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 わが国が国際競争力を維持･強化し､今後も経済成長を成し遂げて行くためには、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

定する若手技術者・研究者の育成は多くの課題を抱えているのが現状です。 

 近わが国の若手技術者・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等

の課題を明らかにし、この対応について調査研究してまいりました。今年度（平成 25 年度）

は 3 年間に亘る事業活動の 終年として、製造業の競争力強化に必要な理数系グローバル

人材の育成について、政策当局並びに教育機関、製造業の各当事者に向けた提言を取りま

とめました。 

 

 本報告書は､以上のように本専門部会の平成２５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・神

戸大学社会科学系教育研究府特命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大学･企業の先生

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。 

 

 

平成２６年３月 

                                     一般社団法人 日本機械工業連合会 

                         会 長  岡 村  正 
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本事業の経緯 

本事業は、製造業（特に機械工業）における技術系人材の理数系能力をメインテーマと

して平成 23 年度から 25 年度にかけて通算 3 年間にわたり、調査研究を実施してきた。 

1.初年度（平成 23 年度）事業 

初年度である平成 23 年度の事業においては、主として専門家の招聘による報告と質疑に

より議論を深めるという方法で運営された。 

本事業で採りあげたテーマは「高等学校理数科目の変遷及び履修状況」「技術系社員教育

の現状と今後の課題」「現在の高校における物理教育の現状と課題」「一関高等専門学校に

おける理数系カリキュラムについて」である。技術系社員の実態と高校理科及び高専の理

数科の各テーマについて専門家から報告を受け、専門部会で集中的に議論を行った。 

この流れを受けて海外調査においても訪問先の初等中等教育における理数教育に焦点を

当てることとした。訪問先は台湾と韓国の二か国である。両国における小学校から高校に

至る各段階別に教育内容と制度、特徴などを調査した。 

シンポジウムでは国内における理数系学力低下の背景や対応方法をはじめとして、女性

研究者の比率の問題、高大連携などの問題について講演が行われた。また、海外から専門

家を招聘し、韓国、ドイツ、オーストラリア、米国における各国の理数系教育の実態や人

材育成についての発表が行われた。 

2.２年度（平成 24 年度）事業 

２年度目の事業では、部会の運営については前年度同様に主として専門家の招聘による

報告と質疑により議論を深めるという方法で行われた。 

本事業で採りあげたテーマは「高等専門学校における人材育成と理数系教育」「大学にお

ける教養教育」「日本機械学会における工学教育活動について」「東工大機械系における理

数系教育」「東京大学工学部・工学系研究科の教育プログラム」である。2 年度目はこのよ

うに高専と大学における理数系教育を主に議論の対象とした。 

海外調査についても大学における理数系教育の問題を取り上げることとし、韓国有数の

理工系大学である KAIST と POSTECH の両校を訪問した。大学ランキングを意識した教

育プログラムのほか、入学者選抜において大変な時間と労力を割いていることなどが明ら

かとなった。 
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シンポジウムでは国内大学の事例のほか、企業サイドからの技術系人材に関する現状報

告と大学教育に対する問題意識などの発表や女性漫画家から見た現代技術者の持つコミュ

ニケーション力についての報告があった。また、ドイツからは MINT という理数系科学技

術教育強化運動についての紹介などが行われた。 

3.３年度（平成 25 年度）事業 

3 年度目の事業においては、前年、前々年と同様に主として専門家の招聘による報告と

質疑により議論を深めつつ、並行して本事業 3 年間の総括としての「提言案」の取りまと

めを行った。 

本事業で採りあげたテーマは「若手モノづくり人材育成の課題と取り組み」「理数系教育

の現状と課題」「応用物理分野からみた理系人材育成」「アジア・日本における科学教育を

推進する有識者の会、GSEE の広がり」「教育再生実行会議 第四次提言」「日独教育制度の

比較」である。提言の論点に結びつくと考えられるテーマを中心に運営を行った。 

海外調査では 2 年度目のシンポジウムにおけるドイツからの報告を受け、MINT と呼ば

れるドイツの産業団体が主導する数学・情報・科学・技術教育に関する普及・啓発運動を

中心テーマとして訪問調査を実施した。 

シンポジウムでは今回の専門部会の原点ともいうべき企業における若手技術者の学力問

題を再度取り上げて報告を頂いたほか、部会長による提言の発表と解説を行った。パネル

ディスカッションにおいては、この提言を基にパネリストによる提言に関する意見や関連

した事例の紹介などが行われた。 
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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。 

過去二年間の「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 

本事業の目的は、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

現を目指すことである。 
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そこで本年度の事業では、三年間に及ぶ事業の総まとめとしての提言を具体的に取りま

とめることを主な目的としている。 

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 25 年度のテーマを「グローバル人材育

成・教育」とし、副題を「理数系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神戸大学特命教授,国際教育学会会長,京都大学名誉教授 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と國松が担当した。 

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。海外調査（ドイツ）については事務局の倉田氏と委託先の

山藤が訪問して面談調査を実施した。シンポジウムについては国際教育学会や日本機械学

会との共催である。また、モノづくり日本会議／日刊工業新聞社には昨年一昨年同様にご

後援をいただいた。シンポジウムの結果は平成26年3月5日付日刊工業新聞に掲載された。 

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本報告

書をとりまとめた 

 

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 

調査専門部会事務局 
日機連 業務部 調査研究担当 

産業界 
日機連会員 

学界
日本機械学会、国際教育学会 

部会長：国際教育学会

調査研究担当 
日鉄住金総研（株） 
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4.今年度事業の実施概要 

本事業の活動は専門部会における講演と海外調査、シンポジウムを主体として以下のよ

うに実施された。 

1）専門部会 

（1）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 

①.開催日時 

平成 25 年 6 月 21 日 

②.講演 

「若手モノづくり人材育成の課題と取り組み」～三菱重工業（株）の事例報告から～  

③.25 年度事業の進め方について 

④.配付資料 

プレゼン資料「若手モノづくり人材育成の課題と取り組み」 

資料 1.平成 25 年度事業開始に当たって（25 年度事業計画案） 

 

（2）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 

①.開催日時 

平成 25 年 8 月 30 日 

②.講演 

「理数系教育の現状と課題」～SSH から GCOE までの教育に関与した経験から 

東京大学大学院 工学系研究科 機械工学専攻 教授 工学博士 金子 成彦 氏 

③.配布資料 

理数系グローバル人材育成・教育～部会提言（案） 

世界で も賢い子どもたちはどのように生まれたか 

 

（3）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 

①.開催日時 

平成 25 年 9 月 27 日 
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②.講演 

「応用物理分野からみた理系人材育成」～公益社団法人 応用物理学会 理事 

NTT アドバンステクノロジ株式会社 営業本部 第四営業部門 担当部長 

理学博士 為近 恵美 氏 

③.配布資料 

理数系グローバル人材育成・教育～部会提言（案） 

「いまどき若手教育」日経産業新聞記事 

 

（4）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 

①.開催日時 

平成 25 年 10 月 18 日 

②.講演 

「 Enhancing Engagement-A Vision for GSEE , the Global Partnership of 

Scientists Engaged in Education , in Japan and Asia」 

～アジア・日本における科学教育を推進する有識者の会、ＧＳＥＥの広がり～ 

米国サンタフェ研究所 教授 州立カリフォルニア大学 複雑系研究所 教授 

David Pines 氏  (通訳 松本 桂子 氏) 

 

③.配布資料 

Enhancing Engagement-A Vision for GSEE , the Global Partnership of Scientists 

Engaged in Education, in Japan and Asia 

 

（5）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」 

①.開催日時] 

平成 25 年 12 月 19 日 

②.講演 

「教育再生実行会議 第四次提言」について 

～高崎経済大学 地域政策学部 地域政策学科 教授 八木 秀次 氏 

③.配布資料] 

第三次提言 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/pdf/dai3_1.pdf 

 同 参考資料 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/pdf/dai3_2.pdf 

第四次提言 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/pdf/dai4_1.pdf 
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 同 参考資料 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/pdf/dai4_2.pdf 

国公立大学改革プラン 
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/25/11/__icsFiles/afieldfile/2013/11/26/1341852_01_4.pdf 

 

（6）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」 

①.開催日時 

平成 26 年 3 月 13 日 

②.講演 

「日独教育制度の比較---理工系教育の視点から---」について 

～日鉄住金総研株式会社 特別研究主幹 山藤康夫 

③.今年度報告書案について 

④.配布資料 

「日独教育制度の比較---理工系教育の視点から---」PPT 

今年度報告書案 

2）シンポジウム 

日  時：平成 26 年２月７日（金）13：00～17：30 

場  所：機械振興会館 6 階 D1 号～D２号室（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：一般社団法人日本機械学会 

国際教育学会 

後  援：モノづくり日本会議／日刊工業新聞社 

統一テーマ：理数系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： 

製造業の技術者の質向上に向けて～理系学部進学者の学力向上策を検討する～ 
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3）海外調査～ドイツ 

今年度は海外調査としてドイツにて 1 週間の訪問調査を実施した。その目的はドイツの科学技術教

育の実態について聴取することにある。特に業界団体やその協力企業、教育機関などを訪問調査する

ことにより、理数系離れ、電気・機械系離れ、製造業離れに対する諸施策の実情と工夫している点や好

事例などを収集する。特に MINT プロジェクト、および THINK ING 等の MINT 関連施策の実態を把握

することに努めた。いずれも我が国理数系教育見直しの参考に資することを念頭に置いて実施したもの

である。 

日程と訪問先一覧 

日程 午前 午後 

2013 年 10 月 20 日（日） 東京成田発 フランクフルト着 

2013 年 10 月 21 日（月） 

VDMA
（German Engineering 

Federation） 
Dr. Norbert Völker  

ZVEI（Zentralverband 

Elektrotechnik- und 

Elektronikindustrie） 

Dr. Bernhard Diegner  

2013 年 10 月 22 日（火） 
Samson.AG.(VDMA 加盟企業)

Mrs. Plaum. 
Herr.Kochen,Herr.Vetter 

フランクフルト→ベルリン 

2013 年 10 月 23 日（水） 
DPG（Deutsche Physikalische 

Gesellschaft e.） 
(Mrs.)Dr. Anja Metzelthin  

Lise-Meitner-Schule 
(MINT-EC school)  

Headmaster: Mrs.Petra 
Christiansen 

2013 年 10 月 24 日（木） 

Gesamtmetall
Mr.Wolfgang Gollub 10:00~14:00 

Head of Department  

Recruitment / think ING  

 

2013 年 10 月 25 日（金） ベルリン→フランクフルト→東京 

2013 年 10 月 26 日（土） 東京着 

 

 

 

 

 

4）部会提言 

本部会の提言については平成 26 年 1 月 30 日、文部科学記者会で資料の投げ込みという

形で実施した。配布した資料は次の 2 点である。 
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（1）.配布資料 1. 

理数系グローバル人材育成・教育に関する調査専門部会提言について 

平成２６年１月３０日 

                                               一般社団法人 日本機械工業連合会 

  近年、製造業の競争力を決定する、若手技術者・研究者の理数系学力の低下が指摘さ

れ、特に機械工業などモノづくりに大きな関係を持つ物理学の履修率の低下や学力不足が

大きな問題となっており、これが延いては国際競争力低下の大きな要因の一つとも言われ

ております。 

 

 （一社）日本機械工業連合会（会長・岡村正（株）東芝相談役）では、これらの現状に

鑑み早くから理数系教育の改善や青少年・若手技術者の工学教育に力を入れてこられた「国

際教育学会（ISE)」、「日本機械学会」と共に平成２３年度に、国際教育学会(ISE)会長で日

本学士院会員の西村和雄･京都大学名誉教授を部会長に「理数系グローバル人材育成・教育

に関する調査専門部会」を立ち上げ、公益財団法人 JKA から補助金を受け事業を進めてお

ります。その過程では、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の実

態とその対応策について調査検討を行うと共に、ドイツを始め欧米各国の研究者・専門家

とも理数科教育の向上について、交流を図って参りました。 

 

 今般、３カ年の事業の 終年度にあたりその成果を踏まえ、専門部会報告として 

 『“MISTEE（ミスティー）”教育の推進を！』と題する３つの提言を取りまとめ、ここ

に公表することとなりました。提言は冊子の３頁に掲載されております。 

 

 なお、この提言をもとにシンポジウムを２月７日（金）１３時から機械振興会館（港区

芝公園）で開催します。詳細は添付のチラシをご覧下さい。 

 

〈本提言の問い合わせ先〉 

   

  （一社）日本機械工業連合会 業務部 担当部長 倉田 正明 

      同                        課長      堀内 誠太郎 

   東京都港区芝公園３－５－８（機械振興会館）電話 ０３－３４３４－５３８２ 

                                                FAX ０３－３４３４－６６９８ 

   

以 上
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（2）.配布資料 2. 

 

 

一般社団法人 日本機械工業連合会 

理数系グローバル人材育成・教育に関する調査専門部会  

 日本機械工業連合会では、 近問題となっている製造業の若手技術者・研究者の能力不
足について、理数系離れによる学力の低下が大きな要因の一つと考え､この問題の深刻さに
ついて広く一般に広報すると共に、その打開策について調査検討するため(公財)ＪＫＡの
補助金による「グローバル人材育成・教育に関する国際交流事業」の一環として平成２３
年度から「理数系グローバル人材育成・教育に関する調査専門部会」を立ち上げ調査に着
手しております。 

 この部会長には神戸大学社会科学系教育研究府特命教授の西村和雄氏に就任をお願いし
ております。同教授は国際教育学会（ISE）の会長も務め、「分数ができない大学生」など
の著書で、若者の理数離れに警鐘を鳴らしております。平成２５年度は製造業が求める技
術系グローバル人材像の立場から、理科教育充実のための具体的方策の検討を部会活動の
中心にしております。 

 この度、部会では平成２６年２月７日（金）に下記の様なシンポジウムを開催すること
になりました。シンポジウム全体テーマは「理数系学力の強化とものづくり人材育成の課
題」と題し、パネリストの方々には、“製造業の技術者の質向上に向けて~理系学部進学者
の学力向上策を検討する~”というテーマで、 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につき日頃のお考えをもとに討議をお願いし
ていきます。 

記 
日 時：平成 26 年２月７日（金） １３：００～１７：3０ 

場 所：機械振興会館 6 階 D1 号～ D２号室（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：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 

統一テーマ：理数系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： 

製造業の技術者の質向上に向けて～理系学部進学者の学力向上策を検討する～ 

定 員：１００名    参加費：無 料      〆切り：平成 26 年 1 月 31 日（金）              

 

 

 
 
参加申込書＜本申込書をご利用下さい＞      ＦＡＸ ０３－３４３４－６６９８ 

ご 芳 名 

貴社(会)名 

ご所属・役職名 

ご連絡先       電 話：                          ＦＡＸ： 

Ｅ-ｍａｉｌ 

 

（一社）日本機械工業連合会 業務部 倉田、堀内
〒105-0011 東京都港区芝公園３－５－８ 
E-mail：horiuchi@jmf.or.jp 
電話 03－3434－5382、 FAX  03－3434－6698  
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（スピーチ順・敬称略） 

■ 主催者挨拶     13:00～13:05  

岡村 正  一般社団法人 日本機械工業連合会 会長 

■ 来賓挨拶       13:05～13:30  

小川 誠  経済産業省  大臣官房審議官（雇用・人材担当） 

吉田 大輔  文部科学省 高等教育局長 （挨拶ならびに講演） 

第Ⅰ部  講 演  13:30～14:45   

野崎 晃平  ㈱豊田自動織機 常務執行役員 

「若年技術者の昨今」について 

西村 和雄  神戸大学 社会科学系 教育研究府 特命教授、国際教育学会会長 

      京都大学名誉教授、日本学士院会員 

「理数系学力を確かなものにするために」（提言） 

■  休   憩      14:45～15:00  

■ 第Ⅱ部  パネルディスカッション 15:00～17:00 

モデレーター  大森不二雄 首都大学東京 大学教育センター 教授 

パネリスト    北野    誠 (株)日立製作所 日立研究所 主管研究長 

野崎 晃平 (株)豊田自動織機 常務執行役員 

八木  匡  同志社大学 経済学部 教授 

戸瀬 信之 慶應義塾大学 経済学部 教授 

久保 司郎 摂南大学 理工学部 教授、大阪大学名誉教授 

■ 質疑応答    17:00～17:30 

■ 閉  会    17:30 

   

シンポジウム次第 

このシンポジウムは、競輪の補助金を受けて開催します。 

      http://ringring-keirin.jp 
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第 2章 理数系グローバル人材育成・教育 

以下は、専門部会における講演部分の議事録を収載したものである。 

1. 若手モノづくり人材育成の課題と取り組み 

～三菱重工業株式会社の事例報告から～ 

三菱重工業株式会社 取締役常務執行役員 阿部  孝 氏 

1）会社概要 

当社の売上高は 3 兆円規模。事業内容は船舶・海洋、原動機、機械・鉄構、航空・宇宙、

ここまでが受注産業で、この他汎用機・特殊車両など、非常に多岐に渡っている。製品数

も 700 種類以上ある。それらの多種多様な製品をとりまく技術を進歩させていく「イノベ

ーション」がグローバル競争に勝ち抜くためのキー・ファクターだと考えている。 

前述のとおり現在の売上規模は約 3 兆円だが、その 50％が海外向け。10 年前の海外比

率は 32％であったが、近年急速に海外向けの売上が伸びている。進出している地域もアジ

ア、北米、欧州、中南米、中東と広範囲をカバーしている。 

海外展開に伴い組織もグローバル化している。三菱重工単独の従業員数は約 35,800 人、

国内連結グループ会社は 110 社合計で約 17,000 人。それに対し、海外連結グループ会社は

126 社、従業員数 13,500 人と本体の 1/3 程度にものぼる。 

 

2）課題の認識 

他の製造業にも一部共通することだとは思うが、当社をとりまく環境は外部環境、内部

環境とも変化している。例えば外部環境の変化としては、途上国の急速な追い上げ(含む技

術革新)、市場価格の急激な低下、製品のコモディティ化、市場のグローバル化、ICT の急

速な進展、地球環境問題などが挙げられる。一方、内部環境については、人員構成の変化

や若手技術者の技術力・基礎学力低下が挙げられる。 

内部環境の変化についての詳細を述べたい。 

まず、人員構成の変化として、社員の高学歴化と高齢化が挙げられる。現在、当社の事

務系の 20 代社員の約 65％は大卒(技術者は院卒中心)。今後、処遇やキャリアをどうしてい

くか考えていかなければならない。また、昭和 50 年代の造船不況の際に採用を控えた影響

から、50 代前半の社員が少ない。団塊の世代の 後にあたる 50 代後半の社員はそれなりに

多いが、彼らも今後定年を迎えるため、ベテラン層の欠落が懸念材料。一方で、若手社員
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の比率は高い。特に技能系では入社 10 年未満の社員が 3 割を占めている。 

次に、本部会でも繰り返し話題にのぼっていることだが、当社においても理系技術者の学

力低下の問題が生じているようだ。定量的に明確な根拠がある訳ではないが、平成 24 年 9

～10 月に理系出身社員 51 名に対し、物理(10 点満点)、数学(25 点満点)のテストを実施し

た。内容は高校 1 年～2 年レベルで、業者の作成した問題を使用した。尚、 終学歴や、高

校時代に物理を履修していたか、大学入学時の入試形態(学力考査か AO 入試かなど)は調べ

ていない。テスト結果によると同業他社比で当社の平均点は良いとのことであった。しか

し、数学の得点分布にはさほど偏りが見られなかったものの、物理のテストでは 0 点が 3

名、1 点が 3 名、2 点が 3 名おり、「物理が苦手」とみられる社員が存在した。この結果を

受け、当社でも入社試験のようなものを課すべきか検討しているところだが、問題内容を

どうするか、いつ実施するか、先に受験する人と後に受験する人で公平性に問題がないか、

など検討すべき内容は多い。現在、人事部門で入社試験の導入を検討しているところだ。 

 

3）課題への対応～人材面からみた主な課題～ 

3-1.若手技術者、技能者の早期戦力化 

当社では名古屋にある研修センターで年間 410 の講座を提供している。研修内容は実践

的なものが中心で「特定の教科の基礎を教える」というものではない。その他にも、工場

で技能系社員の研修を行っている。 

技術系の社員は入社してから 3 年以内に研修センターで「若手選択必修講座」を 22 講座

(4 単位)受講しなければならず、履修できなければ「進級」もできない。入社 4～7 年目の

中堅社員も、「中堅選択必修講座」を 16 講座(2 単位)履修しなければならない。技術系社員

選択必修教育に、ものづくり一貫実習というものがある。これは、設計、組立、試験とい

う一連のプロセスを経て、設計・工作連携の重要性を認識させることを目的としている。

例えば「プレス機を設計して試作検証を行う」という課題を与え、8 日間で設計を行い、業

者に部品を発注し、その後納入されたものを使って 4 日間で組立、試験、修繕を行わせて

いる。 

技能系の社員向けの研修は、技能、知識を教える前にまず就業意識などの社会人教育か

ら始めている。基礎的な教育を修了した後、3～8 年目の社員向けに「技能塾」という実技

を中心とした研修を提供している。座学型の集合研修も必要であれば行うが、基本的に工

場単位で行っており、ベテラン技能者のもとでマンツーマンの実技指導を受ける。単に作

業工程を身につけるのではなく、考えながら作業をする経験を積むことで、モノづくり本

来の楽しさ、面白さを体得することも目的としている。期間は 3 ヶ月が目処だが、工場に

よっては 1 年行っているところもある。 
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また、技能レベルの底上げや類まれな技能追求のため、各種コンテストへの参加も推奨

