している。 POSTECH 創立以来２0 余年間蓄積してきた技
術を商業化させるという目的で設立された。現在、POSTECH 創業孵化センターと連係し
て有望なベンチャー企業を発掘・育成する計画があり、13 のベンチャー企業を育成して
いる。

３）．教育面の特長
１．奨学金支給による学業専念体制の構築
POSTECH には授業料の約 50%が奨学金で減額される制度があり、学生が学費の心配
をせずに学業に専念することができる。奨学金で授業料の 50%も補填する制度は、世界中
どの大学を見ても例がない。この奨学金制度と同じ財源で、学生全員に 4 年間の授業料の
一部を支援する奨学金や、成績優秀奨学金などの各種奨学金を支給している。また、大学
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院生にも毎月一定金額の生活費を支給し、研究活動に専念させている。POSTECH では、
国内外のどの大学でも例がないほど破格な勉学支援制度を実施している。

２.学部の時から教授の研究に参加
POSTECH の学生たちは学部課程から、教授陣が外部機関や企業などから受託した研
究課題に参加することができる。このように、大学で学んだ理論が実際に社会でどのよう
に使われているかを体験することができる「研究参加制度」が定着している。

３.先端ニューメディア教育システム
POSTECH 青岩学術情報館(大学図書館)には多様なニューメディア教育システムが備
わっている。LD・CD-ROM・Video・DVD などをそろえたマルチメディア室は、従来型
の講義室と実験室とは異次元の知的興奮と意欲を喚起させる仕掛けや雰囲気をもたせて
いる。情報化社会のニューメディアである Cable-TV 回線を通して、寄宿舎・学生会館な
どで世界中の放送番組を視聴することができる。大学キャンパス内には無線インターネッ
トが設置され、インターネットと大学総合情報システムを自由に利用できる。

４.副専攻と柔軟な専攻選択制
POSTECH は多元化社会で学問の幅を広げられるように副専攻を推奨し、副専攻の履
修に即したカリキュラムを運営している。また、入学当初に選択した学科が合わない場合
には適性に合う学科に転科できるほか、修士課程に進学する場合には他専攻分野の選択も
可能である。

５.修士期間短縮博士進学制度
POSTECH は大学院生が研究活動に専念することができるように、修士学位がなくて
も一定の資格試験に合格すれば博士課程に進学することができるようにしている。博士学
位取得まで従来は平均 5 年以上かかっていたが、本制度により 1 年以上短縮できるため、
大学院生が修士課程修了・学位取得・博士課程進学などのためにかかる負担を軽減できる
ようになった。

６.実質的な講義評価制施行
POSTECH は、受講生の要求をより積極的に反映するために、大学生はもちろん大学
院生が受講している全科目に対しても、学生による講義評価を義務づけている。
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７.学生全員が寄宿舎生活
講義室や図書館まで歩いて 5～10 分のところに寄宿舎があり、学生は全員入居できる。
こじんまりした森の中に位置した寄宿舎には、休憩室・シャワー室・外国語教育放送
施設が整備され、部屋ごとにインターネットが自由に利用できる。また、結婚した大学院
生には 15 坪型のアパートが提供される。
8.その他
POSTECH は多様な趣味活動とサークル活動を積極的に奨励しており、50 余りのサー
クルが活動している。その運営費は大学から支援している。毎週木曜日には、POSTECH
大講堂において音楽会・演劇・映画・オペラなど各種文化行事が開催され、地域住民らに
も開放している。学生たちの体育活動支援のため、大運動場や国際水準の大会を行うこと
ができるスタジアム型テニスコート 7 面（4,500 人規模）、5,000 人規模の体育館などがあ
る。

（３）．外部評価、ランキング30
１）．国際的評価
世界的な大学評価機関であるタイムズ社の世界大学ランキングをみると、POSTECH
は、2012 年発表の世界大学ランキングで第 50 位、アジアの大学部門で第 5 位。2011 年
でのタイムズの大学教育ランキングにおける設立 50 年以下の部（ Times Higher
Education 100 under 50 Rankings 2012）によれば、下表のとおり、POSTECH が第 1
位となっている。
●タイムズの大学教育ランキング（設立 50 年以下の部）
50 年以下の
若い大学

30本稿については主として

全体の世界ラ
ンキング

POSTECH の HP から日鉄住金総研作成。
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なお、2011 年の世界大学ランキングでは POSTECH は 53 位（下左図）
、アジアのトッ
プ大学の中では第６位（下中央図）である。それぞれの項目別評点内訳をみると、企業か
らの受託収入の高さと論文の引用度が飛び抜けて高く、この２要素がランキングを押し上
げていることが窺える。

●2011 年の世界大学ランキング
POSTECH は 53 位

●アジアのトップ大学 ●項目別評点内訳
POSTECH は第６位
受託収入の高さと引用度が寄

与

また、2000 年の香港時事週刊誌「アジアウィーク」をみるとアジア第 2 の科学技術大学に
選定されている(第 1 位は KAIST)。
●2000 年の香港時事週刊誌アジアウィークから

２）．国内の評価
・中央日報大学評価：2007 年総合 1 位、2002～2005 年 4 年連続 1 位
・私学振興財団：2006 年全国私立大学評価教育投資部門 1 位
・教育人的資源部：教育改革推進優秀大学に 1996～2002 年の 7 年連続選定
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３）．ＰＯＳＴＥＣＨの国際競争力
１．ＰＯＳＴＥＣＨが韓国初のノーベル科学賞受賞を目指して実施し
ている施策内容

・教授：学部学生比率＝1：5.2 人
OECD 加盟国平均 1:14.7 人に比べ「はるかに低い」レベル、つまり、教授１人に
学生 5.2 人という恵まれた教育環境が整っている。
・学生 1 人当り年間教育投資額 7,300 万ウォン余り(授業料の 13 倍)。
・教授平均講義時間＝4 時間／週。
・国内大学で初めて大学学部生全員を入学査定官が選抜。
・SCI 級国際学術誌に博士学位論文掲載を義務化。
２．ＰＯＳＴＥＣＨはグローバルな科学のニューリーダーを育成

・POSTECH の競争相手は CALTECH・MIT などの世界的名門大学。
・POSTECH の教育目標は科学技術界を引っ張っていく人材の養成。
３．目標とする人材像
科学技術界のリーダーとなるためには、基礎的な数学と科学分野の能力だけではなく、
新しい理論と実験に絶えず挑戦できる創造力、他人の意見をよく整理して自身の意見を論
理的に表現することができるコミュニケーション能力、国際感覚、開かれた心で周囲の
人々と協調して引っ張っていくことができるリーダーシップなどを身につける必要があ
る。

Ｑ.韓国における理数離れとＰＯＳＴＥＣＨにおける対策は？
A.

根本的でスケールの大きい質問だ。理数系離れについては韓国も欧米も先進国病と

して抱えている。質疑に対しては個人的見解としてお答えする。

（４）．教育環境31
１）．奨学金
POSTECH の奨学制度は以下のとおりである。
奨学金名
大統領科学奨学生
国の奨学金（理工系）
31本稿については主として

選抜対象
政府の政策によって選抜

POSTECH の HP から日鉄住金総研作成。

---128---

奨学金の内容
▶授業料全額
▶基礎生活受給者は生活費

をサポート
校費奨学生奨学金
POSTECH
優秀な人材の育成
優秀新入 奨学金
生奨学金
コンテストの奨学金
海外の有名大学
Summer Session
奨学金
Study Abroad
Program 奨学金

家庭の事情を考慮して選定

▶授業料全額
▶基礎生活受給者は生活費
をサポート

新入生のうちの学力優秀者
（世界的科学者に成長する
潜在力のある人材）

▶授業料全額
▶毎月教材費
▶交換学生経費
▶語学研修プログラム経費

本学主催の数学の学力コ
ンテスト入賞者

▶コンテスト開催当時告知
された奨学金の特典に従
う

学部 2 年生以上の申請者
の中から選抜
（詳細サポート資格は毎年
選抜告知を参照）

▶季節学期科目の奨学金支
援
▶語学研修プログラム奨学
金支援
▶交換学生経費の一部支援

外国の大学で受講が可能
外国語の実力を備えた
学部 3 年生を選抜

▶交換学生経費の一部支援

学部 3 年生以上の外国語
会話が堪能な申請者の中か
ら選抜

▶航空券と初期定着費用支
援

名門大学探訪奨学金

大学ボランティア団体の
リーダー学生の中から選抜

▶名門大学探訪経費

学部生の研究プログ
ラム奨学金

研究計画書の提出者のう
ち評価委員の審議による選
抜

▶研究課題の遂行経費
（400 万ウォン内外）を
サポート

海外研修 短期留学奨学金
と研究支
援奨学金
インターンシッププ
ログラム
奨学金

学部 3 年生以上の申請者
SMP（Student Mentor
の中から選抜
Program）Mentor 奨学
（本学の選考基準に基づ
金
く）

▶月 30 万ウォン支給

学部 3 年生以上の申請者
勤労奨学 residential Collage
Advisor 奨学金
の中から選抜
金

▶月 30 万ウォン支給

学期勤労奨学金

家計困難者から選抜

▶学期ごとに寮費、食費、
▶教材費などの生活補助費
支給

時間労働の奨学金

全在校生対象

▶時間労働奨学金支給

２）．学生のための教育的システム
POSTECH は 100％入学査定官制を採用している。この査定によって、数学・科学に
関する強固な基礎学力を土台に、理工系の学問に対する情熱と意志を持って、将来の科
学技術界の世界的なリーダーとして成長することができる資質を備えた「輝く宝石にな
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る原石」を発掘している。
POSTECH は「科学技術の新しい章を作成する大学」、
「人類の未来のために誠実に研
究する大学」
、「真の価値を追求する学生の教育」という目標を掲げ、少数精鋭主義を標
榜する理工系専門大学にふさわしい完璧な教育環境と生活環境を備えている。学生のレ
ベルと進路に応じたオーダーメイド型教育、先輩が後輩を教えるメンタープログラム、
英語認証制度などはもちろん、人文科学、教育機会の拡大、起業家精神の涵養など、優
れた人格を備えて、世界の未来を創ることができる学生を育成している。

３）．寮制度
POSTECH は 2008 年度新入生から 1 年生と 2 年生の全在校生が入寮し、人格教育、
リーダーシップ、教養教育などの様々な教育プログラムを受講する 「寄宿大学
（Residential College）制度」を導入した。学生全員が寮生活をする POSTECH では、
寮が単に住むための空間ではなく、
「教育空間」の役割を果たしている。POSTECH の寮
では、リーダーとしての資質を育てるため、人格教育、趣味活動、特別講義などの様々な
教育活動が行われている。

Ｑ.奨学金の出所は？
A． 大学院生の奨学金は授業料全額相当が支給される。その出所は政府(2／3)と企業(1
／3)の資金で賄える。学生と院生をあわせた授業料総額の半分は奨学金財源となってお
り、奨学金で勉強できる制度が確立されている。

Ｑ.企業の資金とは？
A． 企業からは「寄付金」を「研究コントラクト」という形で受託研究の資金として受
け入れており、そのうち 1／3 を間接コストとして大学に入れている。企業から受け入
れる寄付金は POSTECH 財団の資金より多い。
「研究コントラクト」については研究分野による多寡がある。例えば POSCO は材
料科学や鉄鋼大学院に出捐している。鉄鋼大学院には、POSCO からの寄付が「ギフト」
という形で投入されており、POSCO 専用の研究大学院となっている(中国から鉄鋼大
学院に来る留学生があまりに多く、個人的に心配している)。
サムスンや LG からの数学・物理の受託研究は殆どない。数学物理は全額をほぼ政
府からの財源に頼っている。

Ｑ.大学運営のファンディング法は？
A．

POSTECH の主なスポンサーは POSCO。1986 年に創立された POSCO は国有

会社ではなく、民間企業という位置づけ。株式を公開してはいるが、そのうちの大半
を国が保有しており、半官半民で運営してきた。POSCO 創立時には、朴泰俊会長が
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実験を握っており、
「POSTECH に資金を供給せよ」と指示した。当時は POSCO の
会長個人の力と大学に対する考え方が、POSTECH 支援方針の決定要因となっていた。
但し、今の POSCO の株主構成は変化してきており、株主の大半を占めていた政府
に代わり、外国人が半分以上を占めている。したがって現在は、政府や POSCO から
無制限に送金を受入れられるという状況ではなくなった。1990 年代半ば頃からは
POSCO 等との蜜月関係が崩れ、株主から大学支援に反対する声があがるようになっ
た。そのため、数百億円の寄付金を基に財団32をつくり、それが様々な目的の資金使
途のための資金源となった。今ではこの財団の資金で POSCO の株式を取得し、
POSTECH が財団経由で POSCO への発言力を強めるという連携関係にある。物理
学科では現在、POSCO の財団から 1／3 を支援してもらっている。残り 2／3 は政府
や企業からの資金を受け入れている。

（５）．教育内容33
１）．カリキュラム編成の考え方
教養課程に相当するカリキュラムにおける物理教育の位置づけ、及び、基礎科目、必
修／選択科目の割合、実験／座学の割合などについては以下のとおりである。
１．教養必修科目
すべての学生は教養必修科目としてライティング（2 単位）、英語、認証（4 単位）、体
育（2 単位）、統合 HASS（Humanities, Arts & Social Science 6 単位）を含む 合計 14
単位を必ず履修しなければならない。
※英語 I、II、III、IV は同時受講不可
※英語関連科目は卒業単位に 4 単位が認定され、超過した単位は卒業単位から除外される。

２．教養選択科目
上記の教養必修科目のほかに〔外国語系、人文系列・社会系・一般教養系〕で合計 15
単位以上を履修しなければならない。
※ただし、2011 年度入学生以前の学生（~2010 年度入学生まで）の体育は、教養必修科目 2 単位に加
え、教養選択科目の 1 単位まで認められる。

３．基礎必修科目
基礎必須科目は、専攻科目を履修するための基礎科目で全学科に共通して適用される
科目と、一部の学科向けの科目がある。基礎必須科目は、次のとおりであり学科に応じて
27 単位を履修しなければならない。
32
33

財団名：POSTECH FOUNDATION
本稿については主として POSTECH の HP から日鉄住金総研作成。
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－すべての学科共通の適用（２７単位）
数学
物理学
化学
生命科学

微積分、微積分の練習、応用線形代数
一般物理 I•II または一般的な物理概論 I•II または一般的な物理
（H）I•II、一般物理実験 I•II
一般化学（H）、一般的な化学実験
普遍的な生命科学や普遍的な生命科学（H）〕、コンピュータ工学
科開設〔プログラミングと問題解決

４．専攻必修科目
専攻必修科目は専攻の履修のために必ず履修しなければならない科目で、学科により
様々。32～45 単位まである。
５.専攻選択科目
専攻科目のうち専攻必修科目以外のものでも、自分の専攻分野に応じた科目を選択し
て履修したり、大学院で専攻しようとする分野を念頭に置いて、興味のある科目を専攻選
択科目として履修したりすることができる。自分の学科で開設される科目のほか、「他学
科科目として専攻を選択的に認められる教科」が別途定められている場合は、他学科開設
科目でも専攻選択科目として受講することができる。
６．自由選択科目
自由選択科目は、自分の主専攻のほかに、興味のある分野（他学科専攻科目）を自由
に選択し、受講できる科目。学部生が鉄鋼大学院（専門職大学院）の授業受講時に選択す
ることもできる。すでに履修した科目を土台に、副専攻または副専攻にあたる科目を履修
することもできる。

７．実践必修科目
実践必修科目は、実践教養教育課程の履修のうえで必ず履修しなければならない科目。
履修単位は大学生活と将来設計、新入生セミナーを含む 3 単位。

８．実践選択科目
実践選択科目は、実践の一般教養科目のうち実践必修科目以外のもので、人文教養系、
文化教養系、リーダーシップ啓発系に分かれる。系列に関係なく最低７単位以上を履修し
なければならない。
以上を学科別に一般教養、専攻科目、実践教養別に表にすると以下のとおり。
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一般教養科目

学科

専攻科目

基礎必修

自由選択

合計

実践教養

必修

選択

必修

選択

計

必修

選択

数学

14

15

27

33

21

54

24

134

3

7

物理

14

15

27

33

21

54

24

134

3

7

化学

14

15

27

33

21

54

24

134

3

7

生命科学

14

15

27

33

21

54

24

134

3

7

新素材工学

14

15

27

33

21

54

24

134

3

7

機械工学

14

15

27

33

21

54

24

134

3

7

産業経営工学

14

15

27

33

21

54

24

134

3

7

電子工学

14

15

27

33

21

54

24

134

3

7

コンピューター科学工学

14

15

27

33

21

54

24

134

3

7

化学工学

14

15

27

33

21

54

24

134

3

7

創造的IT

14

15

27

33

21

54

24

134

3

7

また、物理学科の履修総括表については以下のとおりである。
履修タイプ 教科名

教養必修

履修単位 備考

ライティング
英語理解
体育
総合HASS

2
4
2
6
小計

教養選択

基礎必修

人文
社会
芸術

15

小計
微積
微積演習
応用線形代数
一般的な物理Ⅰまたは一般的な物理Ⅰ（H）または
一般物理概論Ⅰから選択
一般的な物理Ⅱまたは一般的な物理Ⅱ（H）または
一般物理概論Ⅱから選択
一般的な物理実験Ⅰ、Ⅱ（Design＆Build Lab）
一般的な化学（H）
一般的な化学実験
一般的な生命科学や一般的な生命科学（H）から選
択)
プログラミングと問題解決
小計

専攻必修
専攻選択
自由選択
実践必修
実践選択

14

15
3
1
3
6
2
4
2
3
3
27
39
21
15

合計
大学生活と将来設計、新入生セミナー
人文教養
文化教養
リーダーシップ啓発
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131
3
7

２）．学部教育の内容
Ｑ．ＰＯＳＴＥＣＨの物理教育は？
A.

POSTHCH の物理教育は 2 つある。「物理学科の教育」と「大学一般物理」とし

て 2 つ教えている。この背景には POSTECH が小さな規模の大学であることがある。1
つの学年に 300 名の学生しかいない。
韓国の大学では 1 つの学年に 3,000 人が普通であり、
KAIST には 600 名の学生がいる。また、POSTECH は、科学と工学のみの専門大学で特
殊な大学であることから、物理教育は 1 年生全員を対象とし、講義と実習をセットにして
進めている。

Ｑ．高校との連携は？
A.