している。社内コンテストを行い、社長・副社長から優秀者を表彰したり、技能五輪や技

能グランプリに出場させたりしている。平成 24 年 10 月の技能五輪では構造物鉄工職種金

賞受賞、平成 25 年 2 月の技能グランプリでは旋盤職種優勝の実績がある。 

 

3-2.グローバル対応力の強化 

平成 23 年度より、若手を中心に全社員のグローバル対応力強化を志向し、①グローバル

化研修体系の整備(G-Map)、②若手海外派遣制度新設(MGT:MHI Global Training)、③会

話力、ライティング力強化、若手社員の英語力底上げに注力している(①②の詳細は以下の

とおり)。 

①グローバル化研修体型の整備(G-Map) 

入社 10 年目までに海外赴任できるレベルの人材育成を目指して、段階的な教育を行って

いる。 

・グローバルキャンディデイト：TOEIC600 点レベル。事務系社員は全員ここまで引き上

げる。 

・グローバルプレーヤー：海外で 1 人でも仕事が出来るレベル 

・グローバルマネージャー：海外グループ会社で異文化マネジメントを行い、成果が出せ

る人材 

 

②若手海外派遣制度新設(MGT：MHI Global Training) 

「全社員」のグローバル対応力底上げのため、海外出張経験の少ない社員(例えば経理な

ど)を対象に、海外派遣制度を設けている。対象は入社 2～4 年目の社員で、TOEIC600 点

以上が要件となる。派遣コースは 2 種類あり、1 つが当社の海外拠点で 2～3 ヶ月の OJT

を行うというもの、もう 1 つは研修会社が主催する短期研修プログラムに 1 ヶ月程度参加

するというものだ。どちらのコースも、特定のテーマを与えられ、現地を走り回って調査

活動を行うという研修内容だ。尚、平成 23 年度は 50 名の派遣実績がある。 

 

3-3.高専機構との連携 

少子化の進展や若年層の理系離れなどが進み、「モノづくり」企業にとって将来を担う若

手技術者の育成、確保が必要な当社と、グローバル化の進展や大学進学率の増大に対応し、

さらなる進化を目指して活動を展開中の高等専門学校(以下高専)が連携し、共同で日本のモ

ノづくりを支える若手技術者の育成、支援を行う。平成 25 年 3 月に協定を締結した。 

具体的な活動としては、海外インターンシップの促進、国内インターンシップの強化、

講師の相互派遣促進、共同研究の促進などを行っている。インターンシップについては、
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高専単体では海外インターンシップの手配が難しいこともあり、当社の海外拠点や現地工

事事務所等を活用している。また、国内インターンシップは従来から共同で行っていたが

同じ地域の高専、工場間で行うことが主だった。地域の枠に絞らず対象を広げることで、

当社の工場がない北海道や東北の高専の生徒にもインターンシップの機会を提供できるよ

うになった。尚、講師派遣や共同研究の推進についてはまだ入り口の段階だが、当社の担

当者も高専出身の者で、非常に熱心に進めている。今年度末にはテーマを絞り、具体的に

動いていきたい。 

 

3-4.女性の活躍支援 

やはり「重工」の分野はまだまだ男社会。女性の割合は少なく、女性を積極的に活用す

ることを経営課題の 1 つとしている。現在、長崎市内に企業内保育園を設けているが、横

浜にも設置する予定。また、育児休業、育児短時間勤務の制度強化や、女性役員との交流

会も行っている。 

 

4）モノづくりの理念 

経営理念の 1 つに「モノづくり(社業)を通じて、お客様や社会の利益実現」があり、こ

れを突き詰めて行くことが真のグローバル企業にもつながると考えている。事業活動を通

じたお客様との共存や次世代の育成に加え、出前授業(現在は特に被災地向けを強化)や米国

小学校でのものづくり教育、ファクトリーツアーなど、地域社会への貢献も行っている。 

当社のモノづくりのキーワードは誠実・協調・衿持・誇り・挑戦(高い志)・創造。具体

的な人材育成の方針としては、「A(Active)責任感溢れ、情熱を持って 後までやり遂げる」、

「B(Balanced)多様性を認め、互いの価値観を尊重し合う」、「C(Creative)柔軟な発想で自

ら考え行動し、新たな価値観を創出する」というものを掲げている。 

過去に、客船火災を乗り越えて復活した例がある。平成 12 年に大型客船を 2 隻受注し

たが、進水式からわずか 4 カ月後に溶接のスパークが原因で 4 割が焼損してしまった。幸

い、後方部の発電機やエンジンなどの主要な設備は無事だった。火災から 10 日で修復の段

取りをつけ、お客様にも暖かい励ましをいただいたうえで合意いただいた。1 隻目の修復と

2 隻目の作業により、工場始まって以来の膨大な作業が発生し、従業員も寝食を顧みず作業

にあたった。平成 16 年 5 月 27 日の就航の際には、当社の従業員も涙を流し見送った。火

災からわずか 10 日で対策を練ったこと、従業員が一丸となって作業にあたったことに、当

社のモノづくりへの熱い思いが現れた例だ。 
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5）さいごに 

少子化、理系離れが進む中で、モノづくり人材の育成は急務。国として戦略的に取り組

むべき課題と認識している。幼年期にはモノづくりに関心をもっていても、ある時から興

味を失ってしまうことが多い。幼年期に芽生えたモノづくりへの関心を社会全体で育成し

ていく仕組みが必要だ。 

モノづくりにとって技術育成はもちろん、理念や思いも重要。モノづくりに携わる企業

には、モノにじっくり向き合って成長できる場、つまり現場がある。若い人に現場での成

長の機会を与えるのは、ある意味企業の 1 つのミッションだと思う。社員はもちろん、先

の高専の例のように、若い人がモノづくりに向かって来ることができるような土台をつく

りたい。 

2. 理数系教育の現状と課題 

～SSH から GCOE までの教育に関与した経験から 

東京大学大学院 工学系研究科 機械工学専攻 

教授 工学博士 金子 成彦 氏 

 

ベネッセ教育総合研究所「第 2 回大学生の学習・生活実態調査（2012 年）によると、08

年から 12 年までの 5 年間で大学生の保護者・大学に対する依存傾向が増している。例えば

「学生生活については学生の自主性に任せるより、大学教員が指導・支援する方が良い」

という比率は、08 年 15.3％に対し、12 年 30％と倍増している。実際、教育現場で大学生

に接していると、確かに今の学生は何か問題を抱えたときに、自分で解決しようとせずに、

すぐに教員や事務員を頼ってしまう傾向があるように思う。特にゆとり教育世代にそのよ

うな傾向を感じている。 

また、経済産業省の調査によると、「新卒入社人材に求められる能力・資質」について、

主体性、働きかけ・実行力、好奇心・チャレンジ精神、発信力、コミュニケーション発信、

規律性、ストレスコントロールといったことが挙げられていた。前述のとおり、今の大学

生は親や大学教員への依存傾向が強いが、企業側は「自ら事を起こしていく力」を必要と

している。 

大学のカリキュラムについては既に本部会で議論がなされているということもあり、本

日の講演では今の高校生がどのような理数系教育を受けているのか（ＳＳＨの取り組みを

中心に）、私の研究室の周辺でどのような教育を行っているか、といったことを紹介してい

きたい。 
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1）自己紹介 

私は、1972 年に山口高校の理数科を卒業している。丁度、理数科の第一期の卒業生にあ

たる。現在、ＳＳＨは目標 200 校に対し 201 校に達しているが、当時、理数科は 1 県に 1

校乃至は 2 校というスタンスだった。山口県の場合は東に山口高校、西に宇部高校の計 2

校の理数科があった。理数系学力強化のため膨大な資金が投入され、優れた設備（理科教

育専用校舎）、教員の下で学ぶことができた。私の場合も、担任の教師が数学担当だったと

いうこともあり、単なる受験テクニックではなく、一般的な高校教育より高い次元から数

学を学ぶ機会を得られた。 

山口高校の理数科がどのような変遷を遂げたかということだが、72 年に一期生が卒業し

た際には 40 名中 25 名が理工系の大学に進学していた。しかし、バブル崩壊後は理工系に

進む学生が急減し、医学部に進む学生が増えた。現状では、学生は生物を中心に学び、学

業成績が伸びなかった学生が、医学部進学をあきらめて物理を中心とした学習に切り替え

て理工系に進学しているという話を高校の教員から伺った。 

学校というものは、設立されてから 3～4 年は当初の趣旨が残っているが、次第に方針が

変わってしまう。「そもそもどういった目的で設立したのか」定期的に見直し、設立の趣旨

と異なる方向に進んでいるのであれば見直しを図るべきだ。高校を卒業した生徒がその後

どのような進路をたどったのかという縦断的な資料はあまり見られない。高校側も、卒業

生の進路をフォローするべきである。 

余談になるが、高校時代は天文部に所属していた。その時に行った「ベガによるシンチ

レーションの研究」というものが読売科学賞を受賞した。「ゆらぎ」を観測し、高層の気象

を予測する過程で計測の仕方や写真の撮影方法など様々な技術を学んだ。機械工学を専攻

した理由は実家が機械類の製造販売を行っていたことに起因するが、研究テーマの 1 つで

ある「振動」を選んだことのトリガーはこのときの観測にあるように思う。 

私の実家のすぐ近くに長州ファイブの 1 人井上馨の生家がある。今から約 150 年前の

1863 年、徳川幕府によって海外渡航が禁止されていた時代にも関わらず、ロンドンに渡航

した若者 5 名を指して「長州ファイブ」と呼んでいる。その中には、後に東京大学工学部

の前身である工部省工学寮を作った山尾庸三もいた。山尾侯はロンドンで自然科学を学ん

だ後、単身グラスゴーに移り、昼は造船所で実務を学び、夜は大学で実学を学んだ。工部

省工学寮設立に際し、山尾候はイギリスからヘンリー・ダイアーを招致し、初代都検（教

頭）とした。出身地が山尾候と近いということ、ヘンリー・ダイアーは蒸気サイクルで有

名なランキンの弟子で、私が担当している東京大学工学部機械エネルギーシステム工学講

座の内容に関係があるといった縁から、7 月 19 日にグラスゴーのリバーサイドミュージア

ムで、「山尾庸三の功績と工部大学校（現在の東京大学工学部）」についてと題し、講演を

行った。 
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2）理系教育の現状 

・理工系の学部への志願者：90 年以降減り続けており、研究者の推移も日本は頭打ち状

態。 

・欧州の高等教育に関する動向：ボローニャ宣言、ソクラテス計画、エラスムス計画に

見られるように、国際競争力をつけることをめざし、域内一眼となって学位や学生の

流動化に取り組んでいる。 

・ＥＵからの留学生受け入れ：スイスなどから研究室に留学生を受け入れたことがある

が、出来上がった論文を元々の研究室の先生が細かくチェックするなどアフターフォ

ローが徹底している。単に留学生を日本に送り込むだけではなく、例えるならば「納

品チェック」も徹底している。 

・日本と韓国の比較：韓国の大学進学率は 80％を超えており、大学院生の人数も多く超

エリート社会。今年に入ってから、韓国で 1 週間ほど講義を行った。同じような講義

を日本でも行っており、韓国の学生と日本の学生を比較したところ、基礎学力にはさ

ほど差がないように思われる。但し、「自分で問題を設定し、独自の解決方法を試みる」

という学生は韓国の方が多い。日本の学生は自分で考えた独自の方法ではなく、テキ

ストの真似をしたがる傾向がある。 

・ 近の東大の取り組み①：大学のグローバル化をめざし、学部教育改革を進めている。

具体的には、学生の流動化を活発にするため、学事歴を見直し、4 ターム制もしくは 4

ターム＋Ｓ（Ｓ＝インターンなどの活動を行うに適した長めの夏休み）制の導入を検

討している。ただし、このターム制になじむ学科とそうではない学科がある。例えば

プロジェクトを中心に教える建築などの学科はなじみやすいが、機械工学のように講

義内容に連続性があり、量の多い演習が中心の学科は調整が難しい。 

・ 近の東大の取り組み②：平成 28 年度より推薦入試の導入を行う予定だ。後期入試に

代わり導入する予定だが、効果があるなら前期試験での導入も検討するという話も聞

いたことがある。但し、科類ごとに決定した入学者を 3 年次に上がる際にどのように

学部・学科に振り分けるか、推薦入試で入学した学生が希望する学部や学科に進学し

た後の教育の仕方など、検討すべき内容は依然として多い。 

 

3）研究者に求められる資質と学習方法 

平成 14 年度に文部科学省が行った「我が国の研究活動の実態に関する調査」によると、

若手研究者に不足している能力として創造性、課題設定能力、バランス感覚といった、い

わゆるリベラルアーツに関連する能力が挙げられていた。 

研究のあるべき姿は定説を覆そうという気概、複眼でみること、やってみなければ分か

らないというチャレンジ精神にあると学生には教えている。一方で、下記のような「困っ
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た学生」も存在する。 

・正解があると信じている。 

・条件反射的に記憶を引き出す。 

・モデルは仮説に基づくものだということが分かっていない。 

・自分で論理を組み立てられない。 

・お仕事論文（科学的な実験を誰かにお膳立てしてもらい後は機械的に手を動かすだけ）

に価値を感 

じている。 

・「研究は締め切りが来れば終わる」と思っている。 

・プレゼンだけに勝負をかける。 

・社会性が欠如していて、幼児的万能感（≒仮想的有能感）が強い。 

現在の教育界は「学力的なレベル」に重きを置いていた高度経済成長期の教育方針を引

きずっているように思われる。それに対し産業界では、「調和を重んじつつも個性的な人材」

が必要とされている。そのような人材を輩出するための教育を行うには、大学教育からで

は遅い。初等・中等教育の段階から、「疑問や感動をもつ」、「自分で考えたうえで新しいア

イデアに気付く」、「頭をとことん使う」、「頭を使うためのトレーニングをする」といった

経験を積む必要がある。 近の学生はパソコンの画面に向き合っている時間が長く、「自分

で考える」ということが不足している。研究室に所属する学生のレポートを読んでいても、

「自分で考えた」というものではなく、「調べたものを書き写しただけ」というものが散見

される。 

 

4）大学教育 

「理系の学び方」について実験、数学、英語の 3 つの側面から紹介したい。 

（1）実験 

高校生までに実験の経験を積むことは難しく、多くの学生の場合は大学に入ってからに

なると思うが、「ある時期に集中して取り組む」ということが大切だ。 近はデータの捏造

や訴訟などの問題も増えてきており、単に実験と結果さえまとめれば良いのではなく、実

験の過程を記録することも重要になってきている。したがって、学生には「実験ノート」

をつける癖を早い段階から身に着けてほしい。また、実験を通じて直観力を養成すること

も大切だ。例えば地震などの想定外の事態が発生したときに、すぐ対応できるかどうかは

直観力にかかってくる。今の学生にとっては、出来上がったものを使うのが当たり前で、

かつてのようにプラモデルや機械を自分で組み立てるといった経験がほとんどない。した

がって、今の学生には設計力や工学的なセンスが圧倒的に足りていない。個人的に、日本
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の教育における 大の強みは、他人の経験を共有できるカルチャーにあると考えている。

実験後の「反省会」で、失敗から学んだり、ノウハウを伝授したりできる。 

（2）数学 

数学は一般性、客観性、説得性、再現性を保障してくれる。設計には必ず計算による裏

付けが求められる。機械工学の道に入ってからの私にとって、新しいアイデアを生み出す

源泉は数学の新しい定理や理論にあることが多い。数学的な理論と新しい研究は意外に結

びつく。 

（3）英語 

英語の力も当然重要であるが、まずは「分かりやすい日本語で論理を構築する力」が重

要。そのうえで、英語の文章作法に習熟していく必要がある。英語に慣れるうえでは、「独

自の単語帳」を作成することが有効で、英語雑誌や論文で定評のある著者の言い回しをリ

ストアップして真似てみると良い。 

東大の教養課程では、「見て、触れて、作って、測って、モデルで理解する」ことで科学

するマインドを涵養することを方針としている。次に、私が以前ＳＳＨの講演で発表した

中から現在の高校教育、大学教育への要請について、抜粋のうえ以下に紹介する。 

 

（4）プロジェクトのテーマ設定 

意外にも、環境、福祉、医療などの今日的なテーマを選ぶ学生は少なく、伝統的な仮説

検証型の研究を選ぶ傾向にある。また、もう少しソリューション解決型のテーマが増えて

ほしいと思っている。 近は大学とコラボした研究テーマも多く、大学側が強力に主導権

を握り、学生が主体的に研究をしないということも増えている。 

（5）発表と質疑応答 

基礎概念をしっかり理解しておらず、論理構築能力に欠ける、説明能力がない、数字や

単位へのこだわりがない、真理にせまるスピード感を重視していない、感じて見て作り出

すことができない。学生を見ていて、このような能力不足を感じている。また、私の研究

室ではプレゼン後の質疑応答について、質問に対して何％正しく回答することができたか

を分析する反省会を行っている。論文が書けるというのはある意味当たり前で、質疑応答

への対応力を真に評価すべきことだと思う。 
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（6）指導者への問いかけ 

指導者は具体的な目標を設定するべきである。目標が曖昧では、学生を評価しようにも、

「何を」評価するのか見えなくなる。 

（7）インターネット使用上の注意 

学生のレポートを読んでいると、インターネットからのコピーが散見される。他人の意

見をさも自分の意見のように述べており、自分で考える力が養われない。また、著作権の

問題もあるので、高校などの早い段階から「他人の意見をコピーしないで自分の意見を述

べる」練習をしてほしい。 

（8）生徒との作業 

高校の教師は要領よく受験テクニックを教えることに注力し過ぎだという印象がある。

現在の高校生は、通常の授業、総合的な活動、実験、課外活動（部活動、放課後の自主学

習）などをこなすが、すべて時間の管理は教師が行っている。 近の大学生を見ていて、

時間のマネジメントが苦手という印象がある。時間のマネジメントができなければ、頭の

整理もできないので高校でも生徒自身が時間管理に携わる経験を与えてほしい。 

 

5）研究室での教育 

民主党政権時代に高校教育が重点化されたがこの流れは自民党政権に代わってからも引

き継がれている。わが国の SSH には１校あたり年間 1,300 万円程度の予算が投入されてい

る。これは高校としては大きな予算であり、生徒を海外に派遣したり、 新の機材を投入

したりできる。 

韓国でも SSH に類似した制度があり、1980 年代にスタートした科学高校が有名である

が、 近では、高学歴志向の行き過ぎによって発生した労働市場とのミスマッチ解消のた

めにマイスター高校という制度を発足させていて、産業界のニーズに合わせているところ

が特徴的である。 

東大も高大連携に力を入れており、教養課程で、高校生向けにインターネットを使った

テレビ電話での講座を提供している。 

東大の教育方針として、基礎素養、専門知識、リテラシー、コンピテンシーを学生に身

につけさせることが挙げられる。個人的には、この中に「エンジニアセンス」が入ってい

ないことが気になる。企業側からも、エンジニアセンスのある学生を採用したいとの要望

がある。 

私の研究室では外国人留学生を積極的に受け入れている。海外に出ていける積極的なタ

イプの学生は良いが、中にはどちらかというと引きこもり気味の学生もいるので、 近は
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研究室の中に外国の留学生を引き込んで日本人学生に国際的な視野を身につけさせている。 

 

6）ＰＢＬ教育 

高度経済成長期においてはまずエンジニアリングサイエンスありきだった。現代の安定

成長期においては問題設定・解決能力、コミュニケーションスキル、プレゼン能力、教養

などの様々なスキルが重要である。PBL 教育は Problem Based Learning の略だが、個人

的に Problem だけではなく Project、Process、Product も重視している。具体的には、チ

ームワーキング力、研究プロジェクトマネジメント、他の分野との連携、ニーズオリエン

テッドといった力を、PBL 教育を通じ学生に身につけさせたい。 

毎年学生には国立科学博物館の「おもしろメカニカルワールド」という企画展で、子ど

も向けに機械について説明させている。2009 年には、自動車の安全技術デザインコンテス

トの世界大会に出場した学生もいた。 

 

7）食育 

私の研究室では、私が家庭菜園で育てた食材を使って皆で料理をしたり、留学生が自国

の料理を披露したりと、「食育」を行っている。食育と研究は無関係ではなく、例えば料理

をするうえでの段取りや片づけは実験をするうえでも役立つ。 

 