高校生の物理の学習状況をみているが、学生のレベル感は大体次のような区分けが

できる。高校の物理Ⅰ・Ⅱのうち、物理Ⅰは基礎のレベルで、入学者の 30％が履修して
きている。物理Ⅱは応用レベルで、入学者の 40％が履修してきている。POSTECH に入
るうえでは、物理Ⅱをしっかり勉強して来ないと授業について来るのが難しい。

Ｑ．入学者の物理レベルは？
A.

学生の物理の履修状況から学生を次の 3 つのカテゴリーに分けることができる。
学生の物理の履修状況
a) general

大学レベル

b)regular

物理Ⅱレベル

c) introduction

物理Ⅰレベル

この中の「c レベル」とは、生命工学・産業工学・コンピュータなどを専攻する学生
に多いレベルだ。これらの専攻には「物理を好きではない学生」が多い。特に、生命工学
には「物理を嫌っている」学生が多い。
高校生にとっての物理の人気度合いをみると、高校生には一般的には嫌われている科
目である。しかし中には得意とする優秀な学生もいて、そのギャップがこの科目の特徴だ。

Ｑ. ａ) ～ｃ) レベルの判定法は？
A.

学生に「Placement Test(学力査定テスト) 」を受けさせて判定している。このテス

トは大学 1 年のレベルより少し優しいテストである。このテストをやらせて判定している。
実際には、物理を嫌う学生が多いのが現状だ。
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Ｑ．Placement
A.

Test とは？

入学試験の時に行う学力面接は口頭審査であるが、Placement Test は入学した後に

実施するペーパーテストである。

Ｑ.POSTECH の物理教育の方針は？
A.

卒業時点で数学・物理・英語の学力における一定水準、すなわち一種の「global

standard」を要求している。なお、物理教育は理論に加え、実験も重視している。数学と
物理の「global standard」が図れる客観的なものはないので、大学独自にこのレベルを判
断していくしかないのが現状だ。
大学 1 年次のカリキュラムは、以下の表のとおりである。
＜1 学期＞
科目試験

マニュアルを見て、そのとおりの問題・解答をやらせる。

＜2 学期＞
Design and build

課題を与える、解決する、発表するというやり方を大学創生時
から行っている。

Ｑ.物理教育の具体例？
A.

物理の講義後、週 2 回大講堂で「demonstration」を行わせ、週 1 回問題を解か

せる。それ以外にも、学生に宿題を与えて回答を院生が採点し、間違いを直す。講義内容
について来られない学生のために、チューターシステムを採用し、院生がチューター室で
指導する。
※demonstration に参加する学生数は 80 名
※問題を解く実習に参加する学生数は 30 名
※

introduction クラス (全体の 30％)で入ってきた学生は講義についていくのがし
んどい。但し、30％の学生のうち 10％相当はドロップアウトするが、20％相当は
ついて来ることができている。

Ｑ. 一般物理教育は？
A.

第 1 学年(第 1 学期・第 2 学期)の 1 年で完了。第 2 学年は専攻へ移る。
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（６）．国際化環境34
１）．二重学位
海外の大学で取得した単位を本学の単位として認定する制度には以下のような「海外
短期留学プログラム」と「海外の大学のサマーセッション参加プログラム」がある。
【海外短期留学プログラム 】
POSTECH は学生に、海外の先進大学の教育と海外の文化を体験させるため、外国の
大学での単位取得が可能。外国語の能力がある 3 年生を 1 学期または 1 年間の海外姉妹大
学に送り出している。海外の姉妹大学の学生も POSTECH に短期留学に来ており、留学
して取得した単位はそのまま認めている。
【海外の大学のサマーセッション参加プログラム 】
学部学生のうち 2 年生以上を対象に、海外の名門大学で開設されるサマーセッション
科目を受講させたり、語学研修プログラムへの参加を認めたりしている。サマーセッショ
ンで受講した科目は学科指導教授と主任教授の承認を得て、本学の単位として認められる
場合がある。
また、POSTECH と海外の双方の学位を取得することも可能である。例えば、POSTECH
と香港科技大学で博士号を取得するには、双方の大学に 2 年ずつ在籍し、研究に従事する
必要がある。

２）．英語教育
POSTECH では、2008 年の新入生から、学生のレベルや能力を考慮したオーダーメイ
ドの英語教育を提供するために、 「英語認証制」を導入した。また、語学センターでは、
英語などの主要外国語講座を開設しているほか、校内の外国人のための韓国語教育も実施
している。
POSTECH では、どの授業でも外国人が自由に受講することができ、外国人教授が自由
に講義できるようにとの狙いから講義の英語化を進めている。2010 年現在、全体の教科
のうち、英語の講義の割合は学部の 40％、大学院 100％である。この比率を 2020 年には
学部 50％、大学院 100％などに徐々に拡大させていく計画。

34本稿については主として

POSTECH の HP から日鉄住金総研作成。
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３）．留学生の募集について
留学生の募集については POSTECH の場合、在外国民と外国人選考という括りで行わ
れている。その概要をみると、以下のとおりである。

～在外国民と外国人選考～
１．応募資格（在外国民と外国人選考）
1. 外国で親と 2 年以上居住している学生
－高校の課程 1 年以上を含む連続 2 年以上、親と居住し外国の学校に在学した学
生
－高校の課程 1 年以上を含む通算 3 年以上、親と居住し外国の中等学校課程に在
学した学生
2. 外国の学校で 12 年以上の前の教育課程を履修した学生
－外国の学校で小、中、高校の全過程を履修した学生
3.外国人学生
－両親が外国人である外国人学生
－外国で 2 年以上の高校教育課程を修了した外国人学生
4. 北朝鮮離脱住民
－北朝鮮離脱住民に政府に登録確認された学生
２．募集学科と募集人員（在外国民と外国人選考）
募集学科

学科定員

募集学科

学科定員

数学

20 人

機械工学科

35 人

物理学

20 人

産業経営工学科

30 人

化学

25 人

電子電気工学科

45 人

25 人 コンピュータ工学科

35 人

35 人

30 人

生命科学
新素材工学科

化学工学科

計【このうち在外国民と外国人は、学科定員の10%以内、
計６人以内】

300 人

３．入学選考過程（在外国民と外国人選考）
1.

ステップ１：書類評価
必要書類：学校の成績証明書、自己紹介書、教師の意見書、その他の提出資料
選考方法：応募者の全提出書類を総合的に評価
1）評価内容：ボランティアに資する可能性と本学における数学の学力評価
2）多数の評価者が多段階にわたる評価を行い、入学査定官らで構成される入学委
員会での審議を介して、学科別募集人員の 3 倍程度まで 1 次試験に合格。
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2.

ステップ 2：面接評価
主な面接評価ポイント：ポテンシャル性、数学・科学（口頭面接）の能力
その具体的な面接方法は以下のとおり。

【面接の方法】
1）ポテンシャル性の評価面接
志願者の資質、態度、靭性、専攻適合性など、科学技術界のグローバルリー
ダーとなれる将来性があるかを総合的に評価する。
2）数学・科学の口述面接
科目

範囲

数学

必須・選択別科目

国内の高校の標準的な教科書レベル

科学

必須
物理・化学・生物から 1 科目選択

面接を通じ、本学で学べる最低限の学習能力があるか検証する。
※面接評価時には韓国語の実力も検証される。

3）面接の結果を総合的に検討して最終合否を判定

４）．海外インターンシップ
21 世紀のグローバル人材を養成するため、国際理工系学生インターン交流協議会の
IAESTE（The International Association for the Exchange of Students for Technical
Experience）と協力して、学生に専攻関連の先進技術とビジネスプロセスの習得機会及び
企業文化交流を学ぶことができる機会として海外インターンシッププログラムを提供し
ている。

５）．その他国際学術交流など
POSTECH は毎年 20 余回の大規模な国際学術大会を開催し、ノーベル賞受賞者など、
海外から著名な人を招いて講演を行っている。国際的な研究機関であるアジア太平洋理論
物理センターをキャンパス内に抱えており、2004 年 7 月には第 35 回国際物理オリンピッ
クを開催した。
１．東アジア研究中心大学協議会（ＡＥＡＲＵ）
AEARU（Association of East Asian Research Universities）は、韓国・中国（香港を
含む）
・台湾・日本など 4 カ国の 17 研究中心大学が、学術交流と研究の強化を目的に 1996
年 1 月に発足した。韓国では、POSTECH・KAIST・ソウル大が参加している。この AEARU
において、POSTECH は 2006 年から 2 年、協議会会長校を引き受け、定期総会・理事会・
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学術ワークショップ・学生キャンプなどを主管した。1998 年にも会長校を引き受けてい
る。

２．東アジア研究中心大学協議会（ＡＥＡＲＵ）学生キャンプ
このキャンプは、東アジア研究中心大学の学生の学術·文化交流と友好増進のために、
毎年夏休み中メンバーの大学が持ち回りで開催している。1997 年 7 月 6 日から 12 日まで
の 7 日間 POSTECH で初キャンプを始め、合計 3 種類のキャンプを開催。学生の参加費
と滞在費（航空券）の全額は、学校でサポートしている。

３．ＣＳＳ (Cross Straight Sympsium)
CSS は、 POSTECH・釜山大・九州大学のエネルギー・材料・環境分野の大学院博士
課程の学生のみが参加する「材料 ・ エネルギー ・ 環境工学」に関するシンポジウムで、
学術交流と学生の教育の国際化のためのプログラムである。
CSS は 1999 年 11 月 1 日から 3 日までの 3 日間、九州大学で初めて開催された。2000
年には釜山大、2001 年には POSTECH と順に毎年順番に開催している。参加者は、分野
別に研究論文を発表し、出席者と議論を交わす。発表と討論はすべて英語で行われる。韓
．．．．．
国の大学が特に日本の大学と、このような交流を持つことは初めてのケースである。中国
江蘇省張家港製鉄所の研修プログラムや、新素材工学科である東北大学産業経営工学科 ・
香港科技大学などの海外大学との交流も活発に行っている。

（７）．入学選考制度35
１）．入学選考方法の概要
POSTECH は入学査定官制を 100％採用している。主な選考ルートは１．一般選考枠
と２．創意 IT 人材選考枠とに分かれる。このほかに前述した在外国民と外国人選考があ
る。１．と２．について来年度の募集要項をみると、以下のとおりである。
１．一般選考
・応募資格
- 2013 年 2 月、高校卒業予定者
- 2013 年 2 月、高校早期卒業者（＝高校２年生）と認定され、所属学校長から推
薦を受けた者
-高等学校卒業者または高等学校卒業学力検定考試合格者
-その他の法令により高等学校卒業以上の学力があると認めた者
35本稿については主として

POSTECH の HP から日鉄住金総研作成。
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・募集学科と募集人員
募集学科

募集人員

募集学科

募集人員

数学

15 人

産業経営工学科

20 人

物理学

15 人

電子電気工学科

35 人

化学

20 人

コンピュータ工学科

25 人

生命科学

20 人

化学工学科

25 人

新素材工学科

25 人

その他

70 人

機械工学科

30 人

総計

300 人

※上記の募集人員は、募集単位毎の選抜人員であり、POSTECH の基準で数学の能力が一定のレベル
に達していない学生は、募集人員に関係なく選抜しない。
※「その他」は、大学 1 年生修了後に、創意 IT 融合工学を除く全学科に進めるコース。

・入学選考過程
１．ステップ 1：書類評価
必要書類：学校生活記録簿、自己紹介書、教師の意見書、自己紹介書の証拠書類（大
学修学能力試験は使用していない）
選考方法： 応募者の全提出書類を総合的に評価
1) 評価内容： ボランティアに資する可能性と本学における数学の学力評価
※学力は国語、英語、数学、科学教科を中心に評価
2）多数の評価者による多段階の評価を行い、入学査定官らで構成される入学委
員会での審議を介して、学科募集人員の 3 倍程度までが 1 次試験に合格 。
２．ステップ 2：面接評価
面接の種類：ポテンシャル性を評価する面接、数学・科学の口頭面接
面接による選考方法
1）ポテンシャル性の評価面接
志願者の資質、態度、靭性と専攻の適合性などについて、及び科学技術界
のグローバルリーダーとなれる将来性があるかを総合的に評価する。
2) 数学・科学口頭面接
※面接を通じ、本学で学べる最低限の学習能力があるか検証する。1 次試験のポテンシ
ャル性の評価面接にて、学力が十分に検証された場合、数学・化学の口頭試験を免除する
ことがある。
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科目

範囲

備考

数学

数学Ⅰ、数学Ⅱ、積分と統計、幾何とベク
トルなど高等教育課程の範囲内

科学

物理Ⅱ・化学Ⅱ・生物Ⅱ などの高等教育
物理・化学・生物
課程の範囲内
のうち 1 科目選択

-

3）面接の結果を総合的に検討して最終合否を判定
２．創意ＩＴ人材選考
この枠で選考しようとしている人材は、「科学技術と人文学的想像力が融合した『自己
主導的』に問題を解決することができる能力と起業家精神を備えた人材」である。
・応募資格
- 2013 年 2 月、高校卒業予定者
- 2013 年 2 月、高校早期卒業者（＝高校２年生）に認定され、所属学校長から推
薦を受けた者
-高等学校卒業者または高等学校卒業学力検定考試合格者
-その他の法令により高等学校卒業以上の学力があると認めた者
・募集学科と募集人員
-募集学科： IT 融合工学
-募集人員：20 名
※数学の能力が一定の学力基準に満たない学生は、募集人員に関係なく選抜しない。

・入学選考過程
１．ステップ 1：書類評価
必要書類：学校生活記録簿、自己紹介書、教師の意見書、自己紹介書の証拠書類
（大学修学能力試験は、評価ポイントとして使用していない）
選考方法： 応募者の全提出書類を総合的に評価
1) 評価内容： ボランティアの可能性と本学における数学の学力評価
※学力は国語、英語、数学、科学教科を中心に評価

2）多数の関係者による多段階評価を実施。その後、入学査定官らで構成される
入学委員会での審議を介して、学科募集人員の 3 倍程度が 1 次試験に合格。
２．ステップ 2：面接評価
面接の種類：ポテンシャル性を評価する面接、数学・科学の口頭面接
面接による選考方法
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1）ポテンシャル性の評価面接
志願者の資質、態度、靭性と専攻適合性などについて、科学技術界のグロ
ーバルリーダーになれる将来性があるかを総合的に評価
2) 数学・科学口頭面接
面接を通じ、本学で学べる最低限の学習能力があるか検証する。

科 目

範 囲

備 考

数

学

数学Ⅰ、数学Ⅱ、積分と統計、幾何とベクトル
など高等学校教育課程の範囲内

科

学

物理Ⅱ・化学Ⅱ・生物Ⅱ
などの高等教育課程の範囲内

物理⋅化学⋅生物のうち
1 科目選択

3）創造性の評価面接
面接を通じて、未来を担う IT 人材に必要な創造性があるか評価。

4)面接の結果を総合的に検討して最終合否を判定
※1 次試験の評価面接やポテンシャル性の評価面接、創造性の評価面接を見て、
学力が十分に検証された場合、数学や科学の口述面接を免除することがある。

２）．選抜方法変更の背景と狙い
Ｑ.入学選抜方法の変更に至った経緯とその背景？
Ａ． 過去は入試を実施して学力による選抜を行ってきた。センター試験を最重視し、試
験の点数を基にして選考していた。ところが、入試が激化し、多くの生徒が塾通いをす
るようになった結果、学校で教える内容を塾が先取りしてしまうようになった。生徒は
学校へ行っても、既に塾で学んだ内容を教わるだけなため学習意欲がわかず、塾に通う
ための教育費がかかるため家庭の負担も過大になってきた。そこで入試だけで選ぶので
はなく。面接も重視するようになってきた。
今の選抜方法は、入試に面接を加えたものである。実際のところ優秀な学生は点数
にそれほど差がつかないので、入試だけの選抜では結局ランダムに選ぶのと変わらない。
したがってこの 3～4 年は面接を重視して実施している。
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３）．入学選考の実際
Ｑ．入学選考の具体的なやり方は？
Ａ．

POSTECH に願書を出す学生は約 2,000 名。推薦状などの書類審査によって約 900

名を選抜し、さらに面接で約 300 名にしぼる。
面接に要する時間は 45 分、このうち、学力に関する面接が 15 分、人物面接が 15
分、専攻適性に関する面接が 15 分である。学力面接は、数学を基本として、残りは物
理・化学・生物の 1 つを選んで面接している。人物面接では、人物をみて「一生懸命や
ろう」という情熱・意志・人間性があるか判断する。専攻の適性についてはその学生が
本当にその専攻分野に合致しているかどうかをみる。
多くの学生は POSTECH と競合する KAIST やソウル大と併願して受験するため、
何％かの学生は他学へ進学する。したがって、それを見越して定員の 1.5～1.8 倍を合格
させておき、最終的に 300 名が残るようにしている。

Ｑ．面接試験の具体例は？
Ａ．

教授から「黒板でこの問題を解いてみなさい」と言われ、教授の面前で板書によ

り回答するという方式。問題は当日いきなり出題するのではなく、事前に解かせておく。
ヒントも与えて、学生がどういう対応をしてくるかを見ようとしている。1 人 15 分。3
科目で 45 分。
POSTECH には高校生の受験生の書類を審査する専任者が 3～4 人いる。このよう
な面接当日だけではなく、事前に高校を直接訪問して、質問し、反応を調査してくる。

Ｑ.センター試験は見ていない？
Ａ．

センター試験の点数も選考書類の 1 つに入っていて、点数の高い人を優先的に合

格する。0.0pt というような僅差の学生については、他の要素で判断するようになった。

Ｑ. どのようなタイプの学生を選抜するのか？
Ａ． 例えば物理でも、
「ありきたりの方法で解く」というような、ルールに従ってやれ
ばできる学生もいるが、そのような学生は必ずしも創意的な研究ができるとは限らない。
他の科目は目立たなくても「数学だけはできる」、或いは、
「物理だけはできる」という
学生をすくいあげることが面接方式の狙いの一つだ。
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Ｑ.科学英才高校の評価は？
A.

科学英才高校（Science High School）は 4 つ。その下に科学高校が大きな市と県に

1 つずつあり、これらの学校の生徒が大学レベルの物理などを履修した上で入学してく
る。入学生に占める英才高校や科学高校出身の割合は 30％。一定水準の学力を有する
生徒たちである。残りの 70％は一般高校から来る。但し、KAIST は POSTECH とは
科学高校等と一般高校との比率が逆転している。
しかし、大学に入ると、科学高校出身者が出来るとは限らない。勉強ができるとい
うより、「ただ前もってこなしてきただけ」という学生もいる。

Ｑ．点数重視から面接重視への転換と生徒の学力？
Ａ． 面接重視にしたのはここ 3～4 年なので比較は行っていない。以前の入試制度と現
行の制度とで差があるかは今のところまだはっきりしない。比較するのであれば、本学
だけではなく全国単位で行う必要がある。

Ｑ．入試方法変更についての評価は？
Ａ．

正直なところ面接は多かれ少なかれどこの大学でも取り入れてはいるが、面接を

補助的にしかやっていないところから、積極的に面接を取り入れているところもある。
全国的にみると面接について良い意見も悪い意見も半々ある。
書類審査も、学生が自ら書くのではなくて、両親や他人が代書して応募してくるケ
ースも見られる。これも問題点の 1 つだ。POSTECH は他と違い学生数が少なく、書
類審査の段階からしっかりチェックすることができるので、特に弊害はない。当分この
選抜方法を続ける。

（８）．卒業後の進路36
今まで学士の卒業生の約 70％は、POSTECH 大学院をはじめとする国内外の主要大
学大学院に進学し、残りは大企業の研究所に就職するか、ベンチャー企業を設立するな
どしている。
修士卒業生は約 60％が就職、40％が博士課程に進学しており、博士の卒業生は、ほ
とんどがポスドク研究員を経て、大学や企業の研究所などに就職している。

36本稿については主として

POSTECH の HP から日鉄住金総研作成。
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特に、POSTECH 博士号所有者 1,451 人のうち、国内外の大学に赴任した卒業生は
300 人に達する（2008 年 9 月現在）
。

Ｑ.企業の資金援助を受けた講座の場合の卒業生の進路は？
A.

企業からの資金が入っているからといって、そこの卒業生がみな資金援助を受けた

企業に就職するわけではない。他の企業へも行く。

Ｑ．大学院には他学からも入学するのか？
A.

POSTECH の学部からの持ちあがり率は 45％。残りは他大学から入る。中国人留学

生が多い。これは、ギフト(返済不要の奨学金)のある鉄鋼大学院のみの問題だ。
POSTECH に入学できるレベルに達する学生が少なく、他の大学院には留学生はあまり
多く来ない。

Ｑ.博士課程の概要は？
Ａ． POSTECH の博士課程の場合、修士課程を経ずに博士課程に進学する。物理は 1
学年に 30 名の院生を選び、その 1／3 中退するか、修士に入り直して修士学位をとる。つ
まり博士課程についていけない学生が修士課程へ行く。その比率は各科目で異なる。博士
課程修了後の進路は、以下のとおりであるが、ポスドクとしても 1～2 年いるのでアバウ
トな比率である。いずれにせよ、最初から博士を目指す、或いは、修士を目指すという学
生はいない。
・博士を終えて教授：1／3
・国立の研究所：1／3
・企業の研究所：1／3

（９）．その他
入手資料
・Physics at POSTECH （p67 ほどのブローシャ）
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第４章 シンポジウム
１．シンポジウムの概要
（１）．シンポジウム開催の趣旨
１）．背景
わが国が国際競争力を回復し､経済成長を成し遂げるためには､イノベーシ
ョンによる新事業の持続的創出が生みだされる人的基盤が必要であり、そうした
基盤を担う研究開発人材など理数系の技術者・研究者の育成が不可欠である。
しかし、現実の製造業における若手技術者・研究者をみると、育成面・能力
面のいずれにおいても多くの課題を抱えているといわれている。これが「理数系
離れによる学力の低下」特に「理数系能力の低下」によって引き起こされている
ことは､様々なデータから明らかである。
その打開策として、大学教育での理科教育強化が重要と考えられる。今年度
は大学教育に焦点を当てて議論する。

２）．目的
昨年１月に実施した第１回ンポジウムでは、教育の現場での理科教育の問題
点や企業では技術系人材の理数系学力の低下が実証的に報告され、我が国の理数
系教育の問題点･課題が明らかとなり、また、海外部門のドイツ、韓国、米国、
豪州からの参加者からも日本同様若者の理数系離れの傾向が見られることなど
が報告された。
今年度は、産業界で問題となっている技術系人材、特に若手技術者･研究者
の理数系学力の低下傾向に伴う事態の重大さについて、広く一般に知らせると共
にその対応策について大学入試の理科系科目の選択・必修制のあり方、理工系学
部・大学教養課程の理科系科目の選択・必修制のあり方、理科系科目のカリキュ
ラム等に触れつつ議論を展開する。

３）．狙い
大学学部における理科教育－製造業の将来とモノづくりの危機－というテ
ーマで、最近の若手技術者･研究者の基礎学力の低下傾向に伴うモノづくりの危
機に対する打開策を探る。
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（２）．シンポジウム開催概要
日 時：平成 25 年 2 月 1 日（金） 13:00～17:30
場 所：機械振興会館 Ｂ２ホール（東京都港区芝公園 3-5-8）
主

催：一般社団法人日本機械工業連合会

共

催：モノづくり日本会議／日刊工業新聞社、日本機械学会、国際教育学会

（３）．シンポジウム次第
１）．主催者挨拶
伊藤

源嗣

一般社団法人日本機械工業連合会

会長

２）．来賓挨拶

３）．基

調

(製造産業局担当)

渡邉

宏

経済産業省

大臣官房審議官

布村

幸彦

文部科学省

初等中等教育局長

講

演

福田

秀樹

神戸大学

伊藤

源嗣

一般社団法人日本機械工業連合会

理系漫画家はやのん

学長
はやのん

会長

理系漫画制作室代表

Edward Krubasik 元シーメンス副社長、元欧州電子機械工業会会長

４）．報告
西村

和雄

京都大学経済研究所

特任教授、国際教育学会会長

「日本の大学入学者選抜」について

５）．パネルディスカッション
モデレーター

八木

パネリスト

阿部孝

匡

同志社大学経済学部

三菱重工業(株) 代表取締役

大 森 不二雄

首都大学東京

理系漫画家はやのん
渡辺康之

教授

大学教育センター

はやのん

（株）I H I 顧問
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常務執行役員
教授

理系漫画制作室

２．シンポジウムの要旨
（１）．主催者挨拶
伊藤源嗣氏(一般社団法人日本機械工業連合会

会長)

日本経済は、出生率低下による高齢化及び人口減少、グローバル化の進展による国
際環境の激化など、厳しい環境にある。
ＩＭＤ（経営開発国際研究所）は、「日本の国際競争力は中長期的に低下してい
く」との見方をしており、日本にとって競争力の回復は急務である。機械工業をはじ
めとする製造業においても、アジア新興国との競争が激化している。そのような環境
を打開していくには、イノベーションにより新たなビジネスチャンスを創出していく
ことが重要であり、イノベーションを担う人材を育成していく必要がある。
ところが近年、製造業の競争力を担保するうえで重要な、若手技術者・研究者の
理数系学力の低下が問題視されている。特に、ものづくりと大きな関わりのある物理
学の履修率低下・学力不足は大きな問題で、この問題がひいては日本の国際競争力の
低下の一因になっているとも考えられる。また、多くの企業では、新規採用の技術者
に対して物理学の再教育を行わなければならない状況にあり、時間的な無駄も大きい。
本シンポジウムを通じ、若手技術者・研究者の理数系学力低下について警鐘をな
らすとともに、企業の前段階である大学における理科教育の在り方について議論して
いきたい。

（２）．来賓挨拶
・渡邉宏氏（経済産業省

大臣官房審議官(製造産業局担当)）

日本経済が成長していくためには、産業の競争力、特に製造業の競争力の強化が
必要だ。製造業の競争力は、新しい付加価値を創造できるか、すなわち、「生活者や
ユーザーが抱える潜在的な課題を探し、顕在化させ、解決策を提供できるか」という
ことによって測られる。新しい付加価値の創造とは、ユーザーへの技術の押しつけで
はなく、ユーザー自身も気づいていないような不都合を先回りして見つけ解決してい
くことである。そして、そのような新しい付加価値を生むプロセスを担うのは産業界
で活躍している理数系人材であると考える。
私ごとになるが、私自身の専攻は化学工学だ。化学は英国の石炭化学を端緒とし
て発展した。その後しばらく、英国が圧倒的な競争力を誇っていたが、ドイツが大学
における化学教育を強化したことで大学化学の厚みは英国よりドイツの方が大きく
なり、半世紀の間に英国とドイツの化学の競争力は逆転してしまった。このような史
実からも、大学における理数系教育の重要性が分かる。
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ところが、日本の理数系学生数の推移を見てみると、平成 12 年をピークに足元
では 15％減少している。因みに、同期間の大学生の総数は 4％増えている。理系人材
の厚みと質をどう確保していくかということは、日本の産業界にとっての課題である
のはもちろん、世界全体の持続的な発展に貢献し得る日本の技術力を維持・強化して
いく必要があるという点で世界全体にも絡む重要な問題である。
産業競争力強化の一環として、理数系人材の強化が必要であり、本シンポジウム
の成果に期待したい。

・布村幸彦氏(文部科学省

初等中等教育局長)

世間で理数系離れが言われるようになって久しい。科学技術の発展とイノベーシ
ョンによる成長を「科学技術・イノベーション推進」の国づくりを目指す日本におい
て、競争力と生産性の源である科学技術の振興と、科学技術系人材の育成が極めて重
要なテーマであると認識している。理数系離れを解決し、国民全体の科学的リテラシ
ーを育成していくことは、日本の将来に関わる大きな課題である。
このような課題をふまえ、文部科学省としては平成 20 年度から小学校・中学校
の学習指導要領を、平成 21 年度に高等学校の学習指導要領を改定改訂し、理数科目
の授業時間増加や、観察や実験を大事にした指導内容の充実などに取り組んでいると
ころである。日本の児童・生徒において、「将来、理科や科学技術に関する職業に就
きたい」、
「理科や数学の勉強が好きだ」、
「理科や数学の勉強は将来の役に立つ」と答
える割合は、他の先進国に比べて低い。改訂した学習指導要領の改訂に基づく指導の
充実により、子どもたちの科学技術への興味・関心の向上、理解を深めることに貢献
したい。
学習指導要領の改訂以外にも、理科教育設備の充実(H24 年度予算で 100 億円、
補正予算で＋30 億円)、小学校の教員の手伝いができる人材の開発、小中学校の観察・
実験活動を支援する観察実験アシスタントの配置の支援、小学校高学年の授業を中学
校の先生に担当させる理科専任教員を小学校に配置する、といった取り組みも進めて
いる。
また、高校段階では SSH(スーパーサイエンスハイスクール)や科学の甲子園の取
り組みが進んでいる。日本の高等学校は約 5 千校あるが、そのうちの 200 校を SSH
とし、理科や数学の高度な授業内容を取り入れて教育について先進的な取組を充実し
ていく予定だ。学生児童・生徒に「理数科目を学ぶ重要性」を気づかせるには、「学
校で学んだ理数科目の内容が社会でどのように使われているか」理解させるなどの実
感を持たせながら学ばせることが重要だ。既に SSH では大学や研究機関、様々な企
業との連携が進んでいるが、今後、更に様々な業種・業界の方に連携いただき、ご協
力いただき、最先端の技術に触れさせる機会を学生児童・生徒や教職員に提供してい
きたい。
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このように、理数系人材の育成は学校だけでなし得るものではないので、次世代
を担うグローバル理数系人材の育成を進めていくためには、社会全体の課題として産
学連携のうえ取り組んでいく必要がある。本日ご参会されている企業の方々から様々
な意見をいただき、本日のテーマである「理数系学力の強化とものづくり人材育成」
につなげていければと思う。

（３）．基調講演
１）．福田秀樹氏(神戸大学

学長)

１．神戸大学のグローバル人材育成
近年の製造業において、若手技術者・研究者の能力不足が問題視されている。その打
開策の 1 つとして、大学での理数系教育の強化があげられるとのことだが、神戸大学でど
のような理数系教育を行っているか紹介したい。具体的には、神戸大学の教育の特長であ
る「統合性」と「国際性」について、近年力を入れている教員のグローバル化について紹
介する。
また、私は企業と大学の両方の勤務経験がある。その経験から、競争の激しいグロー
バル社会で判断・決断していかなければならないリーダーにとって、「経営が分かるこ
と」
・
「技術が分かること」が必要だと思う。神戸大学では、そのようなグローバルリーダ
ーの育成に注力していきたいと考えている。
神戸大学の考えるグローバル人材とは、
①語学力・コミュニケーション能力
②主体性・積極性、チャレンジ精神、協調性・柔軟性、責任感・使命感
③異文化に対する理解と日本人としてのアイデンティティ
を備えた人材である。①については一般的に必要とされる能力だと思うが、②や③のよ
うな能力も重視しているのが神戸大学の特徴だと思う。このような基本的な資質に加え、
「問題解決型」ではなく「問題発掘型」のリーダーシップを発揮できる、グローバルな視
野を備えた人材がグローバルリーダーにふさわしいと考える。
１．－１神戸大学の統合性と国際性
前述のとおり神戸大学の教育の特徴は統合性と国際性にある。研究に関して、新たな知
を創造する学術拠点を志向した研究憲章を設け、連携・融合が生み出す新学術領域などの
高度な専門性のある研究を行っている(=統合性)。そして、その研究の成果を世界に発信し、
世界トップクラスの研究機関となることを目指している。教育に関しては、教育理念を設
け国際的に卓越した教育を行うこととしており、高度な人材を育成できる世界トップクラ
スの教育機関となることを目指している(=国際性)。統合性と国際性を重視した研究・教育
の具体例をいくつか紹介したい。
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●統合性
まず、統合性の事例の 1 つだが、一昨年に開設した神戸大学統合研究拠点では、分子レ
ベルから宇宙レベルまでの幅広い分野において 10 個のプロジェクトを進めている。学部
の枠にとらわれずに、分野横断型の先端的融合研究を全学的規模で推進している。因みに、
神戸大学統合研究拠点は一時期スーパーコンピュータとして世界ランキング第 1 位になっ
た「京」の施設の隣にあり、「京」とも連携のうえ人材育成・研究を共同で行っていく計
画もある。
神戸大学には従来から自然科学研究科という分野横断的な研究を志向した科があっ
たものの、漠然としていて役割期待が不明瞭であった。そこで、それぞれの研究科を縦方
向に進化させながらも、コアになる組織への融合をはかれるよう、2007 年に自然科学研
究科を改組して理学・工学・農学・海事科学の 4 研究科と自然科学系先端融合研究環を設
置した。
自然科学系先端融合研究環は先端的・融合的研究を推進し、学際性・総合性の調和のと
れた教育研究を展開するための中軸的役割を担うことを目的としている。神戸大学統合拠
点において、このような分野横断型の先端的・融合研究を全学的規模で推進する場を作り、
先導的な研究成果の集積と先端的・融合的なカリキュラムの提供を行っている。
●国際性
次に、国際性の事例を紹介したい。神戸大学には 11 の学部と 14 の研究科があり、そ
れぞれの学部・研究科で様々なグローバル人材育成のための様々な取り組みが行われてい
る。その中から、①オックスフォード大学との連携(文学部)、②キャンパス・アジアプロ
グラム(経済経営研究所)、③ASEAN 諸国との連携・協働による次世代医学・保健学グロ
ーバルリーダーの育成(医学・保健学研究科)について詳細を紹介する。因みに、②と③は
文部科学省の世界展開力強化事業の 1 つとして採択されたプログラムである。
①オックスフォード大学との連携
2011 年 3 月に神戸大学はオックスフォード大学と大学間学術交流協定を締結し、そ
の協定をベースに「神戸・オックスフォード日本学プログラム」を立ち上げた。2012 年
10 月にはオックスフォード大学の東洋学部日本語学科の 2 年生 12 名が来学し、神戸大学
の学生と一緒に日本語の勉強を行っている。毎年 12 名を 1 年間受け入れる予定だ。オッ
クスフォード大学から神戸大学に来学している学生に日本語を学ぶ機会を与える代わり
に、神戸大学の学生にクイーンズイングリッシュを教えてもらうなど、相互的な効果を期
待している。また、数は少ないが神戸大学からオックスフォード大学に留学する学生もい
る。このような学術交流により、グローバル人材・国際性を育成していきたい。
②キャンパス・アジアプログラム
日・中・韓の大学の連携によって、自然災害から経済・財政・金融危機・安全保障や
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社会情勢上の危機など多様なリスクに迅速に対応できる人材を育成していこうというプ
ロジェクト。
③ASEAN 諸国との連携・協働による次世代医学・保健学グローバルリーダーの育成
ASEAN 諸国と連携して、問題解決能力及び英語による実践的コミュニケーション能
力を有する、医学・保健学グローバルリーダーを育成していくプロジェクト。このプロジ
ェクトは大阪大学とも連携して進めている。
神戸大学は 2008 年に中国北京にオフィスを構えており、韓国・台湾・中国・インド
ネシア・ベトナム・タイ・マレーシア・シンガポール・ミャンマー・ラオスで同窓会組織
を戦略的に立ち上げている。また、2010 年にはベルギーのブリュッセルにもオフィスを
開設し、ヴァンロンプイ欧州理事会議長(EU 大統領)に神戸大学の学生に対して直に講演
いただいた。それ以降も、ブリュッセルで神戸大学がシンポジウムを開催したり、EU の
大学とダブルディグリープログラムを実施したりと、様々な連携を行っている。将来的に
は北米にも拠点を設置したい。
このような神戸大学の国際化への取り組みにより、留学生の受け入れ人数は平成 15
年の 868 名から平成 24 年には 1,132 名に増加した。日本の大学で留学生の受け入れ人数
が千名を超えている所は少ないが、神戸大学としては向こう 5 年で 1,500 名への増加を目
指したい。また、神戸大学の学生の海外派遣数も年々右肩上がりで増加している(平成 23
年度はプログラムによる派遣 237 名、私費 312 名)。
１．－２神戸大学の教員のグローバル化
学生にグローバル化を促す一方、教員のグローバル化も促進している。
2012 年 9 月には、中国の蘇州で日中の大学の学長による「グローバル人材育成に向
けた国際化戦略」と題したシンポジウムを開催した。日本の神戸大学・京都大学・大阪大
学、中国の復旦大学・上海交通大学・蘇州大学・同済大学・浙江大学などが参加した。そ
のシンポジウムに私も参加したが、その時にも「国際化戦略を進めるうえで教員のグロー
バル化も重要」ということを述べている。
神戸大学では 2009 年 9 月から毎年 15 名の若手教員(40 歳前後)を海外に約 1 年間派
遣するという取り組みを始めている。この事業は現在も続けており、累計 100 名を目標と
している。神戸大学で 100 名の教員というのは、45 歳以下の教員の 15％に相当する極め
て大きい人数だと認識している。
２．望むべく人材像の例～企業＆大学での経験から～
私は大学卒業後、24 年間、企業の研究所に勤め、研究及びマネジメントに従事した。
その後、現在に至るまでの 19 年間は大学に勤めている。企業・大学どちらも経験してい
る立場から、「このような技術者・研究者は良くない」・「このような技術者・研究者を育
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てたい」というような「理想的な技術者・研究者像」についての見解を述べたい。
まず、「このような人材では困る」という技術者・研究者には 3 つの典型例があると
思っている。1 つ目は「石橋をたたく」タイプの技術者・研究者だ。このようなタイプの
人は堅実ではあるものの、なかなか新しいことに思い切ってチャレンジしようとしない。
石橋をたたいても橋は渡れない、ということを徹底的に教える必要がある。2 つ目は、
「文
献研究者」タイプの技術者・研究者だ。いわゆる、「賢い人」に多いタイプだと思う。机
に座って一生懸命文献を読んでいるだけで、
「兎も角やってみよう」という行動力がない。
新しいイノベーションは既存の研究論文を疑ってみることから生まれることも多いが、文
献研究者タイプの人材は、120％文献を信用してしまう。このようなタイプには、
「まず行
動せよ！椅子に座るな！」ということを教え込む必要がある。3 つ目は「困難な道を選ば
ない」技術者・研究者だ。研究を山登りに例えるとすると、山道を登る時には、いくつか
ルートがあるが、このタイプの技術者・研究者は困難な道を選ばずに安易な道を選ぶ。安
易な道を選べば、すぐに答えを手に入れることが出来る反面、得られる成果は小さい。こ
のようなタイプに対しては「一番困難な道を選べ！」という教育をすべきである。
以上、3 タイプの「このような人材では困る」という例を紹介したが、私が研究室で
の学部生指導で感心した例を 1 つ紹介したい。学生 A 君は、学部 4 年生で研究室に配属
された時、成績は下位レベルだった。学部卒業後には、大学院進学ではなく一般就職を希
望していた。A 君が行っていた卒業実験では、通常であれば化学反応を阻害するため試料
に水は加えないが、「本当に水を入れると実験が失敗するか、兎も角やってみよう」と敢
えて試料に水を加えた。A 君は「先生のおっしゃったとおり、水を入れてみたら実験は失
敗でした」と報告してきたが、その実験データを見てみると、今まで研究されていなかっ
たような新たな発見があった。「水を加える」という世の中の常識に反する発想により、
それまで誰も成しえなかった大成功を遂げたのだということを A 君に説明すると、彼は研
究者として目覚め、修士・博士課程へと進んだ。因みに、A 君の発表した論文は学会賞を
受賞している。A 君を指導した経験から、先入観を持たずに、その人の特徴・キャラクタ
ーに合わせた教育を行うことが大切だと実感した。知識がたくさんある学生は成績優秀か
もしれないが、研究者として重要なのは「創造的であるか」ということだと思う。
最後に、本シンポジウムのテーマにもあるように、理系学力の低下や大学教育と企業
のニーズのミスマッチが問題視されているということだが、そのような問題を解決してい
くために、大学と企業の連携・コミュニケーション強化のうえ、一体となって技術者・研
究者を育成していきたいと考えている。具体的には、技術者・研究者の大学への派遣、国
内外での共同研究、専門職大学院といった取り組みを進めていきたい。専門職大学院とは、
大学院のうち、高度専門職業人の養成などを行うものを指すが、例えば神戸大学経営学研
究科では、平成元年から社会人を対象に「経営のプロフェッショナルを養成する MBA プ
ログラム」を設置している。因みに、平成 24 年度の入学者 72 名の内、文献出身者が 32
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名、理系出身者が 40 名と、理系のバックグラウンドを持つ方が多い。この MBA プログ
ラムの特徴は、①社会科学系・自然科学系出身者による文理融合の教員構成(11％の教員
が理系出身)、②産業界で求められている問題・課題をプロジェクト方式にて学習・研究
していることにある。したがって、文系教員から経済・歴史・社会学等のディシプリン、
理系教員から科学的思考能力・理数系マインドを学び、定量的・訂正的分析に基づく判断
力を培うことができる。このような取り組みを通じ、冒頭に述べたような「経営が分かる
技術者」・「技術が分かる技術者」を育成していければと思う。