8）教育に関するアンケート調査 

私の研究室を卒業した OB に「学生に身につけてほしい資質」という題でアンケートを

実施したところ、年代によって求める内容が異なっていた。20 代～30 代からは、「もっと

会社を訪問しておけばよかった」「別な部署を訪問してみたかった」というような声が上が

った。40 代～50 代の企業の中核となる世代からはありとあらゆる資質が挙げられており、

60 代以上の引退した年代からは「礼節が重要」などという意見もあった。 

研究室の学生 16 名を対象に、「今の理系教育についてどう思うか」というアンケートも実

施した。アンケートで尋ねた項目は、高校までに身につけてほしいこと、大学に入ってか

らでも身につけられること、本来なら高校時代で身につけておくことが望ましいこと、国

際化に役立つ経験である。尚、16 名のうち 4、5 名はＳＳＨでの教育を経験した学生であっ

た。 

 

・高校までに身につけてほしいこと 

詰め込み教育に賛成という学生は多い。まずは基礎素養やリテラシーを詰め込まなけれ

ばならないという意見が多かった。 
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・大学に入ってからでも身につけられること 

専門知識やコンピテンシーが挙げられていた。 

・本来なら高校時代で身につけておくことが望ましいこと 

作文の添削、目的を持ったうえで英語を使うこと、社会や環境に対する一般的な知識な

どが挙げられていた。文系の学生は文章を書いて誰かに添削してもらうという経験が比較

的多いが、一般的な理系の学生は少ない。私の研究室では、文章力を強化するために、パ

ワーポイントを使用せずに敢えて研究発表を文章化させたり、日経産業新聞や日刊工業新

聞などの工業新聞を 1 週間分読み、特定のテーマについて文章でまとめるというトレーニ

ングを行ったりしている。 

それ以外にも、海外経験、プレゼンの仕方、勉強の楽しさ、学んだことが社会でどう活

かされるか、自国の歴史についての学習、複数の指導者から指導を受ける経験なども挙げ

られていた。留学生、特に中国の学生はこのような経験をしたうえで大学に進学している

ように思う。 

・国際化に役立つ経験 

1 人暮らし、部活動にきちんと参加すること、外国人を含めたディスカッション、考え方

や宗教の多様性についての理解、誰も助けてくれない英語を話さざるを得ない環境、家事

全般、海外でのボランティア活動などが挙げられていた。周りに誰も知り合いがいない環

境でのサバイバル経験のようなものが国際化に役立つ。 

9）学会の貢献 

昨年から日本機械学会では年次大会の中で開催大学の所在地周辺のＳＳＨの高校生を対象

に機械に関連したテーマを題材としたプロジェクト研究を集めて発表会とコンテストを行

っている。 

また、東日本大震災を機に 2 年越しで震災の被害状況や、震災発生時の機械やシステムの

対応などを機械学会の立場からまとめた報告書、「東日本大震災合同調査報告」を 8 月に刊

行した。 

 

10）まとめ 

学会の役割について、以下に考察する。 

・単なる専門家同士のやりとりではなく、今後は、専門領域を超えた多様な交流を生みだ

す方向を志向すべきである。 

・工学分野は、創造的なアイデアを形にしていく活動が重要だが、一方では、開発した技

術を社会実装した際の様々な問題点を考える経験をさせるべきである。そのためには、

プロジェクトリーダーの経験をお持ちの 65 歳～75 歳のアクティブシニアに協力して頂
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くことが技術伝承にとって重要である。 

・サイエンスコミュニケーションを重視し、リスクに対する説明や、非常事態発生時にお

ける合意形成の方法を広く一般に教える。 

 

3. 応用物理分野からみた理系人材育成 

～応用物理学会からみた理数系教育の在り方～ 

公益社団法人 応用物理学会 理事 

NTT アドバンステクノロジ株式会社 

営業本部 第四営業部門 担当部長 

理学博士 為近 恵美 氏 

1）応用物理学会の人材育成委員会の紹介 

現在応用物理学会の会員数は約 2 万 2 千名で、個人会員の内訳は、企業 33.8％、学校関

係者 47.1％、官公庁 7.3％、その他 11.8％（応物学会 HP より）。一方、2001 年に会員に対

して行ったアンケート調査では、5割以上が企業の所属であった。アンケート回答者のみの

データであり、全体を網羅できた調査ではないが、企業所属の会員が減少している点に、

学会全体として危機感を感じている。 

応用物理学会の人材育成委員会は、（2012 年に人材育成・教育事業委員会と人材育成・男

女共同参画委員会が一緒になって結成されたため、）大きく分けて、教育と男女共同参画の

2つの分野の活動を行っている。委員会のメンバーも大学関係者が中心で、企業関係者は少

ない。 

2）教育事業への取り組み 

リフレッシュ理科教室：青少年を対象とした科学普及活動の 1 つ。小・中学校などの地

域の場や、学会に併設する形で提供している。元々は、小学生や中学生にしっかり理科を

教えることができるよう、教員の理科の知識をリフレッシュするという意味合いで実施し

ていたが、現在は子供向けが中心。 

・リフレッシュ理科教室を行う対象についての議論 

・理科離れはいつ起こる？：小学生には理科が好きという児童が多いものの、中学生

から苦手な生徒が増えてきて、高校で物理を履修する生徒は激減する。このような傾

向を踏まえると中高生への働きかけが重要と言える。 

・理系を増やすにはどの年齢層に働きかけるのが効果的？：理系に進学することをい

つ決めたかというアンケート調査によると、小学生という回答が多かった。この結果

― 24 ―



 

 

を受け、理系人材を増やすには小学生への働きかけが有効だという意見もある。 

・その他の活動：被災地支援活動、支部間連携など。 

3）男女共同参画への取り組み 

・男女共同参画委員会は 2001 年 7 月に、約 4ヵ月の準備期間を経て発足。 

・目標：①女性が科学技術の分野に進出していくための意識改革、②女性研究者、技

術者の育成、③環境整備と実態意識調査。 

・具体的な活動：①応用物理学会の講演会時にインフォーマルミーティングを開催し

意見交換、②シンポジウムの開催、③他の学会と共同での男女共同参画に関す

る大規模アンケートの実施。 

・男女共同参画学協会連絡会：応用物理学会、日本化学会、日本物理学会が中心とな

って 2002 年に発足。現在正会員 52 団体、オブザーバー28 団体。 

・女性の理系進学には、環境的な阻害要因が多い。女性を増やすことが理系人材の増加に

つながると考えている。 

4）人材育成ロードマップ 

・科学技術(超電導、半導体など)分野のロードマップの一部として人材育成ロードマップ

を作成。日本学術会議（総合工学委員会）にも同様のロードマップ素材を提供しており、

現在学術会議からの依頼を受けて、現在改訂版作成中。 

・形式としては、縦軸に教育スケール(初等、中等、高等、大学代大学院教育)、横軸に時

間(05～40 年)をとっている。まずは理工系人材の潜在能力の発掘、続いて理工系人材が多

様な人生を送れる社会の構築を目指している。 

5）課題認識～課題は共有できているか 

入口を大学、出口を産業界と位置付けた場合に課題が共有できているのかという疑問が

ある。理科離れや理系の人材が少ないということは様々な場面で問題視されてはいるもの

の、具体的にどこに課題があるのかについては、様々な見解があり、議論の際には課題を

明確にするなど、注意が必要。以下、課題の例を列挙する。 

・理系進学者が少ないこと 

・物理履修者が少ないこと 

・理系に進学しても高校で物理を学んでいないこと 

・大学での教育の質、大卒人材の質の低下 

（優秀な学生を進学させておきながら、大学がしっかり育てられていないのでは？） 

・科学技術立国といいながらも日本の産業界が低迷していること 
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特に応用物理学会から見た日本の産業界は低迷している。例えば、かつては日本をリー

ドしていた半導体産業は、今や見る影もない。 

・ものづくり産業が搾取されていること 

例えば、 先端の技術が詰まった半導体チップが数十円～数百円で取引される一方、そ

れに付加するソフトウェアの値段は高く、さらには、物を作らずにマネーゲームのように

して、何も生産せずに利益を上げている人もいる。 

・理系の給与 

理系の給与が文系に比べ多いというデータも少ないというデータもあるが、このような

結果の違いはどの母集団を対象に調査したかということに起因すると推察する。トップ人

材は文系出身者が多いので、ある程度の所得を有する母集団を対象にすると、文系の方が

高所得という傾向が出る。一方、母集団を広げると、理系人材は、文系に比べて低所得者

層が少ないことが、平均値として理系出身者の所得を押し上げているように思う。 

・このように理科離れ、理系離れに関わる課題は複数あり、様々な視点からアプローチし

ていく必要がある。 

6）課題解決のために～いくつかの提案 

（1）産学連携 

・日本の産業活性化のために産学連携の取組を強化する。 

・応用物理学会を新産業育成の場としたい。技術の方向性を型作る場や大学が企業の課題

を知る機会を提供するべく人材育成委員会としてシンポジウム開催などに取り組み中。 

（2）工学部での理科教員免許 

・理系進学者が少ないと言っても、 近、医、歯、薬学部などの資格職につながる学部へ

の進学者は増えている。 

・理学部も、数学が好きだから数学科、化学が好きだから化学科に進学するというように、

高校の科目に直結した進路のイメージがある。これに対して、応用物理分野を担う工学部

は、直結する職業のイメージがつきにくく、物理が好きだから機械科や電機科に進もうと

いう選択肢はなかなか浮かびにくい。 

・高校の履修範囲で物理を教えつつ、学んだ内容を工学まで結びつける必要がある。 

→・高校の授業に物理の基礎と工学との結びつきを採り入れる。学んだ物理の基礎が具体

的にどう役立つのか、 先端の分野までを見通せるよう工夫する。 
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・工学部出身の理科教師を増やす。現状のカリキュラムでは理学部と異なり工学部で理科

の教員免許を取得することは極めて難しいが、工学部に在籍していて教員免許取得に必要

な単位が取得しやすくなるような制度改革を行う。 

（3）理系人材育成の在り方～裾野を広げる人材育成の提唱 

・リーダー育成は本当に必要か？ 

リーダー育成のためにリーダーシップやコミュニケーションスキルが必要だという議論

をよく耳にする。リーダーシップやコミュニケーションスキルが全ての理系研究者、技術

者に主として求められることなのだろうか。ある軸で「理系人材」の分布を考えたときに、

多くの場合、リーダーになるような上位層が 1 割、所謂落ちこぼれの下位層が 1 割、そし

て中間層の 8 割が存在すると思う。リーダーになるような上位層 1 割の人材を教育するこ

とは否定しないが、上位 1 割にばかり注力することが重要なのだろうか。今まで日本の産

業を支えてきたのは中間層の 8 割で、この層の底上げを図ることが日本の産業界にとって

効果的なのではないか。 

日本の戦後の教育は 8 割の中間層をしっかり育ててきた。しかし、その後は落ちこぼれ

の 1 割を何とか上に引き上げようとリソースを費やすうちに、上位層、中間層の教育が疎

かになってしまった。現在は上位 1 割を引上げようという動きがあるようだが、個人的に

は 8割の中間層の底上げを図ることが日本の産業界にとって良いと思う。 

・グローバル人材とは？ 

世界で活躍するグローバル人材を育てるために「まずは英語」と言われがちだが、それ

以前に専門知識が重要だと思う。専門知識をしっかり身に着けたうえで、人間力や英語力

を磨いていけば良い。 

（4）入試、教師、教科書(物理に特化) 

・大学入試：本当に優秀な生徒を選別できていないのではないか？ 

・大学の先生方には、どんな大学生を育てたいのか、そのためにどういった生徒がほしい

のかということを明確にしたうえで大学入試に取り組んでほしい。個人的に、センター試

験は、例えば「理系でも英語の基礎は出来てほしいので○○点以上は必須」というような

ある意味「資格試験」のようなものであるべきと考えている。大学が本当にほしい人材は

二次試験で選別すれば良い。ところが、現状の大学入試はセンター試験に振り回されてい

る。因みに、応用物理学会では理科教室を開催するにあたって、学習指導要領を理解した

うえで臨むよう努めている。大学の先生にも、まずは高校の履修内容を把握してほしい。 

・地頭が良い生徒と要領よく解法パターンを当てはめられる生徒は異なる。例えるなら、
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つるかめ算ができる子は地頭がよいが、方程式を使えば誰でも解ける。 

・教師と高校の問題 

・教師が学習指導要領を把握していないことがある。 

・中間試験や期末試験が問題集の丸写し。 

・クラス運営や部活動が忙しく、教科の勉強がおろそかになりがち。 

→教科を教える能力をこそ、磨くべき。そのための施策が必要。 

・教科書について 

・現在物理Ⅰ、Ⅱから物理基礎、物理に改訂を予定している。 

・物理は分かりにくい、物理は難しいという声や、物理の履修者が減っているという現状

を受け、理論を系統立てて説明するのではなく、身近な物理を先に教える傾向があるよう

に思う。例えば、ドップラー効果、気柱の共鳴を学んだ後に波の式、干渉を学ぶ。このよ

うに身近な物理は易しいという誤解があるので、「内容はおもしろいが理論が分からない

ので理解できない、やはり物理は難しい」という悪循環が生まれているのではないか。 

・「『そうだったのか』と分かる喜び」は理系の魅力の 1 つで、難しいことを嫌っている訳

ではない。難しくても、順を追って理解していくことが重要。 

・近年、実験により科学の魅力を伝えることが増えているようだが、理論が分かっていな

ければ「ただの不思議な現象」に過ぎない。「なぜそうなっているのか」を理解すること、

もしくは、「なぜこのような現象が起きるのだろう」という疑問の目を小学生などの早い

時期に養い中等教育課程で解決していくようにしなければ意味がない。 

・教科書が国家の運命を左右すると言ってもいいほど、教科書の重要性は高いと思う。そ

の教科書の構成をどうすれば良いかということについては、専門家によく議論して頂きた

い。1 つの考え方として「物理が発展していった歴史のとおりに教える」ということを提

案する。（注：代々木ゼミナール物理講師為近和彦氏が提唱。）このような構成であれば、

系統立って理解することができるだろう。 

7）まとめ～理系人材の創出 

まずは生徒にしっかり理科を教えることができる優秀な理科教員の輩出が重要。そのう

えで、教育現場の意識改革や教科書改善によって中高理科教育を充実させて、加えて大学

入試を適正化することができれば優秀な理系人材を増加させることができるだろう。適切

な大学教育を受けた優秀な技術者が増加すれば、その中から優秀なリーダーも生まれてく

ると思う。 
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4.GSEE の背景 日本とアジアにおける展開 

「Enhancing Engagement-A Vision for GSEE , the Global Partnership of Scientists 

Engaged in Education , in Japan and Asia」 
～アジア・日本における科学教育を推進する有識者の会、GSEE の広がり～ 

米国サンタフェ研究所 教授 
州立カリフォルニア大学 複雑系研究所 教授 

  David Pines 氏 (通訳 松本 桂子 氏) 

本日は、GSEE の背景、ヴィジョン、アジアにおける展開について簡単に紹介する。ま

た、科学教育の在り方はもちろん、「科学に興味のない人」をどうやって教育するか、科学

の世界に引き込むかということについての見解も述べていきたい。 

1）GSEE 設立の背景 

科学リテラシーの習得は世界的な問題である。科学を学ぶことで、複数の専門分野に跨

る学術的な取り組みが可能になる。そして、科学リテラシーの習得を促進するうえでは、

科学者や技術者が国境や学術領域を超えて関わり合うことができるようになるためのグロ

ーバルなネットワークの構築が重要だ。そのようなネットワークを構築するためにＧＳＥ

Ｅは設立された。 

2）GSEE メンバー 

科学リテラシーへの問題意識をもつ、京都大学、サンタフェ研究所、中国の浙江大学な

どの 11 の団体が GSEE の設立母体となった。GSEE は拡大を続けており、米国の学術機関

や科学博物館、ウィーンの機関なども加わり、参加団体は 31 となった。13 年 10 月の京都

サミット後にさらに加入団体が増え、理系学力不足という世界共通の問題に一丸となって

対処していくことを期待したい。現在、GSEE には民間部門が参加していないので、特に

民間部門の方の参加を望む。科学リテラシーという問題に興味をもつ方であれば、誰でも

GSEE メンバーになることができる。 

3）GSEE の理念 

科学に関わる様々な年齢層の人が、科学教育にふれる機会を増やしたいと考えている。

GSEE の理念に共感し、一緒に科学リテラシーの問題に取り組むメンバーがいれば嬉しく

思う。また、現在のＧＳＥＥの傘下には、科学の専門家、科学を教える専門家も多くいる

ので、そういった人材を一緒に活用していきたい。GSEE の理念を実現していくために、

具体的には以下の 3つの柱を想定している。 

1 つ目は、スケールの変更が容易で持続可能なコンセプトに焦点を絞り、実際に実行可能

なことを進めていくということだ。そして、このような活動は地域単位で行うが、グロー
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バルな視野で進めていく。 

2 つ目は、科学者が専門分野の垣根を越えて意思疎通を図ることができ、スケールの変更

が自在で持続可能な先行事例の中から 良の方法を見つけ出すことができるよう、オンラ

インの「実験エンゲージメント（科学についての情報交換、意見交換の場）」を提供するこ

とだ。 

3 つ目は、科学者の持続的な参加を促し彼らの能力を 大限に活用するうえでの課題が何

かということを把握することだ。理数系の学力不足について世界全体で取り組んでいくた

めにも、まずは課題をしっかり認識したうえで解決に向けた努力を進めていく所存だ。 

4）GSEE の構成 

GSEE 京都をはじめ、いくつかのハブとなる拠点があり、その下にスポーク（支部）が

あるという構成をとっている。ハブの中でも特に中心となるのはシカゴ大学だ。 

5）GSEE 京都 

GSEE 京都では 30 人の参加者が予定されている。京都は日本で初めてＧＳＥＥ関係のコ

ンソーシアムが出来た拠点で、GSEE 京都では、これからどんな関与をしていくか、その

ために必要なことは何かということを情報交換する予定だ。具体的には、以下のようなこ

とについて議論する。 

・GSEE 京都をハブとした場合の、スポークとなる作業グループを具体化する。 

・将来的に予定しているアジア GSEE サミットについての計画を練る。 

・GSEE におけるコミュニケーショングループやグランドチャレンジ(詳細は 8.で後述)グ

ループについての報告とフィードバックを行う。 

6）アジア新設サミット 

GSEE が今後世界中に浸透していくうえでは、地域ごとにサミットを新設していくこと

が有効であろう。GSEE 京都では中国、香港、韓国、台湾、トルコを将来的に引っ張って

いくような科学者と、アジア地域にどのようなサミットを設けるか話し合う。 

尚、GSEE 京都に続き、GSEE 北京、香港、ソウル、台北、ムンバイ、イスタンブール

も予定している。各サミットでハブとスポークが構築されていき、地域単位で活動が活発

になっていってほしいと思う。活動を活発化するうえで重要なことは情報の共有であり、

反省点などを共有し意見交換を行えるようオンラインの実験エンゲージメントを立ち上げ

た。 

GSEE メンバーによる積極的な活用を期待したい。また、このようなサミットの運営に

あたって重要なことは、「行動するのは地域単位でも考え方はグローバルに」ということだ
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と思う。 

GSEE 京都で取り上げているトピックの 1つに「次の 10 年で何が出来るか？科学とどう

関わっていくか？」というものがある。私たちが「疑問、問題に思っていること」を単に

個人的な発想に終わらせず科学的な見解へと変えていくためには、科学教育と科学者の意

識を高めていくことが重要だ。新しい科学的見解は、国家の在り方やグローバルなプログ

ラムを創出するうえでも重要な鍵となるだろう。 

7）実験エンゲージメント 

GSEE がオンラインで提供する情報交換の場、「実験エンゲージメント」を積極的に活用

してほしい。実験の内容や結果だけではなく、理科の授業でこんな時に子どもたちの目が

輝いていた、子どもたちからこんな発言があった、というような日常的な出来事も書き込

んでほしい。お互いに情報を共有し合い意見交換を行うことで、問題点や課題が浮き彫り

となり、何が必要かということも見えてくるだろう。小学校や大学、企業など様々な場で

科学に関わっている人たちが関わり合い刺激し合うことは、科学リテラシーの改善にも寄

与するだろう。 

8）グランドチャレンジ 

科学リテラシーの向上にとって、長期的な視野で抜本的なイノベーション実現させるこ

とを意味する「グランドチャレンジ」が も重要である。グランドチャレンジの実現に何

が必要か考えたい。 

まずは、授業外の時間であっても科学教育に携わろうと科学者に思わせるために、国家

規模、グローバル規模での新しいプログラム構築が必要だ。 

また、前述の実験エンゲージメントのやりとりを見て、大学やその他の機関に資金を提

供したいという支援者が現れるかもしれない。たとえ資金を受けたプロジェクトが 3 ヵ月

で結果を出せなくても、3 年後、30 年後には何か変化があるかもしれない。グランドチャ

レンジに係る試みは、時間をかけて徐々にスケールアップしていくものだ。そして、どこ

にイノベーションのチャンスがあるか分からないので、グランドチャレンジを実現させる

ためには支援と資金の幅を広げることも大切だ。 

おそらく日本にも多くの成功例があるであろうが、小さなグループではうまくいかない

ことも、大きなグループになって協力し合うことで解決できることがある。大学の研究者、

学校の教育者、企業の研究者や技術者はそれぞれが個々に素晴らしい成果をあげているで

あろうが、お互いに協力し合うことでさらに大きな成果をあげることが出来るだろう。「フ

ロンティアラーニングセンター」はそのような協力関係の構築を目的としたネットワーク

である。 
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9）終わりに 

後に、私が夢に描いている「オンライン学習」がある。どの国においても、中等教育

の教育インフラと質が良くないという印象があり、特に中学校と高校でオンライン学習を

補助的に取り入れてほしいと考えている。オンラインで実験を行ったり、レポートを出し

たり、質問をしたりすることで、双方向の学習が可能となる。そして、オンラインでの学

習を通じ子どもたちや先生たちのコミュニティができ、その環が広がっていくことでさら

に大きな成果も期待できるだろう。オンラインの補助教材を正しく使うことができれば、

理数系教育の改善が期待できるし、コストパフォーマンスも良い。 

科学の本質は「事実を調べる」ということではない。グーグルを開けば容易に事実を調

べることができる。しかし、科学の探求は「概念が何か」を追及することである。子ども

たちが、科学の概念と、世の中の普遍性を学ぶことができるようなオンライン学習の普及

を期待したい。 

 

5.教育再生実行会議 第四次提言 
～「教育再生実行会議 第四次提言」について～ 

高崎経済大学 地域政策学部 地域政策学科 教授 
八木 秀次 氏 

1）第三次提言について 

平成 24 年 12 月に安倍内閣が発足した後、「教育を国家戦略の中に位置づける」という方

針の基に 25 年 1 月に教育再生実行会議が設置された。尚、「提言」は、15 名いる委員の議

論を集約したものではなく、産業界の要請や文部科学省の意見を取捨選択しながらまとめ

ていったものだ。提言を打ち出すにあたっては、有識者とも数多く面談し、視察も数多く

行った。また「実行」という言葉は、「議論する段階は既に終わっていて、すぐにでも動け

る体制である」ことを表している。では、教育再生実行会議が考える「これからの大学教

育等の在り方について（第三次提言）」説明する。 

・配布資料1「第三次提言」、「第三次提言 参考資料」に基づき、講師より説明。 

2）第四次提言について 

第三次提言が 5 月 31 日に発表されてから、第四次提言が 10 月 31 日に発表されるまで 5

ヵ月を要した。5ヵ月も間が空いたのは、視察をしっかり行い納得感のある提言を打ち出そ

うとしたためである。 

                                                  
1第三次提言 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/pdf/dai3_1.pdf 

同 参考資料 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/pdf/dai3_2.pdf 
第四次提言 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/pdf/dai4_1.pdf 
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第三次提言で大学教育を良くしようということを打ち出したが、大学が変わるのであれ

ばそれに伴って高校も変わらなければならないし、大学と高校の接続部分である大学入試

も変わらなければならない。第四次提言では、「高等学校教育と大学教育との接続・大学入

学者選抜の在り方について」述べている。 

・配布資料2「第四次提言」、「第四次提言 参考資料」に基づき、講師より説明。 

3）国立大学改革プランについて 

第 3次提言を受けて 11 月に文部科学省が発表した「国立大学プラン」では大胆でかなり

踏み込んだ内容までまとめられている。 

・配布資料3「国公立大学改革プラン」に基づき、講師より説明。 

4）質疑応答 

Q 横浜サイエンスフロンティア高等学校は既に卒業生を輩出しているのか。 

A 既に卒業した学生はいるが、まだ東京大学の合格者が数名というほどで、進学実績は目

指していたほど出せていない。 

Q 東京都が導入予定の 4・4・4 制（小中高の 12 年を 6・3・3 年ではなく基礎期、拡充期、

発展期の 4年ずつに分ける）では、途中から編入することはできるのか。 

A現行制度でいう小学校4年生から5年生に上がる時に若干名の追加募集をすると聞いて

いる。 

・埼玉県の私立で既に 4・4・4制を導入しているところがある。 

・国としても 6・3・3 制を見直す方向で動いている。すぐには全校的に導入する訳では

ないが、まずはいろんな形態を考えて試験的に導入していく予定。 

Q 達成度テストの発想は良いと思うが、1人の生徒がテストで受ける科目数が少なくなって

しまい、学習範囲を狭めてしまうことにならないのか。 

A 達成度テストでは受験科目を広めに設定する予定。例えば文系の学生であっても、理系

の科目で一定の点が求められるようになる。 

Q 報道では、達成度テストの導入で AO 入試や推薦入試で大学に入学する学生の学力の担保

も可能になるとされていた。一方で、「文系の学生も数学や理科を受けなければならない」

とは報道されていなかったように思う。 

A 報道のされ方の問題で、私たちとしては幅広い知識、学力を達成度テストの導入で確保

したいと考えている。また、「ゆとり教育の再来」という意見もあるようだが、そうで

はない。 

                                                  
2第四次提言 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/pdf/dai4_1.pdf 

同参考資料 www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/pdf/dai4_2.pdf 
3 国立大学改革プラン http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/houjin/1341970.htm 
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Q 達成度テストは。ある意味、フランスの「バカロレア」に似ているようなものか。 

A イメージとしては、達成度テストとバカロレアは似ている。 

Q 米国の大学のように、学部の段階では専門的なことではなく教養に特化するべきだという

ことだが、誤解があるように思う。米国の大学では学部 3 年生から専門的なことを教え

始めている。リベラルアーツは確かに重要だが、学部の 3～4年生は専門的なことを学ぶ

べきではないか。 

A 私たちが想定しているのは秋田の国際教養大学のような教育。主専攻、副専攻という形

などである程度は専門性を持たせながらも、学生が幅広く大学で学べるようにしたい。 

Q 東北大の理工系の学部で AO 入試を経て入学した学生（定員の 10％）が入学後も卒業後も

活躍しており、他の大学も追随すべきだということだが、将来的には 100％AO 入試に変

えてしまうのか。 

A 当然、AO 入試で全学生を選抜することはできないし、想定もしていない。 

Q 東北大学の AO 入試が成功しているのは、「AO 入試そのものが選抜方法としてより優れて

いるから」ではないように思う。東北大学の AO 入試の場合は、学力試験も併用して学力

も担保できているので、「AO 入試で選抜しても、一般入試に劣らない質の学生を確保でき

る」ということのように思う。 

A 東北大学では、「 初から東北大学を第一志望にしていて、大学で学びたい内容が明確

で、学ぶ意欲もスキルもある」という学生が AO 入試で確保できている。東北大学が成

功しているのなら、東京大学などの他の大学でもできるのではないかと考えている。 

Q 東北大学の成功要因には「地域性」も絡んでいるように思う。東京に出て来ることができ

ない学生を AO 入試で確保している、という話を聞いたことがある。東北大学で成功して

いるからといって東京大学で導入するのは無理があるのではないか。 

A 終的に AO 入試を導入するかというのは各大学が決めることだが、少なくとも文部科

学省は東北大学の成功例にはかなり注目しているように思う。他にも、東北大は

「Science Angel」という理工系の女子大学院生を 50 名選抜し、彼女たちが東北や北

関東の高校で出前の講義を行っている。そして出前講義を通じて、所謂「リケジョ（理

系女子）」を獲得することに成功している。 

Q 改革を行う国立大学には財政的な支援を積極的に行うということだが、「改革についてい

けない大学」は支援が得られず淘汰されてしまうのではないか。 

A 少子化が進み大学で学ぶ学生数が減るので、優秀な外国人学生や社会人の学び直しで足

りない分を補う必要があると考えている。 終的には、大学の適正規模への統廃合も

視野に入れている。 

Q 私立大学も「国立大学改革プラン」に追従するのか。 

A 私立大学の場合は「建学の理念」があるので、学生を自由に教育するべきだという意見

もあるかもしれないが、私学助成という形で税金が投入されている。個人的な意見にな
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るが、私立大学についても 終的には適正規模への統廃合を目指していると思う。（講師） 

Q 国立大学に比べ圧倒的に数も多く多様な私立大学が、国立大学と同じ改革に従うべきかど

うかは、まだ正式には決定していないのか。 

A 私立大学は国立大学よりも多種多様なので、画一的な対策は取られないと思う。例えば、

職業人を養成するタイプの私立大学は、ある程度現行の教育を機能させるだろう。問

題は、「専門の学部の名前を名乗りつつ専門家を養成していない大学」だ。このような

大学は、教養学部に改組し統廃合されていくと思う。 

Q 国立大学の内部機構やシステムを変えていこうという様々な提案が行われているが、これ

は条例などの法律で規制するのか。それとも、大学側のボード決定も必要というように

するのか。 

A 国立、私立、公立問わず大学全て学校教育法の規定があり、その部分を変更する予定。 

学校教育法の 93 条で、大学の重要事項については「教授会」で審議すると規定されて

いるが、この教授会が事実上、人事的な決定権を持つことによって大学改革が大幅に

遅れてきた。例えば、大学の経営者が「このような学生を入学させ、育てたい」と意

見を言っても、教授会で否決されることが多かったり、なかなか産業界の旬な意見を

大学が取り入れることができなかったりしていたという経緯がある。また、今の教授

会は事実上「労働組合」に過ぎない。労働組合が人事権を持っているような会社は必

ずつぶれる。 

・来年の国会で学校教育法を改正する予定だが、「教授会で審議すべき重要事項を限定す

る」ことで、経営者にとっても経営戦略が取りやすくなる。 

Q 現行の学校教育法でも、重要な事項については教授会で「審議する」となっているだけで、

「決定する」とはなっていない。教授会の影響力を抑えることで本当に改革がしやすくな

ると言えるのか。 

A 学校教育法の規定に「重要な事項」については「教授会」で「審議する」とあるものの、

重要事項が何を指すのかは明確に書かれていない。しかし、これまでの変遷の中で、

人事やカリキュラム編成が「重要事項」に該当すると想定される。 

・提言には「ガバナンスの強化」としか書いておらず、教授会の権限をどうするかとい

うことについても抽象的にしか書いていない。また、現行の学校教育法上においても、

「教授会」が学部教授会なのか全学教授会なのか明確ではない。しかし、過去の例を

見ると事実上の決定権限は学部教授会にあると考えられ、このような強固な学部自治

が大学改革の阻害要因となっていた。 

Q 日本の場合は国公立大学も私学も、大規模だったり歴史があったりするところはみな学部

側が運営主体。大学のガバナンスの件で、これからの改革主体は専ら学長と執行部とな

っている。そこを「学部研究環の運営」のようなもっとイノベーティブなカルチャーに

変えるという議論はなかったのか。 
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A そういった視点からは議論していないが、現在、全体としてのガバナンスが効いてない

原因の 1つは教授会だと認識しており、変えていく必要がある。 

Q 産業界への働きかけや、産業界を理解するというのは、文部科学省が行っているのか。 

A どのセクションが窓口になっているのかは分からないが、教育再生実行会議にも産業界

のメンバーがおり（三菱重工の佃会長など）、産業界からの要請も織り込んでいる。今

般大学教育改革を行った背景には、当然産業界からの要請があったということもある。 

Q 教育や人材に関する企業側の意見、例えば経団連などの提言は参考にしているのか。 

A 産業界からの提言や声明も踏まえている。因みに、経団連の提言は教育再生実行会議の

メンバーにも配付され、読むよう促された。 

Q 到達度テストを導入するという案は誰から出されたのか。 

A 初に到達度テストを改革案に挙げたのは自民党。但し、個人的には自民党が作った原

案が良い制度だとは思えなかった。原案では、センター試験から今の案でいう到達度

テスト「基礎」のレベルの試験に変えるとされていた。その後の議論で、「基礎」だけ

では高校生の学力を担保するテストとして不十分だということになり、到達度テスト

「発展」も設けることになった。また、当初事務局が作成した案では「希望者のみ」

が受験するとされていた。私から、「一部が受験するのでは意味がない、全員受験すべ

きだ」と意見し、高校生全員が受験することとなった。尚、事務局は内閣官房にある

教育再生実行会議担当室のことで、そのメンバーは文部科学省出身の役人。 

Q AO 入試、指定校推薦入試、面接、丁寧な入試を推進するというのに対して、反対意見も

挙がったと聞いているがどうなのか。 

A 確かに学力試験一発勝負の方が公平だという見方もあるが、個人的な感覚としては関係

者の中で大筋合意が得られているように思う。これからの社会で求められるのは、学力

試験一発勝負に強い力ではなく、もう少し多様な能力。例えば、会社で新入社員を採用

する時には、一発の学力試験で決めているのではなく複数回面接も行って丁寧に選抜し

ている。大学入試においても、丁寧に選抜を行った方が、これからの社会で活躍する人

材を獲得できると思う。 

Q 東工大では、付属の高校を対象に、学力よりも面接を主体とした「丁寧な」入学者選抜も

行っている。定員 10 名に対して応募者が 50 名おり、教員 20 名が 3 日間かけて選抜を行

っている。つまり 1定員あたり 6人/日（教員 20 名×3日÷定員 10 名）の事務コストをか

けている。もう少し簡単な選抜を行うとして、仮に事務コストが 4 人/日レベルなら、入

学者全員をこの方法で選抜するのに 6,000 人必要ということになる。そのくらい丁寧に選

抜しなければ、「なぜこの学生を入学させたのか」客観的合理的な理由がつかない。丁寧

な選抜を導入するのなら、徹底的に丁寧に実施しなければならないし、それができないの

なら点数（学力試験）で選抜した方が良い。教育再生実行会議では、「丁寧な入試」をど

の程度適用すべきと考えているのか。 
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A 個々の大学によってどの程度の割合の学生を「丁寧な入試」で選抜するかは異なるだろ

うが、大学入学者選抜の好事例として挙げた東北大学では定員の 10％を「丁寧な入試」

で選抜している。おそらく 10％程度を想定しているのだろうと思う。 

○東工大では、学力試験で選抜した学生と、面接重視で選抜した学生との間にどのような

違いがあるのか。 

・能力的な面はほとんど変わらない。論文の出来や進学率もほぼ同じくらい。但し、キ

ャラクターが異なっている。面接重視で選抜した学生は、例えば「前向きな人物か」

などパーソナリティも見ているので、そういった人材が求められるところでは活躍し

ている。一方で、必ずしも学究的で学術を深めるのが好きというタイプでもないので、

研究職を選ぶ人は少ない。今のところ学力試験で選抜した学生と、面接重視で選抜し

た学生の間に能力的な差がないので、現場の教員も「面接重視でもこのくらい丁寧に

選抜すれば問題ない」と納得しているが、現状よりも簡略化してしまうと混乱が生じ

る可能性がある。匙加減が難しい。 

A「丁寧な入試」を行うにあたっては企業の OB・OG も面接を行うという案がある。これ

は、産業界出身の委員から出た案で、特に理工系の大学で取り入れたい。 

○東工大の面接重視の入試では、学生の学力をどうやって担保しているのか。 

・基本的に付属の高校から 10 名選抜しているが、2 泊 3 日でアクティブラーニングなど

を課し、その様子を観察して選抜している。その他に高校の実力テストもチェックして

いるが、ウェイトが低い。 

○1人の高校生を何人の先生が審査しているのか。 

・50 名ほどの高校生を 5～6人から成るグループに分けて、1グループを複数の教員が見

るようにしている。したがって、1人の高校生の評価が 1人の教員によって決まるわけ

ではない。また、志願者への課題も 6 つあり、教員が入れ代わり立ち代わり評価して

いる。面接一発で評価するのは難しい。 

A 大学の教員は人を見る目がないので、面接官としてふさわしくないという意見もあるよ

うだ。 

・大人を面接で評価することすら難しいので、まだ人格形成過程にある 18 歳の将来性を

評価するというのは至難の業だろう。 

Q 到達度テストについて、「発展レベル」では「段階別に評価を行う」とされている。「基礎

レベル」では段階別の評価は行わないのか。 

A 基礎レベルでは段階別の評価ではなく合格か不合格かをつける。大学に進学できるだけ

のレベルの学力を確保する、文系（理系）でも理系（文系）の科目で一定の学力を身

につけるようにする、AO や推薦入試で選抜する場合でも学力不問としないようにする、

といったことのために活用してほしいと考えている。 

Q 早稲田大学のような何万人も学生がいるような大規模な大学では膨大な事務コストがか
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かるが、「丁寧な入試」の導入は可能なのか。 

A 私立大学は既に多様な入試形態を取り入れている。全員は無理でも、人数を絞れば「丁

寧な入試」ができるはずだ。例えば慶應義塾大学の SFC でも、AO 入試で入ってきた学

生と一般入試で入ってきた学生の追跡調査は今のところ行っていないそうだが、丁寧

な入試を導入できている。 

・慶應義塾大学の SFC の AO 入試は、論文、面接、内申書という単純でシステム的な手法

をとっており、個人的には「丁寧な入試」とは言えないと思う。東工大が行っているよ

うな AO 入試とは雲泥の差がある。 

Q 到達度テストなど、大学の入試問題をどうするかに関しては、どのようなところにヒアリ

ングを行ったのか。 

A 大学や大学入試センターでヒアリングを行った。大学入試センターでは現状についての

話を細かくうかがった。尚、大学入試センターでのヒアリングには下村文部科学大臣

も参加されていた。マスコミが「自民党がセンター試験を廃止する」という報じ方を

したので、「大学入試センターも廃止される」と誤解している人もいた。私たちとして

は、大学入試センターのノウハウを活用しつつ、高校生の基礎学力が担保でき、現在

のセンター試験をもっと機能する形に進化させることを目指している。 

Q 到達度テストの発展レベルでは段階的な評価を行うということだが、優秀な学生が多く進

学するような大学では、志望者全員が一番上の群という事態が起こり得る。人気のある

大学は独自の学力考査を課して、志望者を絞ったうえでないと、「丁寧な入試」が出来な

いのではないか。 

A 第四次提言は二次試験を否定しているわけではない。大学独自の二次試験を行うのも良

いし、面接で選抜しても良い。多様な入試を行い、その大学にとって「本当に来てほ

しい学生」を丁寧に選べればよい。 

・個人的に「丁寧な入試」だと思うのは記述式の試験。各大学がもっと記述式の試験を

導入すれば良いし、規模が大きいので難しいかもしれないが到達度テストも記述式で

行えばより丁寧な試験になると思う。 

・数学に限った話だが、ある大学ではセンター試験と大学独自で行っている二次試験の

間にほとんど相関がない。英語の場合はある程度の相関があったのでセンター試験と

二次試験両方実施する必要はないのかもしれないが、少なくとも数学に関してはセン

ター試験で測っている学力と記述式の二次試験で測っている学力は異なる性質のもの

なのだろう。記述式試験を課さないで数学の学力を担保するのは難しいと思う。 

・AO 入試や推薦入試であっても、面接のみではなく（教科に係る）論文や記述式試験を

課すと良いのかもしれない。 

Q 第四次提言を読むと、会社の採用に近い入試を目指しているように思える。入試面接の内

容や、教科ごとにどういった入試を行うべきか、といったことは議論されているのか。 
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A 具体的な内容はまだ議論していない。但し、文部科学省の国立大学改革プランのように、

突然話が急に進んでいるということは起こり得る。因みに制度設計は中教審が行う予

定。 

Q 一部の報道で「文部科学省念願の大学教育改革」と言われているが、やはり文部科学省の

思い入れが相当強いのか。 

A 文部科学省がずっと進めたいと思ってきた大学教育改革を、漸く実現するチャンスが訪

れたという意味で「念願」というのは確かにある。素案からもその意気込みが見て取れ

る。 

・東京大学では、教員の給与はある程度実力重視になってきているように思う。他の大学

に引き抜かれる教員もいるし、様々な機関から給与をもらい、総長よりも給料が高いと

いう教員もいる。一方で、入試の多様化については遅れており、漸く平成 28 年度から後

期入試で推薦入試を取り入れる予定だ。 

・大学側としては、国立大学運営費交付金や施設整備補助金で運営している間は抜本的な

改革ができないように思う。まずは、予算の面から柔軟に変わっていく必要があると思

う。また、第三次提言では、全学的な共通インフラや教育・研究支援人材確保のための

経費である間接経費の比率を 30％措置するよう「努める」と弱気な表現になっているの

も気がかり。大学側に変わってほしいと言う前に、まずは行政自身が変わってほしい。 

・国立大学改革プランによると、国立大学運営費交付金の配分はだいぶドラスティックに

見直すようだ。 

Q この部会でも議論されたことだが、 近の学生はとにかく勉強をしない。卒業に必要な単

位を揃えれば良いと思っている。教育再生実行会議では、質、公平性、学校運営の在り

方は議論されているようだが、そもそも「もっと学生に勉強させるべき」という議論は

なかったのか。 

A 当然そういった意見はたくさん出た。私たちは、大学が高等「教育」機関としての様相

を取り戻すべきだという意識を強くもっている。まずはほぼ全ての大学教員が自分の

ことを「研究者」だと思っていて「教育者」だとは思っていないことに問題がある。 

・24 年 8 月に、中教審が「学生の授業時間を増やさなければならない」という答申を出

している。日本の大学生の学習時間が海外の学生に比べて圧倒的に少なく、1週間の学

習時間がゼロという学生が大勢いるということに、教育再生実行会議が設立される以

前から警鐘を鳴らす人もいた。 

・第三次提言の参考資料の「学生の学修時間の日米比較及び各大学における学習環境整

備の例」というところにも日本の大学生の学習時間が少ないという情報がある。提言

もこの情報を踏まえたうえで作成している。因みに、先般決定した「就職活動時期を

遅らせる」というのも、学習時間を増やすことがねらいだと思う。冒頭に述べたとお

り議論も実態把握も充分これまで行ってきたので、提言を機に後は実行に移すだけだ。 
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Q この部会では、「高校での物理履修率が低いこと」、「各企業の若手技術系人材の基礎学力