２）．伊藤源嗣氏(一般社団法人日本機械工業連合会
Ｉ

会長・株式会社ＩＨ

相談役)

●機械系製造業の技術経営上の問題と人材育成
本日これから述べる内容は、日本機械工業連合会の会長、ＩＨＩの相談役として発す
るものというよりも、私個人としての考え、即ち「現場に近い産業界の意見」としてお聞
きいただければと思う。
１．わが国の製造業が直面する課題
本題に入る前に、日本の製造業がどのような問題を抱えているのか追って考えたい。
近年、国際社会における日本の製造業の著しい成長力・競争力の低下が重大な問題に
なっている。その原因は多くあるが、第一の原因はマーケットニーズの軽視だと思う。そ
の他、革新的な新製品がない・プアーなビジネスモデル・高コストといった原因が考えら
れる。次に、生産拠点の海外移転という問題がある。日本の製造業は海外に進出すべきだ
という議論もあるが、国内での雇用が守れなければ意味がないと思う。また、製造業の 7
割を占める中小企業において、海外に進出できるのは体力のある企業のみで、零細規模の
企業は衰退の一途を辿っている。このように、国際競争力の低下・国内雇用の減少・中小
企業の衰退が進む中、日本の製造業は深刻な衰退の危機に直面している。
製造業の衰退に伴い、様々な悪影響が現実のものになっている。製品の輸出が減少す
れば、貿易収支の赤字化・経常収支の赤字化が進む。また、製造業の収益力低下は、従業
員の実質所得の減額を招いている。生産年齢層の実質収入減少や社会保障の劣化等による
将来への不安は、生産年齢層・高年齢層とも購買力の低下を招き、デフレ長期化の一因と
なっている。製造業の衰退は、このように、日本経済の減退につながる重大な問題である。
資本収支や金融収支の黒字に頼って経済再生を図るのは、国家の長期的な経済戦略として
はとるべきではないと考える。
製造業を再生するにはどうすべきか考えてみたい。まず、商品特性の差別化のため、
グローバルな地域別・所得階層別に徹底的に需要を分析する必要がある。そのうえで、
「技
術に基づく差別化」が必要である。技術による差別化を図るには、①人材育成、②リスク
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を伴う事業・技術投資への決断力、③後発組に追いつかれないような対策(高度化・知的
財産活用など)、④国内雇用が減らないような国内生産と海外生産のすみ分け、⑤高度な
技術の摺合わせ、⑥国内他業種とのパートナーシップ強化(自社の利益にのみ固執しない)、
といったことが重要と考える。
では、日本の製造業の将来を切り開くために具体的にどのような人材が求められるの
だろうか。私は、「グローバルに通用する人材」・「イノベーションを実現できる人材」が
必要だと考える。「グローバルに通用する人材」とは、コミュニケーション力はもちろん
日本人には特に足りないとされるディベート能力、異文化を理解し判断できる能力、多様
な考えを理解・集約し方向性を導き出す能力を備えた人物を指す。「イノベーションを実
現できる人材」とは、今までになかったような新たな需要を掘り起こす(ウォークマンや
i-phone など)、革新的な技術・システムや製品を創出する、生産段階において革新的な技
術・プロセス・方式を創出することができる人物を指す。
このような高度な人材開発が求められる一方で、技術者としての基本的なレベルを確
保するために、次のような能力の強化も必要だと考える。1 つ目は大学での専門教育に対
応する数学の水準と数学的思考能力である。大学数学の全ての内容を理解する必要は必ず
しもないが、少なくとも高校レベルまでの数学はしっかり学んでほしい。2 つ目は物理・
化学・生物の専門知識の修得である。中でも、製造業では応用物理を使う場面が多いこと
から、物理的な思考能力は必須だ。3 つ目は、工学の専門知識である。機械系でいえば、
4 力学のような基本的な学科はしっかり履修したうえで入社してほしい。最後に、自分な
りに論理的に考え文章で表現する能力や、自分と異なる考えに対する理解力の強化も必要
である。
２．製造業が求める技術系人材
当社のような製造系企業は、技術系人材に対して、次のような問題意識をもっている。
まず、部課長クラスについては、バブル期の大量採用で採用レベルが低かったことに起因
するのかもしれないが、専門知識が不足しており、最新の先進技術や知識の吸収も不足し
ている。また、若手社員を指導する能力も低い。当社で人材の能力開発を担当している者
から、「部課長クラスの若手社員の評価が甘い」という声も上がっている。
次に、本シンポジウムのテーマでもあるが、若手社員の学力不足・学力低下の問題があ
る。具体的には、数学の基礎学力、物理・化学・生物の学力不足、工学の専門学力(機械
系でいえば 4 力学)の不足があげられる。加えて、覚え込むのではなく論理的に考えて行
く力や問題を自分で見つけ解決していく力が不足している。
また、採用においても、優秀な新入社員の獲得が難しくなっている。製造系企業では
物理の知識を使う場面が多いものの、物理系学科の卒業者は生物系・化学系に比べて減少
しており、なおかつ物理系学科卒業者の学力も低下傾向にある。新入社員は知識を覚え込
むことを重視しがちで、思考力に欠ける。その他、女性技術者の採用がなかなか難しいと
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いった問題がある。
新入社員の採用担当者と、受入側の上司に新入社員の印象をヒアリングしてみたとこ
ろ、受動的に取り組むだけで自分なりに分析・説明できない、人間関係力が低いという問
題点が指摘された。新入社員の知識レベルについては、上司が評価する一方、採用担当者
からは大学教育の中で鍛えられていない印象がある、学生の専門・適性と企業が求める人
材にミスマッチがあるとの声が上がった。このことからも、若手の知識レベルに対して、
上司の評価が甘いという可能性が指摘できる。
優秀な新入社員が確保できない理由としては採用担当者のヒアリング内容から以下
のような点が考えられる。まず、ＩＨＩという会社に対して大学や学生がもつイメージと、
当社が採用したい人材像の間にミスマッチがあり、電気・化学・制御関係の優秀な学生の
応募が少ない。また、ＡＯ入試や無試験による大学院進学等により、専門的な学力を有す
る応募者が不足している可能性がある。一概にＡＯ入試や無試験が悪いということではな
いが、試験科目が学力選抜に比べ少ない場合が多いため、専門的な内容を学習するきっか
けが減ってしまうと思う。さらに、近年では入試科目選択制の影響から、物理を履修せず
に理系に進学する学生が増えている。実際、高校で物理を履修せずに応用物理系の学科に
進学するという例もある。ＩＨＩとしては、強電・冶金・鋳造に強い学生を採用したいと
考えているものの、大学のカリキュラムとしては弱電・非鉄・バイオ等に力点がおかれ、
強電・冶金・鋳造は先細り。選択制でも構わないので、「企業が重点的に履修してほしい
と考える科目」と「企業に応募する学生が実際に履修した科目」を一致させてほしい。近
年、大学では複合学際領域・学科が増加しているようだが、新しい領域を取り扱うことが
できる反面、大学時代という短期間で得られる専門性が低下している。
３．製造業から理数教育への問題提起
近年、「理系離れ」が問題視されている。理学部はまだ良いが、工学部は特に敬遠さ
れがちである。なぜ理系(工学部)が敬遠されてしまうのか、考えてみた。
文系／理系のどちらの進路に進むかは中学生から高校 1 年生位の間に決定される。こ
の時期に理系から文系に学生が流れてしまう理由としては、大学入試が文系の方が容易と
いう目先のことに囚われてしまう点、文系の方が就職に有利・文系の方が将来の所得が多
いという事実に反する認識(詳細は後述)がある。また、理系の方が入学・卒業が難しいと
中学生・高校生とその両親が考えているきらいがある。これはある意味事実ではあるが、
小・中・高校の理数教育において、「本質を理解させる」・「本質を理解すればおもしろい
ということを分からせる」ことで改善していく必要がある。
３－１．製造業から小・中・高校理数教育への要望・問題提起
小・中・高校における理数教育については、第一に理数教育の内容を強化していただ
きたい。具体的には、①小学校 1 年生から理科を履修(現在は 3 年生から)、②小・中学校
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で理数英才クラスを導入する、③生徒が食わず嫌いにならないよう、学習意欲を喚起し、
探究心を育成するようなカリキュラムに改める、④生徒がトライ&エラー(特に失敗)でき
る機会を与え科学技術への夢や期待を育成する、⑤中学 3 年生の理科を 70 年代のレベル
に戻す、といった点があげられる。また、高校 1 年生における「理科総合」
・
「理科基礎」・
「科学と人間生活」のような科目は廃止か選択にしてほしい。少なくとも、大学の理学部・
工学部への進学を希望する生徒には選択させず、入試科目からも外していただきたい。こ
のような科目は小・中学校で理科が苦手だった学生向けのものだと思うが、高校の理科は
物理・化学・生物の学習を必須、もしくは理系クラス必須とすべきだ。さらに、高校での
理数学科の授業の実時間の延長と取得必要単位数の増加、公立高校への理数英才クラス導
入、ＳＳＨを持続的で全校的な科学英才高校とするといった取り組みも検討してほしい。
その他、製造業としては女性の技術者増加への働きかけや、奨学金制度の拡充による海外
への留学生増加・理系進学者増加を期待したい。
応用物理系製造業としては物理の履修率の引き上げを望むが、センター試験における
物理の選択率は 30％を下回っている。かつては生物・化学よりも物理の履修率が高かっ
たが、今では逆転している。経済産業研究所の調査データだが、「ゆとり以前世代／ゆと
り世代／新学力観世代における就業者の得意な理科科目」を調べたところ、化学はどの世
代でも 25％前後だった。生物はゆとり以前世代 35％弱、ゆとり世代 40％弱、新学力観世
代 45％強と若返るごとに得意と答える割合が増加していた。それに対し物理が得意と答
える割合はゆとり以前世代 25％強、ゆとり世代 20％弱、新学力観世代 15％強と減少する
一方だ。逆に、ゆとり以前世代／ゆとり世代／新学力観世代における就業者の不得意な理
科科目」という調査では、どの世代においても物理と回答する割合が 50％前後と圧倒的
に高かった(因みに、生物・化学が苦手と答える割合は 20％前後)。おそらく、3 教科の中
では物理が暗記偏重ではなく思考能力を要求される学問のため、難しく感じやすいのだろ
う。したがって、前述のように生徒の苦手意識を排除して興味を持たせるような教育が求
められていると思う。
世間一般では、理系出身よりも文系出身の所得が高いという認識があるようだが、転
職サービスＤＯＤA 調べ／週刊東洋経済 2011.3.19 号によると、20 代～50 代の各年代に
おける年収とも、文系出身より理系出身の方が高い。生涯賃金においては理系出身の方約
1,500 万円も高い。また、理系学部出身者の理科の得意科目別平均所得(経済産業研究所調
査)によると、それほど大きな差ではないが、ゆとり以前世代・ゆとり世代・新学力観世
代の全てにおいて「物理が得意」という人の平均所得が高い。「物理を履修したり、理系
に進学したりすれば生涯賃金が多くなる」と断言できるわけではないが、世間一般で言わ
れているように「理系は所得が低い」ということが誤りだということには広くご理解を得
たい。
３－２．製造業が大学(工学部)の教育に求めるもの
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製造業として、大学の理科教育に求めることは、①自ら自主的に考えさせる教育・実
践体得型教育、②課題解決能力(原因分析やロジカルシンキング、実行力を含む)の習得と
強化、③機械工学基礎知識・基礎的な専門学力(4 力学や材料における「鉄」についてなど)
の習得、④英語力・コミュニケーション力・ディベート能力などの表現力、⑤基礎学力に
裏打ちされた深い洞察力・学会活動や研究発表を通じた人間関係力の涵養、⑥女子学生の
人数増加・製造業への就職希望者増加へのはたらきかけ、である。
具体的な理系科目については、工学部進学前に数学・物理(・化学)の履修を徹底し、4
力学と制御メカトロニクス・金属材料は出来れば必修にしてほしい。また、選択での習得
が望ましい学科として、伝熱工学、化学工学、電気電子工学、機械加工・塑性加工・接合
などの生産技術、複合材料等非金属材料をあげておく。
３－３．企業として取り組む／強化すること
以上、企業として大学に要請したいことを述べたが、企業として技術者育成のために
どのような努力を行っていくことが必要か紹介したい。まず、技術者育成のためオフジェ
ーティーでの教育・研修を強化したいと考えている。新入社員への基礎・専門研修はもち
ろん、入社 3～5 年の若手社員研修、部課長クラスのフォローアップ研修も行っていきた
い。また、若手社員向けにディベート能力向上の研修の実施や、海外留学／勤務の拡大・
拡充を図りたい。また、女性技術者の獲得について、まずは「量」つまり採用数を増加さ
せたい。そのために、大学への働きかけに加え、会社として「女性採用に力を入れている」
という方針を明確に打ち出したり、女性技術者対象の研修を強化したりしていきたいと考
えている。男女公平ではなく「女性優遇」を目指したい。これは、現状が著しくアンバラ
ンスであることを踏まえ、長期的にみて総合的な公平が実現することをねらいとしている。
女性の処遇強化のため、出産・育児期間の対応改善、処遇・昇進機会の改善を行っていく
ことが是非実現されなくてはならない。
３－４．大学(工学部)教育充実・相互理解深化のための産業界からのポジティブアクション(私
案)
最後に、企業からの大学教育サポート案を述べたい。コスト面でのサポートとして、
寄付講座の拡大・強化、奨学金制度の拡充をあげたい。奨学金制度(授業料・留学)の拡充
は、技術立国の見地からも重要と考える。一般的に、理系は文系に比べ大学卒業までにか
かる費用が大きく、そのことが、理系が敬遠されがちな理由の 1 つでもある。したがって、
企業が授業料の一部を支援することで、工学部人材の裾野拡大につながればと思う。また、
海外留学のための奨学金制度を設け、選抜によるエリートを育成したい。
企業と大学の相互理解を深めるため、企業の若手マネージャークラスと大学の若手教
員の人事交流や、インターンシップ制度の拡大にも努めたい。現状のインターンシップは
「学生に企業での就業経験を与える」という意味合いが強い。新しい試みとして、①単位
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として認定する、②工学的な見地から機械の面白さに目覚め、探究心・知的好奇心を醸成
する、③学生の取り組み姿勢・問題解決力・論理的思考などの個別評価を大学にフィード
バックし、企業が求める人材を大学と共有するきっかけにする、という 3 点を取り入れた
い。
それ以外にも、①大学の学部 1・2 年生と企業(人材開発部門・技術開発部門の担当者)
でグループ討議を行い、企業が求める技術者像や 10 年後の方向性を学生にレクチャーす
る、②大学教員と会社採用部門・技術開発部門の意見交換を強化する、③共同研究のプロ
セスで人材育成への要望を示唆する、といったことにより、企業と大学の相互理解を深化
させていければと思う。