が低いのではないか」ということに問題意識をもっていて、「もっと高校生や大学生に勉

強させる環境づくりが必要だ」という議論をしてきた。教育再生実行会議では、そのよ

うな「学生に勉強させる工夫」についてはどのような議論がなされているのか。 

A 高校生の学習を促すために「到達度テスト基礎」を導入した。教育再生実行会議でも、

高校生が大学入試しか見ておらず入試に必要な科目しか勉強しないことが問題視され

ていた。勉強する科目を絞ってしまうと、長い人生で必要な知識や教養が身につかな

いので、 低限身に着けてほしい学力を到達度テスト基礎で担保できるようにした。 

Q 現在、文系の私立大学では数学や理科を避けて入試に臨むことができるところも多い。到

達度テストで文系の学生も理科や数学を学ばなければならないとなると、劇的な改革と

なる。高校教育や大学入試を根本から変えることになるが、そこまでの覚悟はあるのか。 

A 議論の中では根本的に高校教育、大学教育を変えていくということになっている。私立

大学については「うちは学力不問」というようなところも出てくるだろう。学力のい

らない学生を入学させて育てているような私立大学に対しては、私学助成金などで調

整するべきだという意見もあった。本当に財政的な支援を調整することで、そのよう

な私立大学が学力を重視するようになるのかは分からないし、実行するにしてもどの

程度の匙加減で行うかはまだ分からない。 

A 何れにせよ、高校生の学力を底上げしていく、文系理系に関係なく基礎的な学力を身に

着けてほしいというのが、私たち共通のねらい。 

Q 到達度テストの導入は高校生や大学生の学力の底上げになると思う。一方で産業界は、イ

ノベーションに貢献できるような優秀な理系人材を欲している。ところが、現状は技術

系人材の学力、特に物理の学力が低いということが問題となっている。「文系でも物理を

学ばなければならない」というのは良いが、将来的に日本を引っ張るような優秀な人材

をさらに伸ばすための教育改革は何か予定しているのか。 

A 教育再生実行会議では大きな方向性を示すことが責務で、トップ層をどう伸ばしていく

かという具体的な議論はまだ進んでいない。具体的で細かい制度設計については中教

審がこれから詰めていくだろう。 

・提言の中で「SSH の数を増やす」と「高校を特色別に分ける」というのが矛盾しているよ

うに思う。SSH は生徒全員が理数科という訳ではなく、少数の学生がプロジェクト形式で

理数系の科目を重点的に勉強している。高校を特色別に分けて、「理数科高校」ができれ

ば SSH は不要になる。 

・15 歳（中学 3 年生）で自分の進路を決めるのは難しいのではないか。また、特定の科目

を重点的に勉強してばかりいると、偏った人間が育つ懸念もある。 

Q 確かに普通科をゼロにしてしまうと、人生の選択の幅を狭めてしまったり偏った人間が育

ってしまったりする可能性もあるが、現在、理数系の科目を重点的に学べる学校が少な
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すぎる。マジョリティは普通科でも、専門的なことを早くから学べる高校も一定数は必

要だと思う。 

A 文部科学省も教育再生実行会議も「多様性」をキーワードにしている。理数科の高校を

増やす、職業高校をもっとレベルアップさせて大学との接続を図る（戦前の高等商業

や高等工業のようなイメージ）、既にある程度進んでいるが高専から大学への編入を促

す、など様々なコースを用意してその中で選択していけると良い。 

Q「グローバルリーダーを志向した教育」を高校で行うということだが、大学ではさらに高

次元の、「世界と渡り合える人材」を育てなければならない。理工系の人材のレベルが落

ちたといっても社会で一定の役割を果たせているが、文系の場合、正直「無用の長物」

で状況はもっと悪い。理工系の大学生については提言内で多く言及されており具体的な

話も進みつつあるようだが、文系の大学生はどう育てていくつもりなのか。 

A 大学での国際化教育は既に動いている。26 年度からグローバル大学事業で 156 億円、

平成 24 年度から取り組んでいるグローバル人材育成推進事業で 42 億円の予算が組ま

れる予定である。グローバル人材育成事業ではタイプ Aの全額推進型で 11 校、タイプ

B の特色型で 31 校認定している。こうした事業での成功例を、他の大学にも広げてい

く予定。 

Q「日本人がたくさん海外に留学して海外からもたくさん留学生を受け入れる」という人事

的な交流の強化はある意味手っ取り早い「大学の国際化」だと思う。一方で時間のかか

る「今日本の大学にいる大学教員による国際化教育の改善」はどうするのか。 

A 日本国内で日本の大学教員が行う国際化教育については、まずは少数精鋭で進めていく。

例えば、秋田県の国際教養大学は 1 学年定員 180 名の少人数を徹底的に鍛えている。

この大学には、秋田県が相当予算をかけているようだが、県外から進学することも可

能。その他、東工大大学院での国際化教育や京都大学の合宿型の国際化教育など、既

に多くの大学が国内での国際化教育に取り組み成功例を挙げている。このような先進

的な取り組みが近年増えてきている。いくつかの大学で先行的に導入した教育手法を

他の大学にも展開していくのだろう。 

・「国際化」というと、教養や語学を身につければ良いというイメージが先行しているよう

に思う。理工系でも法学、経済でも何でもよいがともかくまずは専門をしっかり身につ

け、そのうえで世界に出て行けばいいと思う。教養ばかりが重視されていることに大学

側としては危機感を持っている。 

・秋田の国際教養大学はまだ教養重視の段階だが、東京大学などのトップ大学にこそ「専

門を身につけたうえでの国際人」の育成をしてほしい。 

Q 第四次提言で「高校の段階から総合力を身につける」といった主旨のことが書かれていた

が、個人的には高校生のうちに総合力を身につけるというのはまだ早いように思う。世

界を牽引できるレベルのジェネラリストになるには、まずはスペシャリストになるべき。
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スペシャリストとして一人前になったうえで、より高次元のジェネラリストを目指せば

良いと思う。大学の学部でジェネラリストを育てようとしてなかなかうまくいかないの

は、スペシャリストの素養がしっかり育っていないからではないか。 

Q 提言には教養の教育という言葉がよく出てくるが、教養という言葉が一人歩きしていて、

何をもって「教養」と呼ぶのかが見えない。「教養」で何を身に付けさせたいのか。 

A 現状ではほとんどの大学が専門性を追求する大学だ。大学や大学院を卒業した後、多く

の人は社会に出てビジネスマンになる訳だが、社会が専門的なことを勉強した人ばか

りを必要としているとは思えないので、大学を類型化するべき。18 歳の 52％が 4年制

大学に進学している中、例えば経済学部を出て経済に関する仕事をする人はごく僅か

しかいないので、経済のことだけではなくもっと幅広い「教養」を学んでおいた方が

将来的に役立つ。もちろん、教養を学んでいくうちにさらに専門性を追求したくなる

人もいると思うので、そのような人は大学院に進学したり専門職に就いたりすれば良

い。 

・私自身が大学生だったときには「教養はつまらない、役に立たない」と思っていたが、

嫌々ながらも学んだことが人生のどこかで役に立つことはある。「教養」は「文系理系

問わず広く学ぶこと」だ。教養を無理やり 1つの科目として定義することはできない。 

・教育について議論している大学教員（研究者）で、自分自身で教養を教えたことのあ

る人は少ない。幻想やイメージでしか教養を語れないので問題。「教養」は実体がない

ようなものなので、「文系の学生も理系の分野を勉強する」、「理系の学生も文系の分野

を勉強する」と具体的に表現した方が分かりやすい。 

・個人的には教養という呼び名より「リベラルアーツ」の方が良いと思う。リベラルア

ーツの元々の意味は、奴隷のような労働者階級から離れるための学問としての常識で

ある。今求められている、より高次元の教養とは「スペシャリスト、専門の区切りか

ら解かれるための学問としての知識」のことだ。具体例を挙げるなら、機械工学を専

攻している場合、電気電子などのより広い工学を学んだり、経済学を学んだりして、

幅広く知識を身につけたうえでジェネラリストになるといったことが考えられる。文

学を専攻している人でも、工学を学んで幅広く世の中を知ったうえでジェネラリスト

になれば、どこかで役に立つかもしれない。 

・おそらく、視野が狭くなったり頭が固くなったりせずに、頭と心を柔らかくしていろ

んなものを見ることができるような構えを保持することが大切。確かにまずはスペシ

ャリストを目指すべきかもしれないが、特に理工系では専門的なことを詰め込み過ぎ

てしまうと視野狭窄人間が育ってしまう。文系の良いところは、学生にとって「大学

の教員の影が薄い」ところ。文系の学生は自由なので、頭も柔らかい。一方、理工系

の学生は共通のカリキュラムで画一的に学んでおり広い世界を見ていないので、自分

たちが研究室でやっていることが社会に出てそのまま通用すると思い込んでいる。社

会では文系理系問わず、社会にアンテナを張って社会と関わっていくことが求められ
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ている。しかし、理工系の学生はその力が弱い傾向にある。 

・東工大では視野を広げるために、例えば基礎物理を専攻している学生に企業経営につ

いて学ばせたりしている。パーソナリティが完全に固まってしまう前に、どこかで回

路を広げてあげる必要がある。 

・「広く学ぶと、それなりに良いことがある（ベネフィットがある）」と思う。発想やき

っかけという面で役に立つ。 

・東大でも「文系の学生に理系の講義を受けさせる」、「理系の学生に文系の講義を受け

させる」という取組を始めているが、文系の学生に理系のことを教えるのは難しい。

理系の学問はステップを踏んで積み上げていくもの。例えば数学を学んで、線形代数

を学んで、熱力学を学ぶというようなステップを踏まなければならないので、いきな

り大学院で教えているような複雑な熱力学を教えることはできない。特に、文系の学

生に理系の学問を教える場合には、どのレベルをどういう人を対象に教えるのか前も

って議論しておかなければならない。 

・京都大学でもリーディング大学院で文理融合型の教育を行っているが、文系と理系に

分かれて長い間学んできた人達を一緒に教えるのは無理がある。文理融合型の教育を

するのなら、中等教育からそれにつながる教育を始めるべき。 

・東工大は一橋大学と学術交流を行っており、文理一緒に授業を受けさせている。一橋

大学の学生に具体的に何を教えているかというと、線形代数や熱力学などの難しいこ

とではなく、「理工系の人はどんな考え方をしていて、何をきっかけにどんなアイデア

を出しているのか」ということを共有するようにしている。 

・そういった適切な新しい講義を用意できる教員がいる大学は良いが、既存のカリキュ

ラムの範囲で文理一緒に教えようとすると無理がある。 

・「理系学生向けに教えている講義を文理融合型にアレンジして教えて下さい」と言って

も、多くの大学教員には出来ないだろう。また、本当に大学の教員に講義の内容、教

え方のアレンジを依頼するのであれば、ファカルティディベロップメントなどで適切

に評価していく必要がある。 

・第三次提言や第四次提言では高校教育、大学入試、大学教育についてはよく議論がな

されているが、「大学を卒業するときの学力の質をどう確保するか」という論点が抜け

落ちているように思う。大学を類型化するということは、それぞれの大学が排出すべ

き人材像もあるはず。大学の出口の段階、社会の入口の段階でも学生をしっかり評価

する必要がある。 

Q 大学を卒業するときに卒業試験を課すというような構想は挙がらなかったのか。 

A 学生が社会に出るときの学力を担保しなければならないという点も踏まえて議論して

はいるが、卒業試験を課すべきだというような具体的な話は挙がらなかった。 

・OECD が行っている学習到達度テストのような、国際基準の試験を日本の大学でも設け

ようとしているという話を聞いたことがある。 
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・単に国際比較を行うためのアセスメントとしての試験では意味がない。英国では、大

学卒業時に卒業試験が課され（エクスターナル・イグザム・システム）、他の大学が採

点を行っている。卒業試験の成績は、就職にも影響を及ぼす。日本でも一部の医学部

で同じような制度を導入しているようだが、他の日本の大学も英国と同じくらい卒業

認定を厳しくするべきだ。 

A 小中高校には学習指導要領があるが、大学にはない。「大学のこの学部ではこのような

内容を教えなければならない」という参照基準を設けるべき、ということも提言で明

言はされていないが想定されているように思う。 

・大学教育の参照基準を国などの外から決めてしまうのは難しい。大学が自分で「うち

の大学はこういう教育方針で、卒業するまでにここまでは育てる」などと設定し、必

要があればその要件を卒業生が満たしているか外部の機関にチェックしてもらえば良

い。 

・大学の出口をどうするかについては、第三次提言の「3.学生を鍛え上げ社会に送り出

す教育機能を強化する」というところに記載がある。但し、この論点は新しい内容と

いうよりも既に中教審で議論されてきたことをまとめているだけのようにも思える。 

A この箇所では、金沢工業大学の教育を参考にしている。 

・第三次提言に大学がどのような教育を行うべきかがまとめられているが、世界トップレ

ベルを目指す大学と地域に貢献する人材を養成する大学では異なる教育をしなければな

らない。大学のレベルや国立私立公立問わず一緒くたに一般論として方向性を示すのは

おかしい。 

・ある大学で行っているのと同じ講義を他の大学で行ったところで機能するわけがない。

それぞれの大学ごとにカリキュラムを考えなければならないと思う。 
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第 3章 海外調査 

1.訪独調査について 

1）目的 

ドイツの科学技術教育の実態について、教育機関・業界団体・協力企業を訪問調査することにより、

理数系離れ、電気・機械学離れ、製造業離れに対する諸施策の実情と工夫した点、好事例などの情報

を収集する。特に MINT プロジェクト、および THINK ING 等の MINT 関連施策の実態を把握する。もっ

て我が国理数系教育見直しの参考に資することとする。 

 

2）調査日程 

H25.10.20~ H25.10.26 

 

日程 午前 午後 

2013 年 10 月 20 日

（日） 
東京成田発 フランクフルト泊 

2013 年 10 月 21 日

（月） 

VDMA 

（German Engineering Federation）

Dr. Norbert Völker 10：00～13:00 
VDMA Bildung 

Lyoner Straße 18 

60528 Frankfurt  
www.vdma.org 

ZVEI（Zentralverband Elektrotechnik- 

und Elektronikindustrie） 

Dr. Bernhard Diegner  13.30～
16:00 

eiter der Abt. Forschung, 

Berufsbildung, Fertigungstechnik 

e.V.Lyoner Str.9 Voice 

http://www.zvei.org 

Mr.Marius Riegner 

2013 年 10 月 22 日

（火） 

Samson.AG.(VDMA 加盟企業) 

Mrs. Plaum. 

Herr.Kochen,Herr.Vetter 9:00~11:30
 SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT 

MESS- UND REGELTECHNIK 

Weismüllerstraße 3 

60314 Frankfurt am Main 

フランクフルトからベルリンへ移動 

2013 年 10 月 23 日

（水） 

DPG（Deutsche Physikalische 

Gesellschaft e.） 

(Mrs.)Dr. Anja Metzelthin 10:00 
Deutsche Physikalische Gesellschaft e. V. 

“Magnus-Haus Berlin” 

Am Kupfergraben 7 

10117 Berlin 

www.dpg-physik.de 

Lise-Meitner-Schule  
(MINT-EC school)  

Headmaster : Mrs. Petra 
Christiansen  
Rudower Str. 184  

12351 Berlin (Neukölln)  
www.lise.be.schule.de 
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www.magnus-haus-berlin.de

2013 年 10 月 24 日

（木） 

Gesamtmetall 

Mr.Wolfgang Gollub 10:00~14:00 

Head of Department  

Recruitment / think ING 

Voßstraße 16, 10117 Berlin  

Leipziger Platz 15  10117 Berlin  
 (Anreise: http://bit.ly/GM_Berlin)  

 

2013 年 10 月 25 日

（金） 
ベルリンからフランクフルト経由東京へ 

2013 年 10 月 26 日

（土） 
東京着 

 

3）調査対象概要 

（1）VDMA 

（Verband Deutscher Maschinen-und Anlagenbau e.V.） 

○英語名：German Engineering Federation 

ドイツ機械工業連盟：欧州で最も大きな生産財関係の工業会から成る連合体で 100 年余の歴史が

あり、ドイツの機械及びプラントメーカー 約 3,000 社が加盟し、39 の工業会で構成される。 

○日本代表事務所 

 〒164-0003 東京都中野区東中野 1-51-3-501 

電話 （０３）３３６３－６６３２ FAX  （０３）３３６３－７５８２ 

E-Mail：info@vdma-japan.com 

 

会員数 3,100 社以上(主に中小規模の企業) 

売上高 2,070 億ユーロ(うち２／３が輸出) 

従業員数 971 千人 

機械工業の範囲 部品からプラントまで全サプライチェーンをカバー

特徴 

欧州で最大、最重要の産業団体の一つ 

ドイツ最大の産業、最大の従業員数を抱える 

キーテクノロジーの一つで経済の力強いエンジンを担う産業 

●面談者：VDMA Competency Center 

Educational policy  Dr. Norbert Völker 
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（2）ZVEI 

（Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie） 

○ドイツ電気電子工業会 

英語名：the German Electrical and Electronic Manufacturers' Association） 

○本部：Frankfurt  

○創立：1918 年 

会員数 1.600 社 (2012 年末) 

従業員数 ドイツ人：842 千人 

海外企業による雇用者数：６６５千人 

売上高 1700 億ユーロ 

R&D&I 支出 140 億ユーロ 

特徴 ZVEI は売上高と従業員数において 

斯業のおよそ全体の８割をカバー 

○HP: www.zvei.or 

 

●面談者：Dr. Bernhard Diegner  (研究、人的資源開発、生産工学部長) 

Head of Department (Leiter der Abteilung) 

Research Human Resources Development, Production Engineering  

（Forschung, Berufsbilding, Fertigungstechnik） 

Mr.Marius Riegner  (研究、人的資源開発、生産工学部) 

Research Human Resources Development, Production Engineering 

Dept. 

（Abteilung Forschung, Berufsbilding, Fertigungstechnik） 

 

（3）Samson.AG.  

（SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT） 

○住所 フランクフルト市のマイン河沿い、135 千ｍ２ 

創業 1916 年 

従業員数 3,400 人以上(含む職業訓練生) 

製品 多種多様のバルブ製品 

 

製造の特徴 コスト削減・環境負荷低減・生産効率と品質信頼度の 大化による
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製造革新の追及 

品質保証体制 ISO 9000-9004(1990 年に導入)、スペクトル解析、超音波などのほ

か 終テストでは Samson と子会社の Samsomatic が開発したコ

ンピュータ制御テストリグが使用されている。 

○グループの売上高推移(単位：百万ユーロ) 

 

●面談者：以下の三人が社内の案内役 

Mrs.Plaum:人事総務担当、見学スケジュール立案、社内案内 

Mr.Kochen：現在パートタイムで勤務、当社社員のまま FH(応用科学大学)に通学

中、社内案内 

Mr.Vetter ：現在パートタイムで勤務、当社社員のまま FH(応用科学大学)に通学

中、社内案内 

 

（4）DPG e.V. ドイツ物理学会 

(Deutsche Physikalische Gesellschaft e.V） 

英語名 German Physical Society 

ドイツ物理学会 

特徴 ・会員数 62 千人以上(平均年齢 35 歳)を擁するこの種の団体としては 

世界 古、 大の専門家集団 

創立 ・1845 年創立の非営利団体 

目的 ・純粋・応用物理学の分野でドイツ在住の物理学を学ぶものの親睦を図

り、メンバー間・外国の同僚との意見(知識)交換を支援すること 

・その対象は科学から政治、公共の問題までカバーされ、物理学に対す

る好奇心や探究心のある人すべてに門戸が開かれている 

重点 ・物理学教育の科学的成果と機会と政策的助言を推進すること 
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従事者 ・理事会メンバーは名誉職、常勤職員は 17 名 

●面談者：Dr.Ania Metzethin 

Assistant to the executive board 

専攻化学 

（5）Lise Meitner school of science Berlin 

●面談者 

校長：Ms.Petra Christiansen 

○当校の HP 

http://www.lise.be.schule.de/ 

○当校の概要 

創立 1979 年 

Gesamtmetall の中の組織である MINT-EC によって選定された MINT Excellent 

high school の一つ。科学の実験員資格を目指すコースに特化した日本の高校レベルの学

校である。本校には、初心者のための実験指導や校外での実験があるほか、神経の実験

室、遺伝子の実験室、マイクロテクノロジーの実験室などがある。 

本校の中には数種類のタイプの異なる学校が混在している。大学入学資格が得られる

職業ギムナジウムから職業資格取得を目指すデュアルシステムのための各種職業学校ま

で併置されている。職業学校には、デュアルシステムの定時制職業学校のほか、1 年制専

門上級学校、1 年制職業上級学校、2 年制・3 年制職業専門学校などがある。 

2 年生職業専門学校は実験員の資格のための学校であり、職業ギムナジウムはギムナジ

ウム4に就業体験コースを組み込んだ学校である。 

職業上級学校では、応用科学大学5(以下、FH と略称)入学資格とともに大学入学資格や

専門別大学入学資格を目指した職業教育が行われる。 

（6）Gesamtmetall 

(Der Gesamtverband der Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-Industrie e. V.) 