理系漫画家はやのん氏(はやのん理系漫画制作室

代表)

●理工系の「おもしろさ」を知れば好きになる
漫画を用いて理工系の「おもしろさ」を伝えることを仕事としている。理工系のおも
しろさを伝えることで、理工系に進む学生が増えればと思う。
「理系漫画家」という職業は聞き慣れない方も多いと思うので、まずは簡単に経歴を
紹介したい。
私は、1975 年に静岡市に生まれ、高校生までは沖縄県の石垣島で育った。子どもの
頃は絵を描いたり、ゲームでよく遊んだりしていた。その一方で本もたくさん読み、漫画
やゲームで遊ぶことを悪く言われないように勉強もしっかりしていたと思う。高校時代に
は英語と国語が得意だったが、当時好きだった男の子と同じ進路に進もうと、琉球大学理
学部物理学科を受験し、進学した(但し、その男の子は不合格だった)。大学時代はミュー
ジシャンになることを志すも、音楽の道はうまく展開せず、さらに、当時は就職氷河期の
ため一般就職も厳しかった。子どもの頃から絵を描くことが得意だったこともあり、イラ
ストの仕事をしようと上京。上京後、軽い気持ちで足を運んだ子供の科学編集部にて、
「物
理学科出身のイラストレーター」という肩書が目を引いたのかすぐにイラストの仕事をも
らい、絵を描くことだけで生計を立てられるようになった。数年後には子ども向けに科学
のおもしろさを伝える雑誌での連載を開始した。世界物理年にあたる 2005 年には、世界
物理年の事務局の取材をした縁で、世界物理年のイメージキャラクターデザインと物理チ
ャレンジ(高校生向けの物理のコンテスト)のポスターを担当した。2005 年を機に理系の仕
事が増え、2007 年には応用物理学会の 75 周年イベントに出演した。その時に一緒に司会
を担当した方から、「理系で漫画家なら『理系漫画家』だね」との言葉をいただいたこと
がきっかけで、
「理系漫画家」という肩書を名乗るようになった。その後、
「漫画で理工系
を応援するのが自分の仕事だ」と思うようになり、子供の科学や日刊工業新聞で科学を分
かりやすく紹介するような漫画を多く手掛けるようになった。特に日刊工業新聞で連載中
の「キラリ研究開発」は、最先端の科学を紹介するコーナーで、今現在の仕事の中核。
「キラリ研究開発」は理工系の魅力を紹介する漫画である。私は、物理学科出身のた
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め物理は得意。また、これまで仕事をいただく機会が多かった天文学や地学も得意。一方
で苦手意識のあった化学は勉強し直し、未履修だった生物も一から勉強した。全く知らな
いことを学ぶのは大変ではあるが、
「知らないことが分かっておもしろい」という驚きの 1
つ 1 つを、読者に伝えていけるチャンスでもあると思う。日刊工業新聞で連載しているだ
けに、「ものづくりを応援したい」という思いは個人的に強い。取材をしていると「おも
しろい」技術を備えた様々な機械があることに驚かされる。身近な物が「実はこうだっ
た！」という驚きがあると、その「物」の価値が改めて分かる。そうした経験が、毎日何
気なく見ている物の 1 つ 1 つにどんな科学が潜んでいるかを考えるきっかけとなればと思
う。
新聞や雑誌での連載に加え、最近では大学・研究機関によるサイエンスアウトリーチ
で漫画を描くという仕事が増えている。例えば、大学や研究所が発行している冊子や、東
北大学「天文学教室」が若手研究者を海外に派遣する「頭脳循環」というプログラムのニ
ュースレター冊子を手掛けている。それ以外にも、一般市民向けに研究内容を紹介するポ
スターのイラストを描いたり、今回のような講演の機会をいただいたり、一般の方向けの
サイエンスカフェで科学・理工系の世界を紹介したりしている。
このように「理系漫画家」として活動しているが、その理由は、「理工系の『おもし
ろさ』を知ることで、理工系を好きになってほしい」からだ。そもそも、「知らない」も
のを好きになることはできない。
「知る」ことで興味をもち、
「さらに知る」ことで、価値
が分かるようになる。漫画家として「知る」機会を多く設けることで、理工系への興味の
スイッチが入るきっかけとなればと思う。「理工系のおもしろさ」はあり過ぎて困るほど
多くある。これからも、さらに多くの「理工系のおもしろさ」を伝えていきたい。
また、これまで研究者や学生を取材してきた。その中で、文章力やコミュニケーショ
ン力に問題を抱える学生が多いこと、研究を行ううえで理系には英語が欠かせないにも関
わらず英語が苦手という学生が多いことに気づいた。私自身は、「科学を伝える」ことを
仕事としているが、絵を描くのはもちろん、文章でも伝えていかなければならない。文章
力やコミュニケーション力など、「伝える」ことを学生が苦手としている、ということは
非常に大きな問題だと感じた。そのような問題意識から、理系の学生の表現力やコミュニ
ケーション力を向上させる教育に携われればと思い、言語教育学の修士課程に進み、正確
さ・論理性を重視する英語ライティングを学ぶことにした。世界中どこでも好きな場所で
創造力を発揮できる、表現力・コミュニケーション力豊かな理工系学生を育てる、という
のが今後の新たな目標の一つだ。

Edward

Krubasik(元シーメンス副社長・元欧州電子機械工業会会長)

●技術系人材の育成～ドイツ産業界における取り組み～
日本・ドイツの産業界は人口動態の問題や若手の理系離れなど共通の問題を抱えてい
る。本日はドイツ産業界、中でも機械業界を取り巻く環境と技術系人材の労働力不足を概
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観したうえで、産業界と学校教育による対策を紹介したい。因みに、私は原子核物理学の
博士号を取得しているが、修士課程では経営学を専攻した。ドイツでは、修士と博士で異
なる分野を選択することが珍しくない。私自身も金融と物理を学んだことがキャリア形成
に役立っている。
１．ドイツ製造業における技術系人材の推移
2011 年におけるドイツの電気業界の雇用者数は約 1,474 千人で、そのうち 169 千人
が技術系人材である。2010 年における機械業界の雇用者数は約 1,047 千人で、そのうち
約 167 千人が技術系人材である。電気業界・機械業界とも技術系人材の人数は増加傾向に
あり、特に機械業界は 2007 から 2010 年までの 3 年間で約 7 千人も増加している。年齢
別の内訳をみると、31 歳から 45 歳の技術者が減っているのに対し、30 歳以下の若手技
術者が増えている。
２．ドイツ製造業における技術系人材の能力不足
ドイツでは、正式に就職する前に 3 年程度、
「職業訓練生」として企業で働く期間が
ある。この制度をデュアルシステム37という。2005 年・2006 年頃までは職業訓練生の応
募に対してポストが足りず、5～10 万人程募集人数を増やすよう産業界に要請があった。
但し、現状は逆転しつつある。例えば、金属業・電気機械業では、職業訓練生の人数が企
．．．
業の募集に対して足りず 5 千ほどのポストが余っているのである。このことから、ドイツ
製造業界において、現在は 30 歳以下の若手技術者が増加傾向にあるものの、将来的に若
手技術者の「数」が減る可能性がある。
また、技術系人材の能力不足について機械工業企業 500 社に調査したところ、73％の
企業が「能力不足を感じている」と回答した。特に、中堅・中小企業で能力不足をあげる
企業が多くみられた。
次に、技術系人材の能力不足解消に向けたドイツの取り組み事例を紹介する。ドイツ
の工学教育では「MINT」が重要とされている。MINT とは、Mathematics(数学) 、
Information Technology (情報技術)、Natural Science(自然科学)、 Technology(技術)の略
である。MINT の教育を学生に徹底するため、ドイツ雇用者連盟が中心となって運営する
MINTec という組織を立ち上げた。シーメンスを含むドイツの大手企業や、金属加工産業
連盟などの経営団体がこのプロジェクトを支援している。MINTec は大学入学資格(アビト
ゥーア)を取得できる学校（ギムナジウム）を対象としている。学校・企業・研究機関が
連携のうえ、MINT の分野における人材育成と学習レベルの向上を目指す。
日本と同様にドイツでも、技術系人材の能力不足が問題視されているが、その原因に

37

デュアルシステム；ドイツでは、日本の中学校に相当する教育を修了した青少年は、デュアルシス
テムと呼ばれる職業訓練を受ける。これは、実践的なことを民間企業などの実際の職場で習うととも
に、理論的なことを職業学校で習うという実践と理論(2 つのこと=デュアル)を同時に学ぶ制度である。
大学への進学校に相当するギムナジウムなどの他の全日制学校に通っていない青少年に法的に義務
付けられる。期間は機械工で 3 年程度で、実技と理論（学科）の両面で修了資格試験が行われる。
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ついては、下記のような点が考えられる。
①MINT のスキルを身につけて卒業する学生が少ない
②MINT の学習ができずに中退してしまう学生が少なくない
③研究志向が強い大学や中等教育(日本の中学・高校)において、教育の質の改善が必要
④初等教育(日本の小学校)におけるドイツ語・算数の学習が不十分なため、職業訓練生
になるまでに必要なスキルを獲得させるには、中等教育で再教育する必要があるこ
と
⑤女性と海外労働者の活用不足
⑥人口減少に伴い学士号取得者そのものの数が減っていること
これらの一部は、日本とドイツで共通の課題であろう。ドイツでは、能力や知識が不足
している労働者を一旦大学に再入学させ、卒業後に再雇用することもある。
３．工学部学生の増加
IT バブル崩壊に伴い 2000 年代前半には工学部入学者の人数が減ったものの、2006
年以降は機械工学・電気工学・建築工学・情報工学全ての学科において入学者が増えてい
る。2008 年のリーマンショック後、多くの製造業は業績低迷を余儀なくされたが、工学
部へ入学する学生数が減ることはなかった。これは、ドイツの製造業界が「経済危機に直
面しているが仕事は保証する」と積極的にアピールしたためである。したがって、IT バ
ブル崩壊時に進んだ「工学部離れ」をリーマンショック時には防ぐことができた。
４．ドイツ企業・産業界の取り組み
ドイツの製造業界には、金属産業経営者連盟(Gesamtmetall)、ドイツ電気電子工業協
会(ZVEI)、ドイツ機械工業連盟(VDMA)の主に 3 つの経営団体がある。これらの 3 団体は、
優秀な技術者の獲得、学生・技術者・社員教育の充実、職業訓練の改善、生涯教育の充実、
女性や海外労働者の活用などを目指し、一体となって人材育成を行っている。各団体の方
針・取り組みについて紹介したい。
ZVEI の運営目的・活動方針として、人材育成の観点から下記のように謳われている。
①一般社会における技術の関心・理解を深める(例；
「高速鉄道」という出来あがったも
のではなく、どのような技術・技術革新のうえに成り立っているかについて紹介す
る)
②幼少期における教育の強化
③学校教育における理数教育の強化(例；全州・全形態の中等教育機関で MINT から 2
つの科目を履修することを卒業要件とする)
④理数系教員の教育スキル向上
⑤職業教育を行う教員のより良い雇用(待遇・内容面)の創出
⑥大学の専門領域研究の強化
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⑦あらゆる人材に物理学の最適な教育機会を与える
⑧海外労働者の活用
⑨女性技術者の活用
特に重視したいのは、⑧及び⑨である。外国人の学士号取得者の受け入れ拡大や、仕事
上の制限撤廃により、海外の優秀な労働者を活用したい。また、優秀な女性技術者が仕事
と家庭の両立ができるよう、保育園の整備・拡大も行っていくべきである。
先ほど、工学教育において MINT が重要と述べた。これとは別に、金属産業経営者
連盟(Gesamtmetall)が運営にあたっている THINK ING というプロジェクトがある。
「THINK ING」とは、Thinking(考える) と Ingenieur(ドイツ語のエンジニア)をかけた
言葉で、工学知識の強化、学校での MINT 教育サポート、大学中退者の数を減らす、MINT
を学ぶ女性の増加を活動目的としている。
その他にも、産業界発の取り組みとして、若い方に電子工学の魅力を伝えるキャンペ
ーンや技術展覧会の開催、若手向けの奨学金の設定、若手向けのコンペ開催、企業向けの
ガイドライン作成などをドイツの経営団体が主体となって行っている。
５．理系教員へのはたらきかけ
技術系人材を育成していくうえで、理系教員への働きかけも重要である。Science on
．．．．．
Stage は、
「科学を教えることの強化」を目的として設立され、2003 年に NPO として認
定された。前述の THINK ING がスポンサーとなっている。Science on Stage はドイツの
全教育機関の教員が参加できるネットワークで、8 千人の教員が利用している。また、
Science on Stage の規模は欧州全体に拡大しており、欧州 27 カ国で 4 万人の教員が利用
している。したがって、Science on Stage 経由で、ドイツはもちろん欧州全体の教壇から
「教えるアイデア」が得られる。加入している教員の 80％が Science on Stage で得たア
イデアを基に授業を行った経験があり、50％が Science on Stage の教員養成講座で取得
した概念に沿って授業を行っている。2013 年 4 月には Science on Stage 大会が開催され、
欧州 25 カ国から 350 名の MINT に携わる教員が、教えるアイデアを紹介する予定である。
Science on Stage は THINK ING が支援している団体であるが、THINK ING が独自に進
めている取り組みもある。例えば、低いコストで高い技術を教える方法を紹介する雑誌を
刊行しており、2012 年 6 月までに 7,500 人の教員に購入されている。
また、MINTec は MINT 教育の普及・向上を主な活動目的とする連盟だが、中等教育
における理数教育を向上させる、つまり中等教育機関を「経済と科学のわかる人材の養成
所」とするために次のような課題をあげている。
①研究・就業双方のためにまずは理数系学生を獲得する
②中等教育・大学・研究所・企業が連携する新しいネットワークを創設する
③MINT を教える教員の OJT を強化する
④学校教育を最大限活用する
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⑤中等教育機関の MINT 教育を支援し、その地域における「灯台(見本)」となるよう
にする
⑥学校・大学・研究所・企業と協力して、学生向けに MINT キャンプを行う
⑦学校の運営(資金面のアドバイスも含む)・発展に関して、校長先生向けの会議や指導
を実施する
⑧校長先生と教員に向けた学際的なワークショップを開催する
⑨英才教育を行う
６．幼稚園・初等教育・中等教育の強化
子どもに科学への興味をもってもらうには、直接働きかけることが大切だ。金属産業
経営者連盟(Gesamtmetall)は、幼稚園から中等教育レベルの年齢の子どもに技術職の仕事
内容を知ってもらうため、9 台の大型バスの中で「移動する展示会」を行っている。例え
ば、リチウムイオン電池を作る過程を展示し、子どもたちに「技術者がどうやって物を作
っているか」というイメージをもたせている。学校や公的な場所で 1 年間に 1,890 回の展
示会を行い、年間 12 万人の来場があった。その他にも、子どもに科学への興味を持たせ
るため、職業訓練生を対象としたコンテストや女子限定で科学実験を行うイベントなどが
開催されている。
ドイツの工学教育の特長の 1 つは、幼稚園の段階という早い段階から力を入れている
ことにある。早い段階から子どもや女性を実験に携わらせ、知的好奇心を刺激するという
やり方は、非常に現実的でコストのかからない手法だと思う。
７．おわりに
ドイツにおいても、科学技術の重要性が再認識されるべきだ。ドイツ産業界は技術系
人材の能力向上のため、率先して様々な取り組みを行っている。それらの取り組みを政府
がくみ取り、効率的に運営していくことを期待する。
また、若手人材への教育強化はもちろん重要だが、理数系教員の教育スキル・モチベ
ーションの強化も同時に行っていく必要がある。若い方々や女性に理工系に興味を抱かせ
るには、幼少期から科学技術に対する知的好奇心を刺激することが有効である。中等教育
に入ってからは、MINT を重視した学習と並行して、職業訓練などにより技術に直接触れ
る機会を与えるべきだ。優秀な技術系人材を獲得し育成していくには、技術そのものの魅
力に加え、「知る・つくる楽しさ」を伝えて行く必要がある。
神戸大学の福田総長から、大学教育で「国際性」を重視しているとのお話があった。
国際交流は若者に非常に良い影響を与えると思う。また、経営が分かる技術者を育成され
たいとのことだが、技術とビジネスの融合はこれからの企業にとって必要なことだ。私自
身も大学で物理と経営学を学んだ経験を活かし、企業で生産ラインの運営を担当したこと
がある。これからは 1 つの分野しか分からないという人材よりも、「エコノミックエンジ
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ニア」のような、複数の分野を理解し、構造的に物事を考えられる人材の活躍を期待した
い。「創造的な研究・技術」は 1 人よがりな技術者・研究者からは生まれない。人と人と
の交流や、場合によっては競争の中から生まれて行く性質のものだと思う。
日本機械工業連合会の伊藤会長が、「どのように製造業の競争力を高めるか」という
課題の解決方法の 1 つに「顧客の奪い合いではなく、顧客に『内在する』ニーズを発掘す
べきだ」ということを挙げられていた。これは、ドイツの製造業も忘れてしまっていたこ
とだ。企業の競争というものは、時代と共に変化していく。例えば、それまで国営だった
固定電話回線の運営が民営化されたときは、新たな顧客が生まれていないので、競争はそ
れほど生じなかった。ところが、携帯電話という「革新的な新商品」の登場で、新たなニ
ーズとユーザーが生まれた。そして、携帯電話ユーザーをめぐる通信業界の競争により新
たなイノベーションが生まれて行った。
ドイツでは「顧客とともに企業が動く」という風潮がある。例えば、自動車メーカー
があるエリアに進出するのなら、部品メーカーや産業機械の販売・メンテナンス業者も同
じエリアに進出する。ドイツでは、このように顧客との交流が重視されているが、日本で
は「つくる企業」と「使う企業／個人」の距離感が遠いように思う。
また、どうすればイノベーションが起きるかということだが、「投資」の力をかりる
のも 1 つだと思う。ドイツでは主要なインフラの整備が 50 年も前に完了してしまい、イ
ンフラ関連のイノベーションはしばらく起きていなかった。ところが、今般の「高速鉄道
の整備」というインフラプロジェクトを機にイノベーションが進んだ。「投資」という観
点からすると、最も進んでいるのはベンチャー企業が旺盛な米国だ。欧州は、税制優遇な
どの制度整備も含め、「イノベーションを起こすための投資」を促進していくべきだ。

（４）．報告
西村和雄氏(京都大学経済研究所

特任教授、国際教育学会

会長)

●「大学入試制度の多様化に関する比較分析」について
現在の私の専門は経済だが、元々は理系の学部出身である。経済には数学の知識もあ
る程度必要なため、理系出身というバックグラウンドが役に立っているように思う。「経
済学における数学」のように理系の学問から得た知識というのは汎用性があるため、理系
出身であればつぶしがきく。このことが、後に述べるように「理系出身の場合、平均的に
所得が高い」という結果につながっていると思う。
「分数ができない大学生」を出版したのは 1999 年だが、1990 年頃から既に教育につ
いて発信をしてきた。従来の私のスタンスは「専門のことは専門家に任せる」というもの
だったので、教育のことは教育の専門家(=教育学者や現場の先生方など)に任せるべきだと
考えていた。しかし、日本の教育方針が学力低下を招くような望ましくない方向に進みつ
つあり、危機感を感じた。専門外である教育全般について意見する立場にはないが、少な
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くとも私が関係する学問領域については「その領域の専門家」として意見を発信していく
必要があると思い、90 年代から教育にも携わるようになった。
「分数ができない大学生」については、今では多くの方にご理解・ご賛同いただいてい
るが、発表当時は、内容がなかなかにショッキングなものであったからか、すぐには世間
一般に受け入れられなかった。今回発表する内容も、ややショッキングな内容かもしれな
いが、近年問題視されている「理系離れ」
・
「物理離れ」に歯止めをかけるきっかけになれ
ばと思う。
まず、文系・理系の所得水準を比較すると、文系出身者の平均所得が 551.5 万円、理
系出身者が同 636.7 万円(総平均は 551.6 万円)という結果になった。世間では文系の所得
が理系より高いなどと言う意見もあるようだが、現実は異なっている。過去にも文系と理
系の所得を比較したことが 3・4 回あるが、どの調査においても同じ結果であった。また、
理系出身者の得意科目別平均所得を見ると、生物が 549 万円、化学が 620 万円に比べ、
物理が 681 万円となった。
以上は過去に発表したデータだが、今回は大学入試制度に着目した調査を行った。現在、
AO・推薦入試により大学に進学する学生が増えているが、2012 年 11 月にベネッセが発
表したデータによると、
「AO 入試で大学に入学した学生の高校 3 年間における学習時間」
は 1 日 1 時間未満である。AO 入試が一概に悪いというつもりはないが、学習習慣が出来
ていない学生が大学に進学しているようだ。
大学入学者選抜において一般入試(学力考査を課す場合)で受験した就業者と AO・推薦
入試(面接など学力考査以外のもので評価する場合)で受験した就業者の平均所得を比較し
たところ、興味深い結果が得られた。尚、大学入学者選抜において AO・推薦入試が使用
されるようになった時より後に入社していると思われる、45 歳以下の就業者に限って調
査している。これは、本シンポジウムで初めて発表するデータであるが、一般入試を受け
て大学に入学した就業者の平均所得が 470 万円であったのに対し、AO・推薦入試により
入学した就業者の平均所得は 394 万円であった。選択比率は、一般入試が 81％、AO・推
薦入試が 19％である。大学入学にあたり学力考査を課しているか否かで、平均所得に 70
万円以上の差が表れた。因みに、男性の就業者に限った場合でも、一般入試が 551 万円、
AO・推薦入試が 485 万円と同様の傾向が見られた。
本年度のテーマは「大学における理数教育」であるが、大学の入口である入学者選抜と
就業後の所得にはこのような関係があることをもって報告としたい。

（５）．パネルディスカッション
●モデレーター 八木匡氏
まず、パネリストの方には、自己紹介と本日の講演・報告に対する感想・ご意見を頂
戴したい。
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●阿部孝氏
昭和 48 年に三菱重工業に入社し、40 年近い会社生活を行っている。入社後の 20 年
ほどは航空機部門の製造現場に携わり、その後は、経営企画関係の部署を経て、現在は人
事の役員を担当している。本シンポジウムのテーマである理系人材の育成は、当社におい
ても経営の根幹にある問題だと認識している。本日の講演・報告をお聞きする限り、問題
の認識は各社・各機関である程度共通化されており、後はお互いに協力して解決していく
だけだという印象を受けた。教育というのは時間がかかる問題だけに、早く取り組まなけ
ればならないし、幅広く取り組んでいくべきことでもある。今回のディスカッションを通
じ、今後理系教育という観点からどのようなアクションを起こしていくべきか議論できれ
ばと思う。
●大森不ニ雄氏
首都大学東京において、大学の教育機能を発展させるための「大学センター」に所属
している。近年、多くの大学でこのようなセンターが設けられており、設置された大学に
おける教員の教える力や学生の学ぶ力を強化するような取り組みが進められている。
以前は、高校まではしっかり学習して、大学に入るとあまり勉強しなくなったという
学生が大半だったのに対し、西村先生の報告にも一部触れられていたように、今の学生は
高校でも勉強していない。特に、高校の成績中位層の勉強時間が減少している。そのよう
な勉強不足の学生であっても大学に進学できてしまうというのが現状で、実際、大学への
進学率は上昇の一途を辿っている。高校でしっかり学習していないので基礎学力がないの
はもちろんだが、今の大学生には学習意欲もない。以前の大学生は、授業に出なくても、
自分で気になったこと・興味をもったことを個人的に調べたり追求したりしていた。今の
学生は学ぶことに対する興味すら失いつつあるように見える。したがって、学生が基礎を
学習していないうえに、放っておいたらまずもって勉強しない以上、大学側がしっかり学
生を教育する必要がある。
学生の学力・意欲が低下する一方で、大学教育の質は良くなっているという印象があ
る。この点では、企業の方と意見を異にするかもしれない。私は文学部出身だが、私が大
学生のころには、学生に教える意欲がない先生が多かった。10 年・20 年前よくいた「ひ
たすら黒板に向かって対話している先生」や「何十年も前の本をただ読みあげるだけの先
生」は、今や殆ど見かけなくなった。大学教育センターで行っている大学の先生を教育す
るための研修や、教員が学生に評価される授業評価アンケートなどの FD38が奏功してい

FD は Faculty Development の略で、大学教員の教育能力を高めるための実践的方法を指す。少子
高齢化にともなって、大学が学生のニーズに応える教育をする必要に迫られるなかから、さまざまな
試みが行われている。具体的には、各大学が FD センターなどを設立して、1.事例紹介による研究集
会、2.授業評価のアンケート調査、3.インターネットのサイトの設定、4.事例集の発行、などを行っ
ている。

38
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るのだろう。
先ほど、神戸大学の福田総長の講演にもあり、私が所属する首都大学東京でもそうだ
が、大学側も教育改善のために様々な取り組みを行っている。但し、そのような大学側か
らの働きかけを吸収できる意欲・基礎・基本が学生に備わっていないということに問題が
あるのではないかと考える。
●はやのん氏
本日のシンポジウムで理想的な人材について語られる中でいくつかの問題点が挙げ
られているが、私の取材する限りでは優秀な学生もまだまだ多く、「学力」の問題はそれ
ほど心配すべきことではないと考えている。一方で、自分なりに考えること・判断力・創
造性といったことは学校で教えることは難しく、ある意味「学校教育の弱点」にあたると
思う。自分なりに考えること・判断力・創造性といったことは漫画家に必要とされる能力
で、実際に私自身も身につけてきたこと。何とか教育現場にこのような能力の獲得という
点で貢献する方法はないかと日々考えている。
また、講演や報告で「文系では…、理系では…」という話があったが、これからは両
方の力が必要だ。限られた時間で幅広く学ぶ・教えるためには、教育学や心理学といった
専門家の方の助けを借りるのも 1 つの方法だと思う。
先ほど大森先生から FD のお話があったが、私も FD を勉強してみたいと思っている。
大学の先生を取材する機会が多いが、大学の先生にとって研究と教育の両立は大変だ。良
いノウハウがあればぜひ学びたい。
●渡辺康之氏
工学系の大学修士課程を出て 42 年間 IHI に勤務している。主に、航空エンジン担当
の技術家としてキャリアを築いてきた。IHI の経営理念は、「技術をもって社会の発展に
貢献する」、
「人材こそが最大かつ唯一の財産」である。本シンポジウムで言われているよ
うな、若手技術者の能力不足・子どもたちの学力低下というのは、当社の経営理念と照ら
し合わせても、非常に重大な問題と認識している。現在日本の製造業は、超円高・高い法
人税・製造業への派遣禁止などの労働規制・割高な電気料金・CO2 削減のための環境対策
費・貿易自由化の遅れ、という所謂「6 重苦」に苦しめられている。若い人たちの学力低
下は日本の製造業の将来をさらに危うくする深刻な問題であると考えている。本シンポジ
ウムを通じ、厳しい環境を突破できるような若手技術者の人材育成のヒントを得、また 1
企業として情報発信していきたい。
●八木匡氏
三菱重工・IHI は日本のトップ企業と認識している。もし、トップ企業において技術
者の能力が低下しているのであれば、その他の企業においては更に低下しているという可
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能性も指摘でき、非常に問題は深刻と考える。実際に、企業において能力・資質・創造性
にどのような変化があったかお聞かせいただきたい。
また、西村先生から、大学試験に学力試験を課さないことで学習習慣が疎かになって
いる可能性や、入試形態により就職後の所得に差が出るというお話があった。大学の入学
者選抜が変わってきたことで、企業としてどのような変化があったと認識されているか教
えていただきたい。
●阿部孝氏
技術者の能力低下や入試形態による影響を客観的なデータを取って証明するのはな
かなか難しいが、社内で行ったテストと上司へのヒアリング結果を紹介したい。
まず、当社の技術職への就職を希望する学生に協力を得て、数学・物理のテストを行
った。内容は高校 1・2 年生程度のレベルで、数学が 25 問・物理が 10 問。51 名の方に協
力いただき、そのうち博士課程出身者が 1 名・修士課程出身者が 48 名であった。結果は
数学の平均点が 13.7 点(最高点 21 点、最低点 5 点)、物理の平均点が 4.6 点(最高点 9 点、
最低点 0 点)であった。このテストの問題を作成いただいた業者の話では、平均点は差ほ
ど悪くないということだった。但し、数学の最低点 5 を取った方が 1 名だったのに対し、
物理の最低点 0 点を取った方は 3 名いた。つまり、数学に比べ物理は「全く分かっていな
い学生」がおり、その人数(比率)も多い。物理の得点の分布は 0 点～9 点と幅広いことか
らも、得意な学生と苦手な学生が存在し、学習レベルにばらつきがあることが分かる。物
理が 0 点の学生はどうなのかという疑問もあり、採用のあり方も考え直さなければいけな
いと思う。
次に、当社で行っている設計部門の部長の会議で、「若手技術者と働くうえでどのよ
うな問題があるか」ヒアリングしたので、その結果を報告したい。当社の設計部門では、
CAD を使って図面を描くという作業を外注することが多く、社員が検図を行っているが、
若手技術者は検図が出来ないという意見があった。若手技術者は視野が狭く、図面から「お
客様がどのように使うか」という使い勝手や「実際に作りやすいか」ということを想像す
ることが不得意。その他にも、与えられた課題はそつなくこなすが前提条件が変わったり
応用力が問われたりすると出来ない、難しい問題に対して粘り強く取り組めない、叱ると
すぐ落ち込む、英語能力が上がった一方で日本語能力が下がった、といった指摘が挙げら
れた。先ほど紹介した数学・物理のテスト結果はもちろん、現場から挙げられるこのよう
な若手技術者の問題点も学力低下を反映しているように思う。
若手技術者の能力不足の問題をカバーするため、当社では相当なボリューム・種類の
社内教育を行っている。入社 1～3 年目の社員向けに選択必修講座を義務付けているのに
加え、中堅向けの研修、階層別の研究、TOEIC／STEP BULATS 教育なども行っている。
また、グローバル人材育成のため、入社 2 年目から海外、それも欧米ではなく新興国を中
心に技術者を派遣している。例えば「ある商品のマーケット調査を行い、ハノイの工科大
---169---