英語名：The General Association of Employers of the Metal and Electrical Industry 

Association 

                                                  
4 ギムナジウムは中学と高校に相当する中等教育機関である。生徒は将来大学への進学を予定している。

日本の中高一貫進学校に当たる。 
5 Fachhochschule（略して FH）は応用科学大学と英訳される。大学入学資格 Abitur 保有者のみならずデ

ュアルシステム経由者が FH 入学試験をパスすれば入学することができる。FH の試験は Abitur と異な

り実務が含まれる。ギムナジウムからの入学者には入学前に 2 週間程度の事前インターンシップが課さ

れる。（Hochschule Esslingenn でのヒアリングによる） 
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○全ドイツ機械・金属・電気雇用者連盟 

会員数 23,815 社 

売上高 1 兆ユーロ 

輸出:  6,530 億ユーロ 

従業員数 3,670 千人 (2012 年) 

職業訓練生 210 千人(従業員比 5.7%) 

 

Gesamtmetall 資料から NSRI 作成 

●Partner Associations 

A. confederations •Confederation of German Employers' Associations (BDA)  

•Federation of German Industries (BDI)  

•German Industry and Commerce (DIHK)  

•German Confederation of Skilled Crafts (ZDH)  

•Council of the European Employers of the Metal, Engineering 

and Technology-Based Industries (CEEMET)  

As business 

associations in the 

metal and electrical 

industry 

 

•German Engineering Federation (VDMA)  

•Central Association of the Electrical and Electronics Industry 

(ZVEI)  

•Association of the Automotive Industry (VDA)  

•German Foundry Association (DGV)   

•Federation of German air and space industry (BDLI)  

•German Association for Information Technology, 
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Telecommunications and New Media (Bitkom)  

•WVM  

•SPECTARIS - Industrial Association for Optical, Medical and 

Mechatronic Technologies  

•Association of Shipbuilding and Ocean Industries Association 

(VSM)  

•WSM Confederation of steel and metal processing 

 

C. Other business 

associations 

 

•German Chemical Industry Association (VCI)  

•German Steel Federation  

•Federation of German Wholesale and Foreign Trade  

•Association of German Banks  

•Association of the German Retail Trade 

D. Employers' 

organizations in 

other sectors 

 

•Employers' Association Steel  

•Federal Employers' Federation Chemistry  

•General Association of Textile and Fashion  

•Federation of the German Construction Industry  

•Federal Association of metal (metal crafts) 

E. Other partners 

 

•Institute of the German Economy in Cologne  

•Association of German Engineers (VDI)  

•Association for Electrical, Electronic & Information 

Technologies (VDE)  

•Institute for Applied Work Science (IFAA) 

F. unions 

 

•Metalworkers Union  

•United Services Union (Ver.Di)  

•German Confederation of Trade Unions  

•Christian Union of Metal 

 

○企業規模(従業員数) 

99 人以下 70.4％

100～999 人 27.8％

1000 人以上 1.9％

○従業員数から見た 5 大産業(2012 年平均) 

機械工業 1,001 千人

自動車産業 823 千人
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金属加工業 551 千人

電気産業 518 千人

精密機械・光学・時計 163 千人

○主要業務 

関税政策 

雇用・社会問題 

教育問題（職業訓練の給与、スキル不足、新職種） 

 

●面談者：Mr.Wolfgang Gollub 

The head of the Executive Board of the organization MINT-EC 

That is the organization that chooses the schools and runs the program, 
http://www.mint-ec.de/vorstand.html 

 

4）聴取事項 

（1）THINK ING プロジェクトの実態把握 

 応募学生増加の要因 

 増加策の実態 

 今後の課題など 

 

（2）MINT プログラムの実態把握 

 MINT にかかわる情報提供の仕方、提供している情報の内容 

 学校への MINT 教育の産業界からのサポートの実態 

 科学教育改善のためのモデルプロジェクトの実態 

 高校と大学との対話の実態（ブリッジプロジェクト、先生への訓練コースなど） 

 MINT における女性参加の現状と課題 

 MINT プログラムの現状評価と今後の課題 

 

訪問者 

日本機械工業連合会 倉田正明 

日鉄住金総研  山藤康夫 
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2.聴取内容 

1）VDMA 

（1）VDMA の活動概要 

①.主な機能 

VDMA は 3100 社以上の会員を抱えており、中でも中堅企業の存在が強みとなっ

ている。会員相互の交流の場や交渉を行うためのサービスなどを提供している。 

②.主な事業内容 

会員企業の仕事は小さい部品の組み立てから包括的な設計まで生産プロセスの連

鎖をカバーしている。会員相互のネットワークを促すために、1500 もの「ワークシ

ョップ」やセミナーを開催している。こうした「ワークショップ」等には VDMA

傘下の企業から年間 45 千人もの関係者が訪問し合い、経験を交換し合っている。 

③.本部・支部の構成 

VDMA にはドイツ国内だけでなく海外にも日本、中国、インド、ロシア、ブラ

ジルに支部があり、相互に情報交換し合い、共有し合っている。 

④.支部配置の狙い 

フランクフルトの本部以外にはベルリン、ハンブルク、ライプツィヒ、シュツッ

トガルト、ミュンヘン、ケルンに 6 支部がある。 

このうち、ベルリンは政府機関との窓口になっており、ライプツィヒは旧東独地

域の振興という役割を担っている。ケルンやデュッセルドルフは周辺の学生を採用

したいという狙いがある。このように支部ごとに特色がある。また、「隠れたチャン

ピオン」たる中小企業は小さな町にあることが多いのでこうした支部を全国に配置

している。 

⑤.ドイツ国内の地域的特色 

国内支部のうち、ハンブルクは港湾都市であり、造船は北部にある。鉱山関係は

ハンブルクとミュンヘンに多い。しかし、地域の特色はそれほど大きくはなく、む

しろ全独に分散している。 

⑥.課題と体制 

現在、外国市場の開拓が大きな課題となっている。そのためのデータベース構築、

現地の法制・税制の調査などから、ベストプラクティスの研究や技術移転の問題な

どについて大学との産学連携で取り組んでいる。また、そのための分野ごとに多く

の専門家を抱えている。ちなみに面談者である Dr. Völker は、法律と教育の専門家

である。 
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フランクフルトの本部にはたとえば機械、国内市場、外国市場、法律、教育など

の部門が 8 つあり、さらに繊維機械、鉱山機械などのような機械業種ごとに 38 の

分野を設けている。それぞれ個別分野に特化した担当者を置いて活動を行っている。 

 

（2）VDMA の活動の狙い 

①.注目している企業体 

ドイツの小企業の中には「隠れたチャンピオン」があり、かなりのポテンシャル

を持っているにもかかわらず、そうした企業のことをエンジニア志望の学生は気づ

く機会がない。我々はそうした企業に注目し、学生との橋渡しをしようとしている。 

②.若者の科学技術離れへの施策 

ドイツには Dual System（Apprenticeship）と呼ばれる教育制度がある。一方、

若年層はドイツでも科学技術に対する興味を失いつつある。そこでどうやって教育

程度の高い若者をこの業界に志望してもらったり、関心を持ってもらったりするか、

それが目下の大きな課題となっている。 

ドイツは基本的に資源のない国であり、頼れるのは人の知識だけである。よく教

育されたエンジニアの確保に力を入れることが重要である。 

③.施策の目標 

若者の科学技術離れへの施策を働きかける対象年齢は、幼稚園（Kindergarten）

の 6,7 歳の子供からである。基礎学校6での活動やリクルーティングフェアなどでデ

ュアルシステムに志望するような動機づけの活動をしている。 

働きかけの対象としては女性にも注目している。ドイツの女性エンジニア比率は

15%程度しかない。 

④.施策展開の考え方 

若者が「これが私のやりたかったことだ」と自ら発見できるように心がけている。

年齢ごとに特化したアピールを行っている。ドイツでもエンジニアになるのは難し

いので途中で脱落する人が出てくる。強制ではなく自らその気になることを重視し

ている。 

こうした事例についてはブローシュア(入手済み、全独語)を作成して配布し、い

ろいろな事例を知ってもらったり、田舎の企業が認知されるための活動などを行っ

たりしている。 

                                                  
6 基礎学校は日本の小学 1~4 年生に相当する学校である。 
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（3）VDMA の活動の対象 

①.女性比率 

エンジニアの女性比率は 15%位でもっと高める必要がある。 

②.児童への広報啓発例 

9 歳児の場合、何かを作らせたりするほか、企業がどうやって稼いでいるかなど

といったビジネスコンセプトやビジネスプラン、ファイナンスプランなどの初歩に

ついての試みをしている。ビジネスゲームのようなものをやっている。 

8 歳児の場合、銀行、証券、プロジェクトやお金の役割などのほか、事業の始め

方として市場の見つけ方、事業の実施、販売や株式の保有といったことの初歩を自

分で考えさせ、組み立てていく。 

幼稚園の場合、プロセスエンジニアリングを体験してもらうためにポンプの仕組

みを題材にして、水の流れ方や噴水の仕組みなどがどう作動するか見せるような取

組を行っている。 

このような試みの先生役は、企業から派遣されたデュアルシステムの訓練生が務

める。訓練生の説明の後、企業に招待して、企業でプレゼンを行う。 

金属の溶接や切断を実際にやって見せたりして、金属の実際のにおいを嗅がせて

みたり、金属からどういう製品ができるか実際にやってみようというようなことを

やっている。 

 

（4）VDMA の活動の事例 

①.生徒への広報啓発例 

ギムナジウムの 14 歳の中学生の場合、エンジニアクラスにおいて数学の応用例

を、実例を用いて当てはめてみて、数学にもっと興味を持たせるようにしている。

エンジニアになると数学を実際にどのように使えるかということを示してあげる。

こういう試みは企業の人が実際に中学を訪問して説明している。 

生徒は企業に来て生産プロセスを見学し、 初の原料がどこからきて、どのよう

に製造され、どこに販売されているかを自分の目で見て回る。また、企業はロボッ

ト製作に必要な材料を提供し、生徒は 2~3 日かけてそれを加工し、組み立ててロボ

ットを作るという競技会に参加する。その中で優秀な作品にはプレゼンをさせて賞

を与える。 

②.企業のメリット 

こうした子供たち編対応活動を通して、従業員の社会人としてのスキルをより確
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かなものにすることができる。 

企業が児童・生徒を受け入れることに伴い、労働環境や作業環境・作業文化を振

り返ることになり、従業員に自発的に改善させることが期待できる。 

従業員は9割が近隣20km圏内から通勤しているので地域社会との交わりは大事

であり、地域社会への貢献にもなる。 

従業員が児童・生徒とのコンタクトの仕方を学ぶことができる。これはデュアル

システムの訓練生を受け入れる上からも重要なことと認識している。 

③.VDMA とデュアルシステム 

1800 年ごろから始まったこのデュアルシステムという制度は、生徒にとって職

業選択するうえでの触媒の役を果たしている。このような教育システムと企業との

関わりは長い歴史があり、その効果は長いスパンで捉える必要がある。企業が教育

に力を入れると結局は企業にその恩恵が返ってくる。 

④.デュアルシステムについて 

デュアルシステムの訓練生は、訓練を受け始めるとまもなくエンジニアリングの

仕事自体に面白味があることが理解できるようになる。3 日職場にいて、3 日学校に

行くというパターンではあるが、生徒たちは企業にいる周囲の人たちから十分なサ

ポートを受ける。 

同じデュアルシステムであっても、ギムナジウムから来た生徒のレベルは高く、

レアルシューレ7から来た生徒のレベルはそうでもない。メカトロニクスのコースで

はより実践的な程度の高いことをやっている。デュアルシステムの訓練システムの

内容には差がなくてもその習得レベルに応じて、ギムナジウムから来た生徒は 3 年

半かかるところを 2 年半位で修了させることができる。 

デュアルシステムの訓練生は大体 15 歳から 18～19 歳くらいだが、マイスター

になるには 22 歳くらいまではかかる。ある研究室の例でいうとギムナジウムから来

た生徒は論理的な面で優れ、レアルシューレから来た生徒は実践面で優れていた。 

デュアルシステムでは、ギムナジウム出身者でもレアルシューレ出身者であって

も同じ職場にいて同じ職業学校に通う。ただ、職業学校での授業ではギムナジウム

から来た生徒は数学の時間に試験を受けて 15 分でできればもうそれ以上受けなく

てよい仕組みになっている。 

このようにさまざまなタイプの人が職業訓練を一緒に受けている。これがドイツ

                                                  
7 日本語では“実科学校”と訳されることが多い。小 5 から中 3 に相当する児童生徒が対象である。旧制

の工業学校や商業学校に近い。生徒の多くはデュアルシステムに入り、将来は企業の技能工や事務職に

就く。成績の良い生徒はギムナジウムに転校したり、FH(応用科学大学）試験を受けて上級の各種職業

専門学校に進学し、そこから FH へ進学したりすることも可能である。 
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の強みの一因だといわれている。 

 

（5）VDMA の教育に関わる役割 

①.VDMA と教育の関わり 

VDMA は教育分野と教育行政における利害関係者間の様々な問題を調整するた

めの出入り口やネットワーキングを提供している。また、同様に企業と学校・学生・

生徒と行政の間の触媒機能を果たそうともしている。大学の教授も企業も双方はお

互いを知らない。我々がその間の触媒役を果たしている。 

②.VDMA が果たす触媒としての役割 

主な役割は情報収集と関係者間の協働に起因する問題の解決手法の提供である。

特に、教育分野や研究開発分野において VDMA 内に設けられる委員会において関

係者間の経験の交流の場を提供している。 

機械系大学において好事例があるとその模範的な教育と学習に対して大学を顕

彰する。大臣クラスも顕彰に参加する。こういった好事例の普及推進を行っている。

その対象は企業のマネージャークラスから大学教授や海外の学生に対するワークシ

ョップにまで及ぶ。海外の例ではこうした取り組みによって優秀なインドの学生を

取り込もうなどと考えている。 

学生の場合、設計・開発、マネジメントなどで良い成績を取ると賞を与える。大

学でどうやって行くかなど個別の課題については、委員会の中で議論されるので大

半の課題を把握することができる。 

③.機械系エンジニア対策としての学生向けの交流事業 

学生を招待し、大学での授業に関する事柄の実際例を教えることによって、学生

のモチベーションを高める事業を行っている。学生にプロジェクトを通して様々な

経験を得る機会を与え、数学や科学などの応用事例を体験させる。留学生などの海

外交流、異文化体験、スキルの交換なども行っている。 

大学における 初の 1,2セメスター期はこの分野になじめるかどうかの大事な時

期である。留学生の場合はドイツ社会に溶け込めるかどうか、ドイツ語やドイツの

社会文化を学ぶ時期にあたる。3 セメスター期ころになると、インターンシップを

経験してそれから就職していく。 

④.FH 賞（FH:Fachhochschule の略称;応用科学大学） 

VDMA から 10 万ユーロを提供して講義中心の授業ではなく、学生が自らどうや

って学ぶかを学ぶ教育システムを提供している。手を動かし、コンピュータを使い、

講義とは異なる 良のシステムを追及している。ベルリンで 2013 年 11 月に FH(応
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用科学大学)賞の授賞式がある。機械系と電気系で一番良い教育手法を取った学部に

10 万ユーロを授与する。こうした学生に教える工夫をしているのは FH だ。 

⑤.教育手法 

VDMA では FH(応用科学大学)で数週間勉強してきた学生から、どのような教育

を受けてきたか、どのようにして問題を見つけたかとか、そういった教育に関する

情報を収集し、分析して評価し、 良のものを体系化する事業を行っている。そう

して体系化したものを FH にフィードバックしている。 

⑥.最良の教育手法の移植 

VDMA ではそうした体系化した情報をもとに教育手法をより良くするためのコ

ンサルティング事業も行っている。約一年半かけて 32 の大学を対象に、訪問し、工

学教育の在り方や教育の質、教育マネジメントについての議論を行いながら、より

良い教育を目指すためのサポートを大学の教授はもちろん、職員に対しても行って

いる。このような教育機関とのコミュニケーションとネットワーキングによって大

学生の中退率の減少を企図し、志願者の学業成就を手助けしようとしている。 

 

（6）ドイツの教育事情 

①.大学中退率 

ドイツではトータルすると通常の大学(総合大学や工科大学)の学士の 35％が中

退している。この比率はエンジニアリング系では 48％、機械系では 53％、電気電

子系でも 53％という中退率となっている。典型的には 3 セメスターになるまでにや

めてしまう。 

②.応用科学大学(FH と略称)の中退率 

これに対して FH(応用科学大学)の中退率は高々17%に過ぎない。この比率をエ

ンジニアリング系でみると 30％、機械系では 32％、電気電子系でも 36％という中

退率となっている。いずれも大学に比べかなり低い数値になっている。こうした数

値から実践的な教育を行う FH のような大学のほうが、総合大学や工科大学のよう

な大学よりも中退率が低いことがわかる。 

③.応用科学大学(FH と略称)と通常の大学の違い 

ワンセメスターの学生数を比較すると、通常の大学が 800 人とすれば FH(応用科

学大学)は 50~100 人位とその規模がずっと小規模である。コース当たり学生数の小

さいところが FH の特徴である。この二種類の大学をどう使い分けるかについて概

括すると、FH はより実践的なことに強みを有し、モチベーションが高い。通常の

大学はより論理的ではあるが現実的な面は見えにくい学生が育つ。 
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④.FH(応用科学大学)の学生の利点 

FH の学生はプロジェクトに関わることによって、知識と経験を積むことができ

る。これが機械系における FH の賞賛につながる。また、学生はこうしたプロジェ

クトを介してさまざまなスキルを身につけるとともに技術等の知識移転を受け、コ

ミュニケーション力や応用力が鍛えられる。こうして FH の学生の学業が成就され

る。 

⑤.大学中退率引き下げへの取り組み 

ドイツは少子高齢化が進み、人口は減少していく。エンジニアの数は必然的に減

ってしまう。そうした環境にもかかわらず、学生が中途で大学を辞めてしまうのは

マクロ的にみても大きな損失だといえる。彼らの多くは「大学を出てからエンジニ

アという仕事がある」ことを知らないままやめてしまう。エンジニアに関する様々

な情報を提供することが重要である。エンジニアがどういう仕事をしているのか、

具体的に知らせてあげるのが VDMA の役割の一つである。 

⑥.FH(応用科学大学)と通常の大学との比較 

ドイツには多様な大学があり、多様な大学が必要である。通常の大学はその歴史

が異なり、高いレベルの研究を行ってきており、実践教育のほうは相対的にそれほ

どの重きを置いてこなかった。これは、昔は少数の人しか大学に行かなかったこと

と関係している。教育のレベルで見ると数学などはかなり高いといえる。 

現在の機械系エンジニアの出身をみると、60％は FH からきており、35％が通常

の大学からきている。ギムナジウムに進んだ生徒は通常の大学か FH に進む。一方、

中学からデュアルシステムに進んだ生徒は FH に進む。 

通常の大学では Abitur と呼ばれる大学入学資格試験を入学要件としており、FH

では FH 用の Abitur が要件となっている。Abitur の資格を持っていても、直ちに

FH を含む大学に進学するのは全体の 50%位である。残りはデュアルシステムに進

んでから大学に進学する。一番高いレベルの大学に行きたがる生徒もいる。 近は

大学自体がオープンになってきており、進路は多様化してきている。落第する学生

は論理と実践とのミスマッチを起こすことがその背景にあるようだ。 

⑦.なぜ Abitur の資格を持ちながらデュアルシステムに進むのか 

Abitur の試験受けるまでに 1 週間程度の職場体験の機会があるが、この年頃で

は親の職業に影響されたり、自分の知っている職業に影響されたりして、自分のキ

ャリアデザインとしての将来進路を明確には意識することができない生徒が多い。 

そこでデュアルシステムに行くことによって将来プランを見極めようという生

徒がすぐに大学に進まずにデュアルシステムに行くことになる。従って、通常の大

学には Abitur の資格＋デュアルシステム（職業訓練資格）を有する学生と Abitur
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の資格だけを持っている学生が混在することになる。 