学生向けにプレゼンしなさい」というようなテーマを与え、宿舎のみ手配し、後は自力で
活動させている。その他、理系・文系の人事交流も活発化させており、最近ではプラント
エンジニア出身の幹部技術者を資金部門に異動させたという例もある。
●渡辺康之氏
かつての若手技術者と現在の若手技術者の学力・能力を定量的に比較したデータはな
いが、現在の若手技術者についての職場アンケートを実施した。その結果、現在の若手技
術者について、本質を知ろうとしない、原因の追及ができない、4 力学などの基礎知識が
ない、結果をうのみにし考察力が弱い、課題の設定・解決能力がない、論理的に考えない、
自ら勉強し知識を向上させようという意欲がない、といった問題点が挙げられた。そして
若手技術者の上司の 8 割ほどが、若手技術者の能力不足を感じている。
若手技術者について様々な問題点が挙げられているが、基礎知識の不足もさることな
がら、課題の設定・解決能力や論理的思考力が不足していることは日本のモノづくりにと
ってより深刻な問題であると思っている。
従来から各企業が行っている教育は各社固有の仕事の進め方や自社の製品・サービスに
近い領域の技術について研修や教育を行うもので、「大学ではしっかり基礎的なところを
勉強してきている」ということを前提にしたものでした。ところが近年、基礎学力の不足
が問題になってきたため、基礎学力を補うための技術研修も社内で行わざるを得なくなっ
てきました。当社では技術系新入社員の全員に対して、現場に出す前に知識不足を補うた
めの研修(4 力学・材料・制御など)を毎年実施している。そして研修の前後でテストを行
い、研修の効果を測っている。このテストは、60 点で合格点というレベルのものだが、研
修前は平均点 40 点に対し、研修後では平均点 70 点に上がるので、ある程度研修の効果も
あるとみなせる。但し、3 年度に同様なテストを行うと、平均点が 50 点ほどに下がって
しまう。数年たつと学んだことを忘れてしまう原因は、今の若手技術者に、本質を理解す
る力、主体的・積極的に考える力、論理的に考える力が欠けており、学んだことの定着化
が出来ていないことにあると考える。
●八木匡氏
本日の講演で、日本の製造業の停滞は高コストと収益性の低下、そして革新的な新し
い製品がなかなか出てこないことにより引き起こされているという意見があった。一方で、
学力低下の問題から、企業が多くの時間的・金銭的コストをかけて若手技術者向けに研修
を行っているにも関わらず、新しいニーズ発掘につながるような能力は研修後もなかなか
身に着かないという現状もある。
はやのんさんは、小・中・高・大学と様々なフェーズの「これから勉強を始める」人
向けに科学を紹介するという、ある意味、科学と教育のインターフェースのようなお仕事
をされている。そのようなご経験から、「今の若い人と理系教育」についてご意見をいた
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だきたい。
●はやのん氏
私が描く漫画の読者は小学生から大学生くらいの年齢の方が多く、取材先は大学の研
究室が多い。私が取材に行く先というのは、「おもしろい研究・技術に携わっているとこ
ろ」なので、当然ながらそこにいる学生は意欲があり輝いている。したがって、先ほどか
ら問題視されているような「知識・意欲がない学生」にはあまり会ったことがなく、むし
ろ最近の学生は優秀でしっかりしていて、課題をそつなくこなすという印象を受ける。取
材とは別に大学の講義に出ることや、集中講義で大学生向けに私が授業を行うこともある
が、今の大学生は授業中ずっと黙っていて積極的に発言しない。但し、何も考えていない
のではなく、授業が終わってから質問・意見を述べに来る。授業中に発言してはいけない、
何か粗相があってはいけないと思っているきらいがあるようだが、こういった傾向が改善
すればより活発な授業が行われると思う。
「物理は女子が 1 割」と言われていて、その程度しかいなかった。
企業が「理系」や「物理」が得意な人を重視しているというデータがあるということ
については、現場の先生方がしっかり理系科目や物理の重要性を学生に教えてあげる必要
性があると思う。
前述のように、私は「最近の学生はむしろ優秀」だと認識しているが、学力低下が起
こっているというのも事実だ。最近、教科書の内容が減っていると聞いた。したがって、
「学生の学力が下がった」のではなく、「勉強させてもらえなくなった」だけなのではな
いかと思う。今の若い人の能力が低いのではなく、単にきっかけが与えられていないので
はないか。世間では「理科離れ」
・
「物理離れ」などと言われているようだが、個人的には
この表現には違和感がある。確かに、長いスパンで学生や教育現場を見てきた立場の方か
ら見れば、「ある時点の学生に比べてこの時の学生の勉強量が少ない」というふうに見え
るのかもしれないが、学生にとってはその時その時で与えられる教育内容が全てで、与え
られたものを吸収していくだけだ。勉強させてもらえていない、そもそも「くっつかせて」
もらえていないにも関わらず、「離れた」などと批判しては学生が可哀そうだ。
最近は、様々なことに対して「○○離れ」という表現が取られている。例えば、出版
業界では「本離れ」と言われている。ところが、書店に並ぶ本を見てみると、1 冊 1 冊は
様々な工夫が凝らされていて非常に魅力的である。多くの種類の本が出版されているため、
読者の興味が分散してしまい 1 冊 1 冊の売上が落ちているだけのように思う。ゲーム離れ、
お菓子離れという言葉も聞くが、それらも同様で、多くの種類のものが提供され消費者の
選択肢が広がったことで、1 つ 1 つが売れにくくなっているのだろう。学問も同じなので
はなかろうか。優秀な学生がいなくなったのではなく、学問が進歩し多様性が生まれたこ
とで進路としての選択肢が広がり、優秀な学生が分散している可能性を指摘したい。
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●八木匡氏
若手技術者の理系学力が低下しているという問題や、その背景に大学の入試制度の変
化があるのではないかという指摘、さらに、そもそも理系の学問にふれるきっかけが減っ
ているとのではないかという指摘があった。このような問題・指摘は小学校から大学まで
の教育制度と密接に関わりがあると思われる。教育制度と学力について、大森先生から一
言お願いしたい。
●大森不ニ雄氏
今の日本では「大学入試における競争の圧力」が低下しているように思う。「大学が
増えた」ことをネガティブに考える必要はないが、かつて多かった「地頭が良いので企業
に入ってからトレーニングすれば良い」大学生は今となっては減っており、「入学時の学
力が中位・低位の学生」を大学教育で変えていかなければならない。先ほど説明したとお
り、大学は教育に力を入れているものの、なかなか学生に響かない。その理由は、「学ぶ
ことのインセンティブ」が低下しているからだと思う。かつては、大学入試形態は学力考
査が主体であったため、「良い大学に入るために高校時代に学ぶ」というインセンティブ
があり、ある程度学ぶことの意味が担保されていたように思う。今では入試形態が多様化
し、学力に関係なく大学に入学できるようになってしまった。高校で学ばずとも、大学で
学ぶインセンティブ・モチベーションがあればまだ良いのだが、大学の成績が良くても悪
くても良い企業に就職できてしまう。この傾向は特に文系で顕著だが、文系的な採用も増
えつつある理系でも無関係ではない。採用にあたって大学の成績をチェックしないという
のは、日本の特徴で海外先進国ではある意味非常識なこと。例えばイギリスでは「学士の
学位」といっても 4 段階あり、上 2 つに入っていなければ良い企業には就職できない。
企業の方々は、入社後の社員研修に非常に力を入れてらっしゃるが、入社前の段階つま
り「採用」にも力を入れられてはいかがかと思う。大学教育の成果と関係のない採用を続
けている限り、学生にとって大学で学ぶインセンティブはない。
近年では、理工学知識のようなハードスキルに加えて、コミュニケーション力・チー
ムワーク・ジェネリックスキル・論理的思考力・課題解決能力といったソフトスキルが大
学教育の成果として求められている。神戸大学の福田総長の講演でもこういったソフトス
キルに関する取り組みが紹介されていた。産業界から大学教育に求められる内容が増え、
大学側もそれに応えるカリキュラムを提供しているが、学生が企業の理想や大学教育に追
い付いてくるにはモチベーションと基礎学力が必要だ。しかし、学生にとって基礎学力は
一番身につけるのに時間もかかりつまらないので、疎かにされがちである。基礎が身につ
いていないにも関わらず単位が取得でき、さらに就職までできてしまう現状は問題である。
基礎学力とソフトスキルが組み合わさってはじめて、創造性やイノベーションを起こす力
は生まれる。基礎学力にしろ、ソフトスキルにしろ、「大学で学ぶインセンティブ」をも
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たせるシステムの構築が必要と考える。
●八木匡氏
大学での教育内容から、大学の入試形態に焦点をあてたい。1980 年代後半から 90 年
代前半において入学試験の多様化が進められ、私立大学を中心に AO 入試を採用する大学
の数と各大学が AO 入試で選抜する比率もともに増えていった。また、指定校推薦の枠も
拡大した。このような拡大は、中学生を惹きつけるうえで名門大学の指定校推薦枠が欲し
い高校側と、指定校推薦により定員の一部を確保できる大学側の利害関係が一致したこと
や、生徒や保護者にとっても早い段階で入学予定の大学が決まっているというのは非常に
安心感があるために進行したと考えられる。一方で AO 入試や指定校推薦には落とし穴が
あるというのが西村先生からの報告。私自身にとっても、非常にショッキングな話ではあ
るが、ある企業の方から「AO 入試で大学に進学している学生の推薦は消極的であるお断
りしている」と聞いたことがある。
学力にとらわれず様々な能力をもつ人が大学に進学することで、大学の多様化・活性化
が進むとされ、入試形態が多様化されてきたが、入試形態の在り方を根本的に見直すべき
時期なのかもしれない。入試形態を見直すうえでは企業の方々の意見が鍵になると思う。
入試形態の多様化により企業が多様な人材・クリエイティブな人材を確保出来るようにな
ったというのであれば、現行の制度を続けるべきである。学力試験を経験していない学生
が入社してきたことでどのような変化があったかお聞かせいただきたい。
●阿部孝氏
私自身は団塊の世代最後の年代で、大学入学に関しては所謂「受験地獄」を経験して
いる世代。人生で一番勉強したのは大学受験期だったと思う。
多様性を重視するのは良いことだと思うが、一方で学力不足・能力不足という問題が
起きているのも事実。企業が求める技術者像は様々だと思うが、当社の場合、結論から言
うと「新興国のハングリーなライバルに勝てる人材」がほしい。そのようなライバルに勝
つためにはソフトスキル・ハードスキルどちらも必要なので、採用時に面接に加え入社試
験のような学力を客観的に見るプロセスを取り入れるべきかもしれない。

●渡辺康之氏
採用を直接担当しているわけではないので、個人的な意見を述べる。
多様性の中で伸ばされる個性というのは文化・芸術・スポーツなどの分野において有
効と考える。理系技術者はある意味地味なところがあって、コツコツ勉強を積み重ねてい
く必要がある。幅広く入試科目を勉強することで様々な学問に触れることができるし、論
理的思考能力も身に着く。また、大学入試までの限られた時間でたくさんの勉強をしなけ
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ればならないので、本質を見抜く力も自然に身に着く。したがって、入試形態の多様化は
理系技術者には馴染まないと個人的には考えている。「学習への動機付け」、「論理的思考
力や本質を見抜く力を身につけるチャンス」という点において、入試における学力考査に
代わるものを見つけるのは難しいと思う。
●八木匡氏
世間では、大学入試において学力試験を課さない方が、多様化が生まれるという考え
が一般的なようだ。一方で、はやのんさんのように、学力考査を受けられたうえで大学に
進学し、「理系漫画家」という稀有な存在になられている方もおり、学力試験を課したか
らと言って多様性が無くなるとは言えないとも考えられる。
●はやのん氏
描く漫画 1 つ 1 つについて依頼者や読者に評価されるため、現在でも「常に試験を受
け続けている」というような状況。
多くの方は、学力試験を突破して企業に就職してという道を辿るのだろうが、私自身は
一般企業に就職したことがない。私のようなフリーランサーには、自分で仕事をつくる力
が必要。「ないものからつくる」というのは誰にでも出来ることではないと思う。
●八木匡氏
文部科学省が進めてきた入試の多様化について、大森先生ご自身はどのようにお考え
か。
●大森不ニ雄氏
入試の科目を減らしたり、学力考査を課さずに大学に入学させたりするという入試形
態で、大学に入ってからの学習や研究に必要な「基礎学力」が担保できるのか、というこ
とに疑問を持っている。
現在の日本では進学率が高く、人気のない大学は学生の質よりも、まずは量を確保し
なければ存続できない。また、トップクラスの大学であっても、入試の時点ではある程度
あった学力が、入学後低下していくというようなことも起こっている。入学時点で不足し
ている基礎学力を補ったり、入学後の学力低下を防いだりするためには、大学で再度学生
を教育し直す必要がある。そして、大学卒業までに必要な基礎学力を担保するために、
「カ
リキュラムの標準化」や「各分野で身につけておくべき最低水準のテストを行う」という
のも 1 つの方法だと思う。
もちろん、大学教育の成果というのは学力の強化だけではない。しかし、個人的な印象
では、大学の成績が「可」や「不可」ばかりという学生は、勉強不足というだけではなく、
「大学生活に適応できていない」或いは「大学生活を享受できていない」という場合が多
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い。現在の日本の採用は面接重視で、企業が学生の成績表を見ないことが多いものの、成
績表は「学生が何をどの程度学んだか」、
「学生がどのような大学生活を送ったか」を知る
手掛かりになる。学生の採用にあたっては、社会スキルのようなソフトスキルを面接でみ
たうえで、学力のようなハードスキルの習得状況については、成績表を手掛かりに具体的
に把握するべきだと思う。
大学卒業までに基礎学力を着実に身につける必要があると本シンポジウムで繰り返
し述べられてきたが、残念ながら学生に研究室のサポートばかりさせ、時間・手間のかか
る基礎基本の教育を行いたがらない大学教員も多い。FD の導入などにより大学教員の教
育姿勢も改善されてきてはいるが、FD に熱心な教員とそうではない教員がいるのも事実。
大学教員自体のマインドを変えて行くには、経済界・産業界から大学側に強く要望を伝え
ていただくことが効果的と考える。
●八木匡氏
日本の競争力を回復していくうえで、技術系人材の育成が急務。企業の入口である大
学で、学生に「学ぶインセンティブ」を与えるよう大学・企業が連携していく必要がある。
●質疑応答
・本日のシンポジウムで大学入試における課題・問題点についてよく分かった。大学院
入試においても、学力考査がなく推薦で受け入れるケースが増えてきており、学力考査を
行う場合でも受験科目数が減ってきている。大学入試だけではなく大学院入試も形態を見
直していかなければならないと感じた。企業の方々から、多様性の観点から女性技術者の
採用に力を入れたいというお話があったが、大学も同様で女子学生を増やしたいと考えて
いる。女子学生の理系進学を促進するキャンペーンを行い、少し女子学生が増えた時期も
あったが、今はまた減ってきた印象。理系に進む女性が増えるにはどうすればよいか、ご
意見をいただきたい。(大阪大学

久保)

・私自身も理系出身の女子「リケジョ」なので、理系にもっと女性が増えてほしいと思
っている。そのために、Rikejo という雑誌に漫画を描き、理系で女性が楽しく研究・勤務
できるということをアピールしている。やはり、「理工系は男子のもの」という先入観が
女性の間で強いように思う。そうした先入観を排除したいと考えているが、なかなか理系
に進む女性が増えない。但し、理系女子を増やす取り組みもまだまだ途中の段階で、もう
少したってから効果が出始めるのではないかと思う。(はやのん)
・人数は少ないが、現在当社で活躍している女性技術者から、「女性技術者のロールモ
デルが見えない」、
「技術者に女性が少なく職場内で孤立感を感じる」という意見があった。
当社としても女性技術者の採用には力を入れたいと考えているが、そのためにはまず企業
の現場を変えて行く必要があると思う。(阿部)
・IHI の伊藤さんから、日本が競争力を取り戻すためには革新的な新商品の登場が必要
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とのお話があった。革新的な新商品を生み出すためにはマーケットバリューを満たしたう
えでライフスタイルをがらりと変えてしまうようなアイデアが必要で、そのアイデアを生
み出すには多様な人材のコラボレーションが必要だと思う。人材の融合という点で女性技
術者の果たす役割は非常に大きい。女性ならではの知識・感性を基にした革新的な新商品
が世に出て行ってほしいと思う。(八木)
・日本の製造業において優秀な労働者が減っているという問題意識が本シンポジウムの
発端だ。優秀な労働者を増やしていくために、女性技術者の活躍に期待したい。但し、女
性は出産や子育てを機に職場を離れてしまうことも多い。企業が女性技術者の採用に力を
入れるのに加え、女性が現場に復帰しやすい環境の整備、例えば女性技術者向けの中途採
用枠を増やすというような取り組みも必要だと思う。
また、個人的な印象だが女子学生は男子学生より一生懸命真面目に勉強する。理工系
学部に進学する女性を増やすということは、ゆくゆくは優秀な女性技術者の育成につなが
るだろう。理工系の学部に進学する女性の数がなかなか増えないということだが、一気に
女子学生を増やしたいのであれば「最難関クラスの大学の入試で入試科目を家庭科にす
る」くらいの意気込みが必要だろう。(西村)
・女性技術者が結婚や出産を機に職場を離れてしまう、というのは「日本の正規雇用の
在り方」の問題だ。日本においては終身雇用が前提で、転職市場があまり流動的ではない。
女性技術者だけではなく、ポスドクや博士課程出身者も含め、新卒以外の優秀な人材をう
まく活用していくべきだ。人材の多様性・流動性が海外に比べ欠如している点は、日本の
雇用における大きな問題であるが、なかなか日本の企業のマインドを変えていくことは難
しい。海外から多くの労働者を受け入れて、組織の中から変えて行く必要がある。(大森)
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第５章 まとめ
１．本年度事業の要旨
（高専機構のモデルカリキュラム）
・モデルコアカリキュラムは、高専本科・専攻科の到達レベル(目標)を示したもので
あり、各高専における教育課程編成の指針という位置づけのものである。
・本モデルカリキュラムには、技術者として備えるべき能力、技術者が備えるべき分
野別の専門的能力、技術者が備えるべき分野横断的能力について具体的に挙げられ
ている。
（近畿大学の英語教育と教養教育）
・英語教育のあるべき姿は、技能教育を中心とするも、教養教育への発展的側面と専
門教育の橋渡し的側面が、共に備わっていることである。
・教養教育には、専門教育につながる基礎教育と各分野共通する横の教育があるが、
第 3 軸として人間が持つ知的興味を充足させる教育としての知性教育がある。知性
教育とは、科学や文化・政治や経済・芸術や音楽など、いわば雑学的教育のことで
あり、大学の英語教育において最も広範囲で効率的に行うことができる。
（日本機械学会の工学教育活動）
・日本機械学会では、学生や企業のニーズに合わせ、企業の主にシニア層の方を講師
として仲介する出前講座や技術相談や新現役人材(退職された方・退職予定の方)と
中小企業のマッチングが行われている。このほか、大学での理科教育支援コーディ
ネータや、実験サポートを通じ、シニア会員に教育現場での活動機会を与える。
・小中高向けに、見学会・工作教室・製作コンテストを実施。学生向けとしては、学
会の講習会や JABEE への協力を行っている。
（大阪大学の理数教育）
・卒業に要する単位数は、1962 年・67 年には 200 単位弱必要、その後減少して、1998
年には 134 単位となった。かつては 2 単位に 2 時間の講義時間、今では 1.5 時間。
卒業までに必要な単位数が 3 分の 2 に減少。
・以前、教養学部に数学・力学・物理学を教える専門の教員がいた。現在、「その科
目の専門ではない人」が教えるようになってしまった。
・最近の学生は基本的な概念を嫌い、問題の解法パターンを覚えたり、公式に当ては
めたりしたがる。
・機械工学もかつては人気があったが、今は「勉強内容が厳しく卒業するのが難しい」
ということで人気が前に比べ下がっている。
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（東京工業大学の理数系教育）
・機械系の 1 年次の専門科目では、物理の中の「力学」の分野を、実験をふまえ現実
の「物」と繋げながら学習する。機械知能システム学科の専門科目では、特に 4 力
学を講義～演習～実験と連続して行っている。講義で学んだことをすぐに実験や演
習で確かめることができる。創成科目では、アイデアを学生に出させ、コンセプト
作りから設計・加工・組立を経て、実際に機械システムが形になるまでを学ばせて
いる。
・学問が進歩するにつれ、学生が学ばなければならない内容も拡大している。一方で、
最近の学生は「自分が何のために学ぶのか」という意識が希薄化していて、工夫し
て教えなければなかなかモチベーションが維持できない。
（東京大学の工学教育）
・成績順に進路が決まるため、自分の進みたい学科がある学生は熱心に勉強する。
・学生には、博士課程まで進み、「問題の把握・調査能力・深い洞察力に支えられた
創造力と問題解決能力を習得した博士人材」となることを期待したい。
・大学だけでは、社会の要請に応える教育を行うことは難しいので、産学連携のうえ
人材育成に努めている。
・現システムの保守や継承が目標なのでは、若者にとっての働きがいがなくなる。
（韓国 POSTECH と KAIST の教育制度）
・韓国の POSTECH と KAIST では豊富な奨学金によって学生が学業に専念できる体
制が築かれている。KAIST では成績と奨学金支給をリンクさせて授業料を徴求する
こと勉学へのインセンティブを構築している。
・韓国の POSTECH と KAIST ではニューメディアを駆使できる設備が整備されてお
り、双方向の授業や TA を交えた討論形式の授業など様々なアクティブラーニング
が行われている。
・POSTECH では、学生が教授の受託課題研究に参加し、理論の応用過程を体験でき
る制度がある。
・韓国の POSTECH と KAIST では国内外にわたる豊富なインターンシップが用意さ
れており、最短でも４週間、長いのは 14 週以上という長期プログラムがあり、卒業
研究の代替にできるような制度設計が行われている。
・韓国では入学選考制度において学力検査一辺倒から書類審査と面接評価による選考
へとシフトしているが、膨大な手間と時間を掛けて選考が行われている。特に面接
では３種類計 45 分を費やしている。
・数学と物理等では入学者のレベルに応じた入学前の学主プログラムから入学後のレ
ベル別教育体制があり、大学の履修に必要なレベルを確保する工夫が行われている。
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（シンポジウムでの基調講演）
・理系学力の低下や大学教育と企業のニーズのミスマッチのような問題を解決してい
くために、大学と企業が、一体となって技術者・研究者を育成する必要がある。
（神
戸大福田学長）
・電気・化学・制御関係の優秀な学生の応募が少ない。また、AO 入試や無試験によ
る大学院進学等により、専門的な学力を有する応募者が不足している可能性がある。
（伊藤会長）
・技術者の基本的なレベルを確保・強化すべきことは①大学での専門教育に対応する
数学の水準と数学的思考能力。②物理・化学・生物の専門知識の修得。③工学の専
門知識である。④自分なりに論理的に考え文章で表現する能力や、自分と異なる考
えに対する理解力の強化である。（伊藤会長）
・小・中・高校の理数教育において、「本質を理解させる」・「本質を理解すればおも
しろいということを分からせる」ことで改善していく必要がある。（伊藤会長）
・「企業が重点的に履修してほしいと考える科目」と「企業に応募する学生が実際に
履修した科目」を一致させてほしい。（伊藤会長）
・第一に理数教育の内容を強化していただきたい。高校の理科は物理・化学・生物の
学習を必須、もしくは理系クラス必須とすべきだ。さらに、高校での理数学科の授
業時間の延長と取得必要単位数の増加、公立高校への理数英才クラス導入、ＳＳＨ
を持続的で全校的な科学英才高校とするといった取り組みも検討してほしい。
（伊藤
会長）
・製造業として、大学の理科教育に求めることとして、①自ら自主的に考えさせる教
育・実践体得型教育、②課題解決能力(原因分析やロジカルシンキング、実行力を含
む)の習得と強化、③機械工学基礎知識・基礎的な専門学力(4 力学や材料における
「鉄」についてなど)の習得、④英語力・コミュニケーション力・ディベート能力な
どの表現力、⑤基礎学力に裏打ちされた深い洞察力・学会活動や研究発表を通じた
人間関係力の涵養、⑥女子学生の人数増加・製造業への就職希望者増加へのはたら
きかけ、である。（伊藤会長）
・文章力やコミュニケーション力に問題を抱える学生が多いこと、研究を行う上で理
系には英語が欠かせないにも関わらず英語が苦手という学生が多いことに気づいた。
（はやのん）
（シンポジウム基調講演：ドイツの現状と取組事例）
・ドイツでは、2006 年以降は機械工学・電気工学・建築工学・情報工学全ての学科
において入学者が増えている。これは、ドイツの製造業界が「経済危機に直面して
いるが仕事は保証する」と積極的にアピールしたためである。したがって、IT バブ
ル崩壊時に進んだ「工学部離れ」をリーマンショック時には防ぐことができた。
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・技術系人材の能力不足について機械工業企業 500 社に調査したところ、73％の企業
が「能力不足を感じている」と回答した。特に、中堅・中小企業で能力不足をあげ
る企業が多くみられた。
・ドイツの工学教育では「MINT」が重要とされている。MINT とは、Mathematics(数
学 ) 、 Information Technology ( 情 報 技 術 ) 、 Natural Science( 自 然 科 学 ) 、
Technology(技術)の略である。
・ドイツ雇用者連盟が立ち上げた MINTec は、大学入学資格取得可能中等学校を対象
とし、学校・企業・研究機関が連携のうえ、MINT 学習のレベル向上を目指す取組
を行っている。
・金属産業経営者連盟(Gesamtmetall)の THINK ING プロジェクトでは、工学知識の
強化、学校での MINT 教育サポート、大学中退者の数を減らす、MINT を学ぶ女性
の増加を活動目的としている。
・理系教員への働きかけねらいとした NPO に Science on Stage がある。THINK
ING がスポンサーとなって、欧州全体に拡大した。欧州 27 カ国で 4 万人の教員が
利用しており、欧州全域から「教えるアイデア」が得られる。
・金属産業経営者連盟(Gesamtmetall)は、幼稚園から中等教育レベルの年齢の子ども
に技術職の仕事内容を知ってもらうため、9 台の大型バスの中で「移動する展示会」
を行っている。
（シンポジウムでの報告）
・文系・理系の所得水準を比較すると、文系出身者の平均所得が 551.5 万円、理系出
身者が同 636.7 万円(総平均は 551.6 万円)という結果になった。また、理系出身者
の得意科目別平均所得を見ると、生物が 549 万円、化学が 620 万円に比べ、物理が
681 万円となった。
・一般入試を受けて大学に入学した就業者の平均所得が 470 万円であったのに対し、
AO・推薦入試により入学した就業者の平均所得は 394 万円であった。

２．まとめ～理数系基礎学力の強化とものづくり人材育成の課題
平成 25 年度の部会においても、前年度同様、数多くの意見や指摘、提案など
がみられた。ここでは部会で発表された講演内容や部会での議論、シンポジウム
での発表内容等について、それぞれを「現状認識と問題点」、「問題の背景」、「要
望・期待」、
「対策」、
「対策の論拠」、
「本年度事業の総括」に分けて整理している。
また、最後に掲載した「本年度事業の総括」は、今年度事業で行われた議論全体
のまとめとして位置づけられるものである。
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（１）．現状認識と問題点
大学等の教育機関サイドにも、また、企業サイドにも様々な問題点がみられる。
機械工学もかつては人気があったが、今では「勉強内容が厳しく卒業するのが難
しい」ということから、機械工学の人気が以前に比べて下がっているとの指摘も
ある。

(学力低下と若手技術者の能力不足)
・児童・生徒、学生の学力低下の問題や若手技術者の能力不足の問題は、非常に
重大な問題として認識されている。

(若手技術者の問題)
・今の若手技術者の問題は、本質を理解する力をはじめとして、主体的・積極的
に考える力や論理的に考える力が欠けており、学んだことの定着化が出来てい
ないことにある。
・若手技術者には例えば「本質を知ろうとしない」、
「原因の追及ができない」、
「4
力学などの基礎知識がない」、
「結果をうのみにし考察力が弱い」、
「課題の設定・
解決能力がない」、「論理的に考えない」、「自ら勉強し知識を向上させようとい
う意欲がない」といった問題点がみられる。
・中でも課題の設定・解決能力がない点、そして課題を見抜くにあたって必要な
基礎知識が欠けている。
・若手技術者の問題として、数学の基礎学力、物理・化学・生物の知識、工学の
専門学力(機械系でいえば 4 力学)の不足があげられている。加えて、覚え込むの
ではなく論理的に考えて行く力や、問題を自分で見つけ解決していく力が不足
しているとされる。

(新入社員や若手技術者の不足を補う研修・社内教育)
・企業では採用した社員を現場に出す前に、新入社員の能力不足・知識不足を補
うことを目的に「4 力学・材料・制御」などの研修や、相当なボリューム・種類
の社内教育を行っているところがある。

(増えない女性技術者の量)
・企業の中には女性技術者を増やそうとする動きがみられるものの、理工系は男
子のものという先入観が強いことや現場での対応が不十分などの要因が重なり、
女性技術者はまだ増えているとはいえないのが現状である。

（２）．問題の背景
(大学の入試形態の多様化と競争圧力の低下による影響)
・今の日本では入試形態が多様化し、学力に関係なく大学に入学できるようにな
っている。多様性を重視することには良い面もあるが、一方で学力不足・能力
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不足という問題が起きているのも事実である。この背景には「大学入試におけ
る競争圧力」の低下があるとみられる。

(学力低下と必修科目の減による影響)
・昔は必修科目が多かったために、苦手科目でも必死に勉強しなくてはならない
環境下にあった。しかし、今は必修科目が少なくなり、入試形態も多様化して
いる。このような環境変化が学力低下の背景にあると考えられる。

(大学教育に求められる学力中・低位学生への対応)
・
「地頭が良いので企業に入ってからトレーニングすれば良い」というような大学
生は、かつては多かったかもしれないが、今の大学生は必ずしもそうとはいえ
ず、大学としては、
「入学時の学力が中位・低位の学生」を如何に大学教育で変
えていかという課題に直面している。

(学ぶインセンティブの低下)
・大学は教育に力を入れているものの、学生にはなかなか響かないのが実情であ
る。その背景には、学生の「学ぶことのインセンティブ」が低下していること
があると考えられる。

(求められるインセンティブ対策)
・学生が企業の求める人材像や大学教育の求める学生像に対応できるようになる
には、学生側に学ぶためのモチベーションと基礎学力が必要になる。さらに、
学生に基礎学力とソフトスキルを身につけさせるためには、まず何よりも「大
学で学ぶ上でのインセンティブ」を持たせるような教育システムの構築が必要
である。
（女性に技術者の孤立感）
・女性技術者からの声を拾うと、
「技術者に女性が少なく孤立感を感じる」、
「女性
技術者のロールモデルが見えない」という意見があったという。

（３）．要望・期待
１）．機械工業に夢を
(機械工業に夢を抱ける環境整備を)
・学生の機械離れを食い止めるためには、学生がまた「機械」に夢を抱くような
社会環境や企業環境を整えていく必要がある。

２）．企業が必要とする人材
(企業が求める人材)
・企業が求める技術者像は、
「創造性」などのソフトスキルや卓越した技術のハー
ドスキルを備え、
「外国人と対等に渡り合える」人材や「新興国のハングリーな
ライバルに打ち勝てる人材」である。
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(物事を考える練習機会とモチベーションを)
・企業としては効率的に「物事を考える力」を身に付けた学生に期待している。
大学側には、学生に物事を考える練習をする機会とモチベーションを与えてほ
しい。

３）．大学教育への要望と期待
(企業ニーズに合う科目設定を)
・企業の立場からみると、選択制か必修かは問わず、
「企業が重点的に履修して欲
しいと考える科目」と「企業に応募する学生が実際に履修した科目」が一致す
ることが望ましい。

(技術者の強化に必要なこと)
・技術者としての基本的なレベルを確保するために、強化すべきことの 1 つ目は
大学での専門教育に対応する数学の水準と数学的思考能力、2 つ目は物理・化
学・生物の専門知識の修得、3 つ目は、工学の専門知識である。このほかには自
分なりに論理的に考え、文章で表現する能力や、自分と異なる考えに対する理
解力の強化も必要である。

(製造業として、大学の理科教育に求めること)
・製造業として、大学の理科教育に求めることは、以下の６つである。
①自ら自主的に考えさせる教育・実践体得型教育、
②課題解決能力(原因分析やロジカルシンキング、実行力を含む)の習得と強化、
③機械工学基礎知識・基礎的な専門学力(4 力学や材料における「鉄」につい
てなど)の習得、
④英語力・コミュニケーション力・ディベート能力などの表現力、
⑤基礎学力に裏打ちされた深い洞察力・学会活動や研究発表を通じた人間関
係力の涵養、
⑥女子学生の人数増加・製造業への就職希望者増加へのはたらきかけ。

４）．採用の見直し
(企業の採用の在り方の見直しを)
・物理が 0 点の学生が技術者として入社している。企業は採用のあり方を見直す
必要がある。

(大学の成績にもっと留意を)
・大学の成績が「可」や「不可」ばかりという学生は、勉強不足というだけでは
なく、「大学生活に適応できていない」或いは「大学生活を享受できていない」
という場合が多い。採用にあたって企業は、大学の成績にもっと留意する必要
がある。
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５）．理数教育への要望と期待
(小・中・高の理数教育の見直しを)
・小・中・高校における理数教育については、第一に理数教育の内容を強化して
いく必要がある。高校の理科は物理・化学・生物の学習を必須、もしくは理系
クラスは必須とすべきである。さらに、高校での理数学科の授業時間の延長と
取得必要単位数の増加、公立高校への理数英才クラス導入、SSH39を持続的で全
校的な科学英才高校とするといった取り組みも検討してほしい。

(本質を理解させる理数教育を)
・小・中・高校の理数教育において、
「本質を理解させる」
、
「本質を理解すればお
もしろいということを分からせる」ことによって改善していく必要がある。

(企業が採用したい学生)
・企業としては、物理を履修した学生が必要である。しかし、ただ単に公式を覚
え込んでいるだけの学生を採用したいわけではない。物理という学問は本質を
つかまえてさえいれば、覚えることが少なく、ある意味楽な学問ともいえる。
そのような本質を掴まえられるような学生を採用したい。

６）．大学の語学教育と教養教育
(英語以上に日本語と日本について学ぶ機会を)
・英語以上に日本語や日本について学ぶ機会が必要である。

(英語以外の言語にも目を)
・英語力は最低限必要だが、今は韓国語・中国語などの方が重要な場合もある。
英語以外のエキスパートを育成していく必要がある。

７）．理系女性と女性技術者
(理系女子学生も女性技術者も増やしたい)
・大学も企業も理系女子学生や女子技術者を増やしたいと考えている。

(女性技術者増にはまず現場の変革から)
・企業では女性技術者の採用には力を入れたいと考えているが、そのためにはま
ず企業の現場を変えて行く必要がある。

(期待される理系女性の積極的な採用・登用)
・理系女子を増やす取組はまだ途中段階にあるといえる。企業による女性技術者

39

SSH：スーパーサイエンスハイスクールの略。「文部科学省では、将来の国際的な科学技術関係人
材を育成するため、先進的な理数教育を実施する高等学校等を「スーパーサイエンスハイスクール」
として指定し、学習指導要領によらないカリキュラムの開発・実践や課題研究の推進、観察・実験
等を通じた体験的・問題解決的な学習等を平成 14 年度より支援しています。」文部科学省 HP から
転載。

http://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/gakkou/1309941.htm
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の積極的な採用・登用が期待される。

（４）．対策
(大学入試の学力考査への回帰を)
・入試形態の多様化は理系技術者には馴染まない。「学ぶインセンティブがある」
などの点において優れる学力考査主体の入試制度にする。

(大学内教育の変革を)
・大学卒業までに必要な基礎学力を担保するための対策として「カリキュラムの
標準化」や「各分野で身につけておくべき最低水準のテスト」を行うことを検
討する。

(企業による採用時学力試験の導入を)
・採用時に面接に加え入社試験のような学力を客観的に見るプロセスを取り入れ
ることを検討する。

(企業による若手社員向け研修の継続強化を)
・新入社員への基礎・専門研修はもちろん、入社 3～5 年の若手社員研修、部課長
クラスのフォローアップ研修の実施も検討する。

(女性技術者の採用増とロールモデルの発信を)
・女性技術者の獲得について、まずは「量」つまり採用数を増やすことを検討す
る。
・入社した女性技術者が「孤立感」を感じないように人数を増やすとともに「女
性技術者のロールモデル」を“見える化”する努力を払う。

(企業による大学教育支援策)
・企業が大学教育を支援するための具体策には、まず企業からの寄付講座の拡
大・強化や奨学金制度の拡充がある。このほかには企業と大学の相互理解を深
めるため、企業の若手マネージャークラスと大学の若手教員の人事交流の推進
や、インターンシップの期間を週単位から月単位へ長期化するなど、海外への
派遣を含めたインターンシップ制度の拡充などが挙げられる。

（５）．対策の論拠
・大学入試は限られた時間の中でたくさんの勉強をしなければならない。この過
程で本質を見抜く力を身に着けることができる。
・大学入試を学力考査主体にすることによって、学生はそのために集中力を発揮
することになる。
・大学入試が学力考査主体になれば、学力低下などの能力不足問題への対応や学
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習することへのインセンティブ対策が可能となる。
・重要なのは、学生や生徒にとって「集中力を発揮して取り組んだ期間があるか」
ということである。基本的な原理を集中してしっかり押さえておけば、そこか
らの応用がきく。
・インターンシップは、学生に企業等との接点を持たせることにより、気付きの
機会を与えるなど、学習意欲や職業意識を喚起するモチベーション対策となる。

（６）．今年度本事業の総括
今年度事業では、部会で発表された講演をはじめとして、講演での質疑応答や意見
交換、シンポジウムでの基調講演やパネル討論などにおいて、様々な意見や指摘、提
案などが議論された。そうした議論を本事業の趣旨に沿って集約したものが以下の諸
点である。
・優秀な学生を理数系に志望させるために必要とされる各種情報発信を行う。例え
ば、文理別所得などの実質的な情報から企業が求める技術者・研究者像、さらに
はキャリア展望や体験談などを含む職務・職業情報を発信することが必要である。
・理数系の優秀な学生に対しては、求人需要の安定化策を講じる。シンポジウムに
於けるドイツの事例のように、業界全体として安定した求人需要を保証するよう
な仕組みを検討すべきである。
・大学入試は学力考査に絞る。特に理系技術者には大学入試の多様化は馴染まない。
・企業は採用時に面接に加えて入社試験を行い、学力を客観的に見るプロセスを導
入する。
・大学では基礎学力を担保するための工夫としてカリキュラムの標準化や分野毎の
最低水準のテストを行う。
これまでの専門部会やシンポジウムでの議論を振り返ると、大学入試の学力考査以
上のインセンティブ対策はないとの認識が優勢であった。その背景には①幅広く入試
科目を勉強することは様々な学問に触れることになり、論理的な思考力が養われる、
②入試という限られた時間の中で沢山勉強することによって本質を見抜く力が蓄え
られる、③学力考査の存在が若年層をして集中力を発揮して取り組む時間に浸る状態
を生む、の三点が挙げられている。
また、女性技術者の積極的採用・登用には思い切った対策が必要である。女性技術
者の現状は「女性技術者の数が少ない」、
「女性技術者は孤立しがち」
、
「目標とするよ
うなロールモデルはほとんどいない」という悪循環に陥っている。一方、大学でも企
業でも理系の女子や女性の技術者を増やそうとしている。この機に両者連携して積極
的な対策を打つべきである。
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最後に、機械工業の技術者の仕事が、如何にやりがいに満ちたすばらしい仕事であ
るか、正しく理解されるようになり、さらに景気に左右されることなく業界として安
定した求人があることが広く社会に知られるようになれば、機械工業に大志を抱き、
夢と憧れを抱く若人を、男女を問わず大勢引きよせることができるのではないかと期
待される。
このような観点からも製造業において、高い国際競争力を有する韓国やドイツにお
ける、科学技術教育の実情や制度設計の考え方を知ることの意味は大きい。特に、今
年度のシンポジウムにおけるドイツからの報告は、産業界と大学との緊密な連携施策
などについて窺うことができ、有意義であったと思われる。本事業においては今後も
国際交流を更に一段と進めていく必要がある。
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