FH(応用科学大学)の場合は Abitur の資格者、デュアルシステム（職業訓練資格）

＋FH の入学資格者、Abitur の資格＋デュアルシステム（職業訓練資格）といった

具合に様々な学生が混在している。 

⑧.デュアルシステムに進んだ後に辞めることはできるか 

Abitur の資格を持ちながらデュアルシステムに進んだ生徒が、そのデュアルシ

ステムを途中でやめるというケースについては、これは、理論上はありうる話であ

る。しかし実際には、デュアルシステムから中途で脱落する確率は非常に低い。 

エンジニアリングの場合、その確率は 10%以下である。但し、ホテル業や貿易業、

医学薬学の場合、結構高い比率になっている。 

 

（7）その他 

①.エンジニアリング業雇用者に占める技術者比率 

1982 年  74.3 千人、 7％ 

1988 年  87.7 千人、 8.2％ 

2007 年 160.3 千人、15.1％ 

2010 年 167.5 千人、16.1％ 

②.Dr. Norbert Völker（面談者）の学歴 

まず Abitur(ドイツの大学入学資格)をクリアして、VDMA でデュアルシステム

の訓練を受けたが、3 年半かかるところを 2 年半で修了した。そのあと、大学で学

んで工学(エンジニアリング)と工学教育の課程で博士号を取得した。 

その後、アフリカのボツアナで重機の機械設計に携わり、再び、VDMA に就職

した。すぐに大学に行くこともできたが、実践的なスキルが必要だと思ったので、

大学でストレートに学ぶ前にデュアルシステムの訓練を受けることにした。 

 

2）ZVEI 

（1）ZVEI の活動概要 

①.団体の概要 

ZVEI は 1600 社以上の会員を抱えており、ドイツ 大の電気電子産業の業界団

体である。ZVEI の中に 4 団体を抱え、5000 人以上の専門家を擁している。 
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②.活動目標 

ZVEI の重要な活動目標は、ドイツにおける電気・電子の技術専門家の確保・育

成に資するよう若年層の興味関心を高めるための活動を行うことである。 

③.人材育成 

第一のもっとも重要な目標は、電気・電子産業にとっての質の高い労働力の永続

的な供給の確保と就業する若者の雇用能力（エンプロイヤビリティ8）を高めること

である。 

これには、技術的な専門職のキャリア開発の推進を目指して、エンジニアとテク

ニシャンにとっての工学の勉強と職業訓練の双方をさらに上級レベルへと引き上げ

ることと、デュアルシステムとしての職業訓練をもっと改善していくことによって

国際競争力を強化すること、企業に就業した後もその強みをさらに磨けるように、

生涯学習コースやより上級の職業訓練ができるようにして、常に学ぶという風土を

目指すことなどが含まれる。 

ZVEI はこうした活動を他技術分野や雇用者の団体と密接に協働して遂行してい

る。 

 

（2）ZVEI におけるデュアルシステム 

①.デュアルシステムとは 

ドイツでは「企業における職業訓練」と「職業学校における授業」との組み合わ

せによる職業教育・訓練が一般的であり、教育と訓練の二重制であることからこれ

らを一括してデュアルシステムと称している。ZVEI は電気・電子分野においてこ

のデュアルシステムを推進する役割を果たしている。 

デュアルシステムとは「職業学校での授業」と「企業での職業訓練・就業経験」

を一定期間相互に反復する職業教育・訓練のことであり、終了すると職業ごとの資

格試験を受ける。この資格試験が受かると晴れて正式に社員として就業することが

できる。 

このシステムは職業スキル形成の基礎をなすものである。大体週に 1~2 日職業学

校にて授業を受け、残りの 3~4 日は企業に行って企業内訓練や企業内授業を受ける。

州立の職業学校と私企業はそれぞれ協働して教育・訓練の責任を負う。 

この職業訓練はさらに上級の職業訓練と生涯職業訓練へと橋渡しされてゆく。い

ったん就職してからも受けることができる上級の教育・訓練システムを作り上げた

                                                  
8 エンプロイヤビリティは個人の「雇用され得る能力」のことである。ここでは長いので「雇用能力」と

している。以下同。 
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その狙いは、時代とともに変わりゆく労働需要に対する雇用能力（エンプロイヤビリ

ティ）を増大させることにある。 

国民は自らの雇用能力（エンプロイヤビリティ）を高められるように計画し、実

行し、資格としてこれを確認しなければならない。なお、ドイツのデュアルシステ

ムは 18～19 歳まで義務教育の一環として位置付けられている。 

②.ZVEI とデュアルシステムの関わり 

質の高い労働力はハイテク産業の背骨である。ZVEI はこうした産業の人的資源

開発に貢献している。ZVEI は、エンジニアリングの研究を行うとともに、エンジ

ニアやテクニシャンの双方に対する職業訓練、上級の職業訓練の場を提供する活動

を行っている。 

斯業界では技術革新が激しい業種特性を映し、労働需要の質も絶えず変化してき

ている。企業が必要とする職種の見直しはもちろんのこと、そうした新しい職種に

ふさわしい職業教育や訓練の内容についても見直しし、検討していくことが必要に

なる。 

ZVEI は斯業界におけるこうした新しい職業職種の問題に関しても関与してきて

きおり、実に何十年にもわたって絶えずデュアルシステムにおける雇用者側の代表

として活躍してきた。 

我々は 良の職業訓練がデュアルシステムであると確信している。 

③.デュアルシステムの関係者 

連邦政府は職業訓練の枠組みの法律を制定し、州政府はフレームワークの全体像

に責任を持ち、職業学校を運営する。ここでは一般教育と職種別教育を担当し、週

に 1～2 日の通学者に対して授業を行う。一方、産業界は実践的な訓練を週に 3 日

ないし 4 日行う。 後に IHK(直訳は商工会議所、職能団体であるが事実上政府機

関の一つ)による修了試験がある。合格すると初期職業資格が得られる。 

 

（3）ZVEI にとってのデュアルシステム 

①.なぜ、企業内訓練か 

社会経済的な利点としては以下の 4 点が挙げられる。 

①高品質の労働力が確保できる。 

②実技訓練と実務空間での密接な相互連関を通してチームワークと協調性が

育まれる。 

③訓練を通しての生産性向上に対する寄与などが挙げられる。 

④訓練自体が絶えず革新するための努力を必要としており、コストカットに
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も役立つ。 

デュアルシステムのプロセスは、雇用者と労働組合のコンセンサスが得られた上

で実施される。訓練生は訓練修了後にそのまま訓練先企業に就職することができる。

訓練先企業以外に就職することも自由である。結果的にスムーズな職業マッチング

が実現し、若年層の失業率が低位に抑えられるといわれている。 

個々に職業訓練契約が締結されていくというプロセスは、多くの企業が参加する

ことによって労働市場全体における需給のミスマッチを縮減する方向に作用する。

事実ドイツの若年層失業率は EU 平均比低位にある。 

また、訓練内容と統一試験は連邦法によって規制されている。この規制によって

訓練の標準化と高い労働移動性(どこでも雇える)が保証される。企業で行われる訓

練は、就業経験の乏しい生徒に国家レベルの高度技能に触れる機会を提供するとと

もに、レベルの高い職業につくことを可能にする能力形成にも役立つ。 

②.デュアルシステムをなぜ企業内で実施するのか 

教育手法としての利点は、以下の 4 点が挙げられる 

①職業訓練の社会的地位の高さとドイツ社会における高い評価 

②学習と労働モチベーションが融合する機会と実務経験の提供 

③訓練生はこの訓練を通しての独立心の学習 

④将来の就業時における責任感受け入れのための心の準備 

個人としての利点は、就業に際して要求される条件を満たすことができるように

努力することとそれ故にこそ生計を立てることができるということの精神的な保証

が得られることにある。 

逆に欠点としては、職業訓練に対する責任と職業学校における教育の担い手が異

なることと、運営費用は個々の企業の負担となっていることである。 

しかしながらこれらの欠点は職業訓練を積むことによって究極的にはより良い

品質を生み出すとともに、教える人の生産性も高まり、働いている人のやる気も刺

激される。また、若年層にとってより多くの職が充足されるとともに、企業への忠

誠心の涵養にもつながる。ブルーカラーより上質の人材育成策として有効な施策で

ある。 

質の高い労働力はハイテク産業の背骨であり、エンジニアのアイデアを製品化す

る役割を負う。デュアルシステムは質の高い労働力養成のかなめの役割を果たして

いる。 

④.企業が受け入れる理由 

企業が受け入れる理由をアンケート調査した結果によれば、こうした職業訓練は、
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主に以下の 4 点の理由から受け入れられていることがわかる。 

①企業ニーズに合った労働供給を生み出すことができる(94％) 

②熟練した労働者は労働市場からでは獲得できない(90%) 

③就業に際してふらつくような若者の排除（80％） 

④ 良の訓練生を選別し、選択することができる(74%) 

 

（4）デュアル・スタディ（新しい動き） 

①.デュアル・スタディ 

これまで触れてきたデュアルシステムは主として中学を卒業した生徒、つまり高

校生に相当する世代の携わる職業教育訓練であった。ところが同じような職業教育

訓練を大学生に相当する層に適用する動きが一部の州を中心に実践されてきた。 

この大学生版の新しい形態のデュアルシステムが注目されつつある。これをデュ

アル・スタディと呼んでいる。質の高い労働力に対してさらに上級の教育と訓練を

提供する仕組みである。 

これは従来のデュアルシステムのうち、高校レベルに相当する職業学校を大学に

置き換えたもので、より高度の質の高い教育を受けることができる。これはバーデ

ン・ビュルテンベルク州で企業9のニーズに基づき、企業の発案のもと州政府等が合

意してできた新しいタイプの大学として発展してきたものでデュアル大学10（企業

と大学による協働教育大学）と呼ばれている。 

デュアル大学における職業教育訓練システムをデュアル・スタディと呼ぶ。主あ

るスタディでは大学で 3 か月間理論を勉強し、企業で 3 か月間職業訓練を受け、

終的に学士号を得ることができる。企業と大学の両者協働による実践的実務的な大

学教育である。学生は企業に採用されると、社員として企業の負担により大学方に

学生としても登録・採用される。近年この新しいタイプのデュアル大学（Dual Hoch 

Schule）はいくつかの州で設立されているが、さらに連邦全体に広げようという動

きが出てきている。 

②.デュアル・スタディの 2パターン 

デュアル・スタディには 2 つのパターンがある。1 つは、公式の職業訓練とセッ

トになった大学教育と企業での職業訓練である。大学と企業による二つの資格試験

を受けることにより、大学の学士号と IHK(ドイツ版の商工会議所)が実施する専門

                                                  
9 デュアル大学創立を主導した企業は、Daimler Benz, Bosch ,Standard Elektrik Lorenz の三社。 
10 1974 年 Baden-Wuerttemberg 州で創立された Berufsakademie (BA)で“Stuttgart model”とよ

ばれ、産業界から上々の反応を得た。2009 年に州立大学化され、DHBW（DualhochschuleBW）は法

制度的にも正式な大学となる。英語名は The Baden-Wuerttemberg Cooperative State University。 
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職資格の二つの資格が得られるコースである。 

もう 1 つは、大学の授業のほかに企業実務を伴うコースを有する課程である。試

験に合格すると学士号を取得できる。一部のデュアル大学には修士コースが設けら

れている。 

③.デュアル・スタディの長所 

デュアル・スタディには、大学と企業、学生の三者にとって長所がみられる。 

まず、大学にとっての長所は、高度な実務とのかかわりを持つことによって、一

般教養科目の地位を高めることができることである。また、実務体験を通してやる

気になった学生を相手に教えることができる点も長所といえる。さらに、提携先企

業からは資金のほかにプロジェクト、機械装置、ソフト等の支援が得られやすくな

る。 

一方、企業にとっては、大学側が産業に関わりのある高度な授業に取り組むこと

が期待できる。また、大学から科学技術の移転が受けられるほか、卒業生は産業・

企業のニーズに合致した教育と実務経験を積んできている。企業は学生時代から長

期間にわたって本人を観察し続けてきているというメリットも享受できる。 

次に、学生は将来の道筋を立てることができ、企業にはハイレベルの学生が入っ

てくる。学生は大学において高度の科学技術の移転を受けられる。 

学生にとっては高度に実務と関連した勉強ができることで学習インセンティブ

が高まり、勉強も訓練も費用は企業が負担してくれること、目先の雇用とキャリア

にとっての明るい展望が得られることが長所として挙げられる。 

 

（5）ZVEI の役割・課題 

①.ドイツのハイテク産業の抱える課題 

ドイツのハイテク産業は特に熟練労働力の不足問題に直面している。これは単に

需給のミスマッチの問題ではなく、ドイツの経済循環上、経済成長に支障をきたし

かねない問題である。 

エンジニアの年齢分布をみると、機械産業に比べ、電気・電子産業はより高齢化

が進み、中でも 30 代以下の層が薄くなってきている。リタイアする層の補充が新卒

だけでは補てんが効かなくなっていることを示している。 

②.ドイツの問題の核心 

ドイツは人口構造要因という問題を抱えている。このため労働需要が増大するに

もかかわらず、利用可能な卒業生の数は年々減少する傾向にある。さらに電気・電
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子に対する関心の希薄化が進み、卒業後に電気・電子分野の技術専門職を選ぶ学生

の数が不十分である。電気・電子に対する関心の希薄化は特に女性層において著し

い。女性は技術専門職を忌避しがちで電子産業の場合は特にその傾向が強い。 

学校教育が事実上退歩していることも大きな問題となっている。初等・中等学校

卒業生のドイツ語と数学の習得レベルは、職業訓練を受けるのに必要なだけのレベ

ルにあるとは言えないといわれている。 

大学生の MINT(＝ドイツ語数学、情報技術、自然科学、技術の頭文字、英語の

STEM(理数・工学技術)に相当)の履修率はかなり低い。これは MINT に対する学生

の関心があまりにも低すぎるのか、或いは、MINT が難しいと思われすぎているの

かのどちらかである。大学での学業半ばにして落第してしまう学生が多いが、特に

MINT 科目においてはあまりに多くの学生が履修継続を早々に諦めてしまい、辞め

てしまいすぎる。 

この補完を海外の学生に求めようとしても、海外の潜在能力の高い学生にとって

ドイツはそれほど魅力的ではないのが実情である。 

③.産業界にできること 

ZVEI では幼少期から技術的な現象に対する興味を喚起させる試みを行っている。

幼稚園では MINT に関わる面白い体験をさせるための準備を行ったり、或いは、

MINT に関わる教師の教育・指導方法についての訓練を行ったりする。このように

して育まれた MINT に対する関心を学校時代にも維持させる必要がある。 

そうした試みの一つに、教師の授業評価がある。数学・理科で素晴らしい実績を

残した教師が行う魅力的な授業を取り上げて、これに 高のレベルを設定する。ま

た、若者に電気・電子産業にはチャンスを生かすことができる未来があるという宣

伝を行う。現代的な専門職にふさわしい訓練スキーム・試験を学生に提示して 高

レベルのデュアルシステムを提供する。 

例えばスカラーシップを提供したり、インターンシップにチューターを付けたり

することによって、密度の濃い実務経験を訴求する。さらに素晴らしい科学レベル

に到達できるよう質の高い工学教育を提供する。興味深い仕事や、魅力的な職場環

境、ワークライフバランス、魅力的な給与でもって卒業生をこの産業に惹きつける

ようにする。もともとドイツではエンジニアが少ないため、エンジニアの給与は高

めであるがそれよりさらに良い給与を用意する。 

ZVEI は、熟練労働者とエンジニア双方に生涯学習に焦点を当てた継続的な職業

訓練を提供することにしている。 

④.ZVEI の参画事業 

ZVEI が参画する事業には以下の諸点がある。 
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事業名 事業内容 

Tecto You ハノーバー貿易フェアにおいて若者に技術職に

対する興味を引き付ける活動。 

Youth Days いくつかの貿易フェアにて実施。 

World Skills Germany 技能オリンピックのドイツ大会に参加。 

このほか、若者向けの CD-ROM を作成・配布し、RoboCup , Excellent 

MINT-School（際立って素晴らしい教育手法を開発した高校を顕彰）、More women 

in MINT-Careers(リケジョ増大対策)、電気電子産業界と学生とのコミュニケーショ

ン支援などを実施している。 

⑤.ZVEI の教育政策に対する要求 

政府に対しては次の諸点のような要求を行っている。 

 教育システムにもっと税金を！  

 幼少時代の教育にもっと重点を！  

 数学理科クラスを強化して技術への関心を高め、社会の技

術受容度を強化する取り組みを！  

 連邦のすべてを対象にした比較可能な教師の訓練コース

の導入や全部の MINT 教師のためのさらなる訓練の義務

化を！  

 職業学校の先生に対する就業条件の改善を！」等々の要求

を行っている。 

 また、大学に対しては「研究同様に教育に重点を！ 

 教育手法に対する質と給与の重視と改善を！ 

 修士課程にもデュアル教育を導入・発展させ、大学をさら

なる科学教育のセンターに！ 

 

3）Samson A.G. 

（1）同社での職業訓練の案内役 

①.社内デュアルシステムの案内者の経歴等 

3 名の案内役のうち、1 名は人事関連部署、残りの 2 名は FH(応用科学大学)に通

う職業訓練生であった。このうち、K 君は専門ギムナジウム卒（Fachgymnasium 通
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常のギムナジウムよりも職業に関する専門性が高いギムナジウム）でもう一人の V

君はレアルシューレ11卒(Realschule)。共に現在は FH に通う学生でもあると同時に

当社社員でもある。企業が観察していてこの学生はよいとなると FH に通うことが

できる。 

K 君は専門ギムナジウムで「専門に限定された Abitur」を取得した後に、職業

訓練のためのデュアルシステムを 3.5 年かけて修了している。現在は当社から FH

に派遣されている。V 君はレアルシューレを卒業後、職業訓練のためのデュアルシ

ステムを 3.5年かけて修了し、K君同様、当社から選ばれてFH12に派遣されている。 

 

②.案内者の現在のステータス 

2 人とも会社で 3～6 週間働いた後、次は FH(応用科学大学)に行って 3~6 週間授

業を受けるというパターンを反復している。週に何回か FH に行くというパターン

もある。2 人は学士号取得を目指している。2 人が FH に行くことになったきっかけ

は、職業訓練を受けているときに「もっと勉強したい」と思った時があったためで

ある。会社側も 2 人の学習意欲を了承して、FH に行くことを認めた。FH を修了し

たらまたこの会社に戻ってきて働くことになる。これは二人の意思でもある。 

 

③.見学部署 

マーケティングをはじめとして人事や財務会計などの部署を見学することがで

きた。マーケティングは地区別に分かれており、アジア地区は日、豪、タイ、韓国、

イスラエルなど国ごとに担当。 

この部署にもデュアルシステムの訓練生がおり、職業学校に通っている。主な仕

事は材料に関するチェックや管理を行うほか、客先へのサービスとして注文を受け

た後のフロー全体を管理する業務を担当している。ここで客先からの注文を受け、

開発設計部門や製造部門に発注して出来上がった製品を発送する作業を行う。 

人事部署では、採用、配属、給与計算、職業訓練生の訓練プランの作成などを行

う。財務会計部署では、集金・入金の確認、受注した製品の原価計算、工場の増設

などの設備投資の管理や資金・予算管理を行う。 

いずれにもそれぞれ職業訓練生が配属されている。職業訓練の見習い期間は 3 年

                                                  
11日本語では“実科学校”と訳されることが多いが小 5 から中 3 に相当する児童生徒が対象である。旧制

の工業学校や商業学校に近い。生徒の多くはデュアルシステムに入り、将来は企業の技能工や事務職に

就く。成績の良い生徒はギムナジウムに転校したり、上級の職業専門学校に進み、そこで FH(応用科学

大学)試験を受けてそのまま FH へ進学したりすることも可能である。 
12 企業にいて大学に派遣され、それぞれ交互反復する教育・訓練形態は、本来デュアルスタディ(デュア

ル大学)のはずであるが、インタビューでは FH との説明を受けたため、ここではそのまま FH としてお

く。 
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で 3 か月ごとに部署が変わる。 

 

（2）同社におけるデュアルシステム 

①.職業訓練生 

FH(応用科学大学)の場合、近隣の 6 校から 3 年の期間で 3 か月ごとのローテー

ションで企業と FH を行き来している。これは Hesse 州の仕組み13である。ビジネ

スのためのロールプレイングゲームや英語や経営に関する補習授業、11 月には試験

対策講義などもある。試験は筆記と口頭試問とがあり、IHK での口頭試問ではプレ

ゼンもやることになる。 

高校に相当する職業学校の場合は、4～6 週間の授業があるが、まとめて実施す

るブロックレクチャーと呼ばれる集中講義もある。時間配分として週の１／４が授

業、３／４が企業における訓練という構成になっている。 

 

②.工場内のワークショップ見学 

訪問時に見学したワークショップでは、訓練生が「万力に向かってヤスリ掛け」

を実習している風景が見られた。マイスター資格を持つ４人の熟練技能者が先生を

務め、ヤスリ掛けや鉄・銅などの金属加工を指導。マイスター資格者は 140 人ほど

いるのでこの人たちが職業訓練の先生になる。 

ヤスリ掛けのほかには訓練生が溶接や旋盤操作、ミリングマシン操作などに従事

していた。訓練生は事故防止のため、重量物落下の場合に大丈夫なようにプロテク

ションが施された靴を履いており、機械操作を行うときにはサングラスと耳栓をし

ている。電気科では電気の制御盤の製作が行われていた。当社は製品のすべてを外

注せず、内製している。ただし、鋳物は外注である。 

当社は 1907 年創業でこの建物は 1934 年に建設された。訓練生は全員この工場

のワークショップで実習することになっている。しかし、同社の主要製品はバルブ

であるがその も大事な制御装置である中継器やリレー機器の 終組み立て・検査

工程には訓練生はおらず、すべて訓練期間を終えた専門工が担当している。 終検

査には 1 点 50 分をかけている。基板は設計から製造まですべてを当社で行われて

いる。 

 

                                                  
13企業にいて大学に派遣され、それぞれ交互反復する教育・訓練形態は、本来デュアルスタディ(デュアル

大学)のはずであるが、インタビューでは FH との説明を受けたため、ここでもそのまま FH としておく。 
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③.当社における職業訓練 

当社における職業訓練生(高校生に相当)の受け入れは、今年は 46 人ほどである。

訓練期間は 3.5 年。1 人当たり相当の費用が掛かる。1 年目はこのワークショップで

実習し、残りの 2.5 年は他のセクションで専門性を磨くことになる。どのセクショ

ンに行くかは職業訓練の担当部署が 1 人ずつ適性を見ながら育成プランを決めてい

く。訓練生は受け入れ段階である程度見極めておき、 終的には先生役のマイスタ

ーが決定することになっている。 

ただ、訓練生は受け入れの時にその適正を見極めているので訓練生が中途でやめ

るという事例は少ない。説明役の二人(大学生)も会社がその適正を見極めているの

で二人はこのまま当社に就職することになるし、本人たちもそのつもりでいる。 

④.企業内の教室での授業 

企業内にも教室があり、授業が行われる。先生はマイスターではなく、職業学校

の先生が週に 3 回やってきて授業を行う。残りの 2 回は職業学校で教える。ただし、

職業学校の先生は学校に雇われている。 

 

4）DPG（ドイツ物理学会） 

（1）ドイツ物理学会の概要 

①.ドイツ物理学会の団体概要 

DPG は 1845 年設立の世界 古 大の物理学に関する団体である。会員数 62 千

人の非営利団体。法人会員が 154 社、残りはすべて個人会員。女性比率は 14.05％

だが 1980 年には 2.8%だったのでかなりの増加を見ている。物理ジャーナルや物理

学の新ジャーナルという電子雑誌を発刊している。 

面談者は化学で博士号を取り、現在理事のアシスタントを務めている。ドイツ物

理学会のかつてのトップの 1 人にはかの有名なアインシュタインがその名を連ねて

いる。 

②.マグナスハウス～面談した由緒ある建物 

1760 年に建設され、1774～1782 年には数学者ジョセフ・ラグランジュが所有し

た。その後、物理学者のグスタフ・マグナスの所有に帰したので以後、マグナスハ

ウスと称されるようになった。 

シーメンスの創始者であるウェルナー・シーメンスもかかわりがある。この建物

は 1994 年にはシーメンスの寄付によって現在のような姿になった。なお、シーメ

ンスにいた Dr.Krubasik は次期のプレジデントに就任する予定である。 
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③.DPG がしないこと 

DPG は学会として「物理の授業カリキュラム」に公式の役割を果たすことはな

い。大学での物理教師のカリキュラムにも公式の役割を果たすことはない。また、

学校のカリキュラムや教育手法に関する影響力を直接的に及ぼす方法はない。 

④.DPG がしてはいけないその理由 

ドイツは連邦制であるが、学校や大学は州立である。連邦には教育に関する行政

機関があるが、ここでは主に高等教育や学術研究などを担うに過ぎない。教育に関

する基本的な権限は各州にある。各州にはそれぞれの文部省に相当する行政機関が

あり、教育政策の立案とその実施を担っている。したがってドイツには州レベルが

16 あるので 16 の教育システムとカリキュラムがあることになる。 

16 州文部大臣会議（Kultusministerkonferenz, KMK）という常設の会議があり、

ここで各州の違いを調整している。KMK ではガイドラインを作りはするものの決

定権はなく、 終的には各州が決定する。DPG は民間団体であり、政府組織ではな

い。したがって DPG には税金が投入されていないので教育政策そのものを行うこ

とはない。 

（2）ドイツ物理学会の活動内容 

①.若者向けの主な啓発活動 

DPG は経営会議の下に、物理教育部門があり、学校問題に関する WG があり、

以下のような活動が行われている。 

 Young DPG  

Young DPG という活動があり、Physic Breakfast、On-Line Magazine、研究機

関見学会、キャリアセミナーなどを行っている。この Young DPG には何歳からと

いうような具体的な取り決めはない。Young DPG では若い物理学者をネットワーク

して生徒や学生のためのプログラムを用意し、キャリアセミナーを開催したりして

いる。ここで物理学を学ぶと将来どのようなキャリアが開けるかといったことを教

えている。6 年前に始まったがこれは大事な事業になっている。キャリアセミナー

は重要な催しである。 

 Physic Breakfast 

高校生向けの大学教授との朝食会を開催している。この朝食会は“物理で朝食”

（Physic Breakfast）と呼ばれている。高校生を対象に大学に招いて教授と朝食を

取ったりして意見交換したりしている。 

物理の展示用ポスターを先生に手伝ってもらいながら制作しているような生徒

が対象になる。こういう生徒を GDP の若いメンバーとなっている学生が集めてく
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る。9 年生から 13 年生の生徒や物理教師が朝食会メンバーの対象になる。この選抜

はまったくオープンであり、純粋に興味があるかないかがポイントである。年一回、

DPG が生徒を招待するが、朝食自体の費用は大学が負担する。 

 online-magazine  

online-magazine は DPG 所属の大学生が運営している。研究プロジェクトにつ

いて発信したり、プロの編集者の力を借りたりして発信している。自分が研究プロ

ジェクトを持っているとそれに関してほかの学生向けに発信できるようになってい

る。プロの編集者の助けを借りながら発信できる。 

 研究機関見学会 

研究機関見学会は一種の遠足のようなものである。各地の大学や研究所、企業を

見学できるようにコーディネートを行っている。 

 キャリアセミナー 

キャリアセミナーは、物理学者だけでなく、コンサルタントや金融関係者、特許

法関係者などから話を聞く催しを行っている。 

 海外の学会のとの関係 

DPG はヨーロッパや英米の類似組織とも密接な関係を持っており、日本とも繋

がりがある。 

 学会の刊行物 

2003 未来の機械（www.weltderphysik.de）DPG の刊行物“物理学のハイライトシリ

ーズ”より 

（3）ドイツの理科教育 

①.ギムナジウムにおける理科教育 

10 年生と 11 年生は理科に関しては、科目の選択はできず、必修である。12～13

年生の理科は選択となる。ドイツでも物理は選ばれない科目である。数学はどの州

でも必修であるが自然科学には物理・化学・生物の三つがある。この三つは Abitur

の受験科目としては選択になっている。物理を選択する生徒は少ないが、物理を選

択した生徒は熱心に学ぶ。 

②.Abitur（ドイツの大学入学資格） 

Abitur では物理履修組と非履修組とに分かれるが、履修組はとてもレベルが高

い。週に 6 時間と週に 3 時間のコースがある。6 時間のほうは選択する生徒は少な

い代わりに物理を専攻科目として一生懸命取り組んでいる。DPG としては物理学に

関する基本的な理解の促進と物理を履修するように『勇気づける』努力を行ってい

る。 
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参考：Abitur:の概要 

バーデン・ビュルテンベルク州の例によると、 

http://de.wikipedia.org/wiki/Abitur_in_Baden-W%C3%BCrttemberg 

ギムナジウム修了には、核となる重点 3 教科、独語、外国語(英仏）、数学の筆記試験と科

学あるいは第二外国語のどちらかの選択制でこちらも筆記試験が課される。科学は物理・

生物・化学の中から 1 つを選択する。以上 4 科目の筆記試験のほかに 5 番目として口頭試

験科目が加わる。試験時間は 2014 年版をみると数学と物理は 4 時間、化学と生物は 4 時間

半。 

授業における学業成績は 15 段階評価が行われる。 

15～13：Very well 

12~10:   Good, 

9~7:    Satisfactory 

6~5:   Sufficient,   

4:      Weak enough(不完全で応用は効かないが 低ラインは抑えている),   

3~1:   deficient( 低限の要件は満たさないものの必要 低限の知識はあり、目に見える将

来において何とかなりそう),  

 0:     insufficient(不完全で 低限の要求も満たさず、目に見える将来においても期待でき

ない) 

という評点がつけられる。 

上記の科目に加え、体育や芸術、社会などの科目で 40 単位を取得したとすると 40×15

評点で満点が 600 点になる。次に 終試験において 4 科目と口頭試験で併せて満点が 300

点になるように調整される。 

こうして得られた得点は満点が 900 点（15 段階評価の 600 点＋試験 300 点の合計）の各

自の成績を 1.0～4.0 の評点（Abizeugnis: Zeugnis der Allegemeinen Hochschulreife）に

換算され、判定に供されることになる。 

例えば 900～823 点は 1.0 が与えられ、822~805 点は 1.1 が与えられる。2012 年度の同

州の合格者の平均点はギムナジウム出身者が 2.38、職業学校出身者の平均は 2.55であった。

ちなみに 2.3 は(606~589 点)、2.4 は（588～571 点）、2.5 は(570～555 点)、2.6 は(552

～535 点)となる。また 2012 年のバーデン・ビュルテンベルク州の合格者 73,270 名のうち、

ギムナジウム出身者が 79％、職業学校出身者が 21%を占める。 

 

出所：バーデンビュルテンベルグ州政府統計から 

http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/Pressemitt/2013092.asp 

Abitur 関係の参考サイト：ノードラインウエストファーレン州の高等学校関係試験日程： 
http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/abitur/abitur-gymnasiale-oberstufe/termine/termine-2013/ 

 

― 73 ―



 

 

Abitur 関係の参考サイト：ベルリナーモルゲンポスト紙による Abitur 合格者に関する記事 
http://www.morgenpost.de/berlin-aktuell/article117325171/Abitur-2013-Das-sind-Berlins-beste-Schulen.html 

 

③.高校生の物理履修動向 

ギムナジウムの 12 年生と 13 年制は Abitur 試験対策の学年であるが、理科は物

理・化学・生物の中からの選択性になる。つまり Abitur の試験では物理選択組と非

選択組とに分かれる。物理選択組のレベルは極めて高い。週に 6 時間履修すること

になるが、選択する生徒は少ないのが実情だ。学会としては物理に関する基礎的な

理解を広めたいと考えており、生徒に物理を選択するよう働きかけを行っている。 

DPG の本部があるノルトラインウエストファーレン州の場合、ギムナジウムの 1

学年 100 人のうち物理を選択するクラスは 1 クラスである。1 クラスは 10~20 人編

成である。たとえ 1 クラスでも物理を履修するクラスがあることは DPG としては

喜ばしいことである。 

④.大学・高校間の格差 

ドイツのギムナジウムにはランキングはない。どこも同じ。ドイツはどの学生も

同じレベルにしようとしている。大学もランキングせず、平等を維持している。た

だ、ドイツの大学入学者比率は米国に比べて低いのでもっと増やそうとしている。 

5）リセ・マイトナー科学高校 

Lise Meitner Schule Berlin 

英訳：Lise Meitner School of Science 

（1）本校の概要 

①.本校の生徒数  

本校の生徒数は職業訓練生 700 人、職業学校 450 人、ギムナジウム 350 人、計

1,500 人。 

②.教育理念 

本校には「企業が必要とする人を教育して育成する」これこそが学校の果たすべ

き役割だという発想14がある。これは本校創立以来の伝統であり、ドイツ教育の長

                                                  
14 この発想の裏には「大学は真理の追究と、国家の統治者や政治家を養成するのが使命」などとする考

え方・捉え方がある。伝統的大学の学部は主に神学・哲学・法学・医学の 4 つである。産業革命を迎え

ると、新たに経済・経営系や工学系の専門学校(→やがて大学に昇格)が出現する。一方、各地に急増し

た工場では、中世以来の伝統に基づき現場の親方任せにしてきた職工養成の仕組みが行き詰まりを見せ

た。企業がそれぞれ個別に対応するのでは不都合との考えから、企業が行政と相談して職業学校を設立

して職工を養成する仕組みに変化した。こうして企業での職業訓練と職業学校での授業とを組み合わせ

る「二系統併進の仕組み(デュアルシステム)」が出来上がった。この仕組みは戦後も途切れることなく

現代にまで続いている。企業が必要とする人材を教育するところが学校であるとする発想の淵源はここ
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い伝統でもある。 

③.入学者の背景と入試 

10 年間の初等教育と前期中等教育を終えた人で上級学校に行ける資格を取得し

た人が入学してくる。この人たちにはさらに入試を課す。不合格だとさらにもう 1

年間勉強して再受験することになる。合格すると、生徒は自ら職業訓練を受ける企

業を決定してくる。受け入れ企業でも化学産業のような場合には企業が試験を行う

ことがある。全日制職業学校では 2 年制か 3 年制かは生徒が自分で決める。 

ギムナジウムに入るには 10 年間の成績表を提出する。”Sehr Gut(Very Good)”

なら入れる。”Nicht Gut（Not Good）”なら入れない。 

④.生徒の進路を左右する要素 

生徒の進路を左右するのは両親の意向が大きいといわれている。大学に行きなさ

いという親の場合、大学進学には Yes ということになる。他方、男子は 4 年・5 年・

3 年と計 12 年も勉強すれば十分という親の場合、大学進学は No となり、仕事に就

きたいとなる。大学には後で行けばいいと考える生徒もいる。こういう生徒は大学

に行っても中退率が高いという状況を理解している。この場合は進学しないという。 

一方、デュアルシステムを希望する生徒の動機は様々である。とにかく早く稼ぎ

たい、一人暮らしをしたい、そのあとで大学に行きたいなどである。この点は男子

も女子も変わらない。 

この背景にはドイツの子供たちが早期に自我の確立ができているといわれてい

ることが挙げられる。ただし、移民は異なる。移民にはイスラム教徒の子弟が多い。

両親によっては「大学に行け」という親がいる一方で「大学なんかに行くな」とい

う親もいる。 

④.本校の特色 

本校はマイクロシステムテクノロジーやライフサイエンスなど物理、化学、生物

にフォーカスを当てた科学教育プログラムが売りの高校である。 

本校の教育には創造的なアイデアが重要だ。若い人の将来の科学的成功のために、

競争力をつけてあげることが重要と考えられている。本校は職業教育による国際水

準の技能を目指し、特に科学実験に重点を置いた職業教育を行っている。科学、数

学、IT のほかに実験などのキーテクノロジーとその職業訓練がメインの学校である。

英語のほかに技術的な情報を重視している。 

④.メルケル首相訪問時の言葉 

2009 年にメルケル首相が本校を訪れて、見学が終わった後に生徒の質問に答え

                                                                                                                                                  
にある。ドイツのデュアルシステムは中世以来の伝統(メルケル首相)といわれる所以でもある。 
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て"Auf diese Schule wäre ich auch gerne gegangen!"（こういう学校であれば、私

もきっと喜んで通ったことでしょう。）と答えた。「われわれはこの言葉を誇りに思

う。」（校長） 

（2）本校の教育体制  

本校は、本校の中にギムナジウムと職業学校などいくつかの校種が同居している

複合学校であるが、「科学実験」が共通項である点が他の学校とは異なる点である。 

①.職業専門学校(科学実験員向けコース) 

本職業専門学校は、物理、化学、生物分野の各 technical assistant(科学実験員：

TA と略称)向けの専門コースであるところが 大の特徴である。 

本校にはプロの実験員になるための 1 年制、2 年制、3 年制の各職業専門学校が

ある。科学実験員(TA）向けの職業には化学系（CTA）,生物系（BTA）,物理系 PTA

の三つがあり、それぞれの分野の「科学実験員としての国家資格」を目指すことが

できる。各分野それぞれにおいて科学実験員としての健全な職業訓練が行われてい

る。 

生徒はその志向に応じて、生物、物理、マイクロテクノロジー、材料・物質検査、

化学・薬学の各分野で職種別デュアルシステムに位置づけられる職業教育コースの

授業を受ける。化学コースは将来企業で実験をやる人が対象である。薬学コースは

大きな製薬会社で職業訓練を受けることになる。 

全日制の場合、応募資格は 3 年制(職業専門学校）の場合は中学修了資格が必要

であり、2 年制（職業専門学校）は大学入学資格(以下 Abitur と表記)か応用科学大

学入学資格（以下、FH 入学資格と表記）が必要である。1 年制(職業専門学校）は

Abitur 保有が前提であり、本校のギムナジウムとの二重資格の対象となるコースで

ある。 

【1 年制コース】 1 年制は本校の職業ギムナジウムで大学入学資格を得た生徒が、さ

らに一年間本コースにて科学実験員資格を目指して学習するというコースである。

本校を卒業すると大学入学資格と科学実験員資格 TA の二重資格を得て大学に進学

することができる。 

【2 年制コース】 2 年制の職業専門学校の場合、入学者はすでに他で Abitur を取得し

ていることが入学条件である。本校で 2 年間学習して科学実験に係る資格試験に合

格すると、前述の TA(科学実験員)資格を取得できる。つまり、職業ギムナジウムと

同様に大学入学資格と TA 資格の 2 つを得たうえで入学する。したがって本校の卒

業生は、一般のギムナジウムから進学してきた学生と比べ、入学後に科学実験の面

で優位に立つことができる。 

本コースと職業ギムナジウムを比較すると、職業ギムナジウムの場合は在校中に
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職業としての科学実験の専門家を目指す授業が行われていることから、Abitur 取得

後の通学期間は 1 年間で済む。一方、一般のギムナジウム出身者は、ギムナジウム

で科学実験のための特別な授業を受けていないことから、本コース（2 年制職業専

門学校）では職業ギムナジウムの場合より 1 年間余計に通学することになる。 

【3 年制コース】 3 年制の場合、週 5 日間で 35~36 時間の授業があり、授業では自然

科学を単なる教科書から学ぶだけでなく、企業や大学にしか見られないような設備

や機材の備わった実験室での実験に携わることができる。MS ウインドウズと同様

に特別な研究室用ソフトウェアなどについてもいつでも使えるようになっており、

将来同様の職に就いた時と全く同様の環境でコンピュータに関わることができ、イ

ンターネットにアクセスすることができる。企業での職業訓練は本校に通う上で不

可欠である。 

②.１年制職業専門学校（学力強化コース） 

本校は基幹学校修了資格保有者や実感学校卒業者が入学資格者である。本校を卒

業するとデュアルシステムの訓練契約締結可能性を高めることができたり、3 年制

の職業専門学校（TA コース）や職業ギムナジウムに入ることができる程度の学力を

強化したりすることができる。 

時間割をみると一般教養分野ではドイツ語 2 時間/週、社会 2 時間/週、英語 4 時

間/週、数学 4 時間/週、体育 2 時間/週、職業関連科目では化学・生物・物理の各科

学導入 6 時間/週、自然科学のインターンシップ 10 時間/週、など計 30 時間/週。こ

のほかに選択科目としてのドイツ語補習 2 時間/週である。 

③.1 年制職業学校（デュアルシステムの訓練生向け） 

本職業学校ではデュアルシステムの訓練生が通う定時制職業学校としての授業

が行われる。入学するには企業との職業訓練契約の事前締結が不可欠であり、企業

での訓練と本校での授業が並行して行われる。定時制職業学校での勉強は、デュア

ルシステムの典型である。定時制とは 1 週間のうち、1 日ないし 2 日だけ通学する

という意味である。週に 1~2 日の授業を受け、企業や研究所で週に 3~4 日の実習訓

練を受ける。 

これに対し、全日制とは 1 週間に 5 日間通学する学校を指す。LiseMeitner 学校

では本校部分のみが定時制であり、他はすべて全日制となっている。 

本校卒業生が展望する将来の職業をみると、化学、物理、生物、薬学、マイクロ

テクノロジー、物質検査の各分野のいずれかにおける実験室で働く職員や専門家な

どである。 

デュアルシステムは連邦・州・企業・組合が協議して運営され、連邦の職業訓練

法によって規制を受ける。IHK(直訳すると商工会議所、職能団体であるが政府組織

に近い）による修了試験にパスすると初期職業資格が得られ、訓練生(いわゆる見習
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い)の身分を離れて正式に就職する道が開かれる。 

本校を修了して全日制の 1 年制の専門上級学校に進学した場合は、応用科学大学

進学資格（FH 入学資格）が得られる。さらに 1 年制職業上級学校に進学して Abitur

の資格が取れれば一般の大学にも行くことができる。もちろん進学せずに就職する

生徒もいる。 

④.３年制の職業ギムナジウム（科学分野の専門家志向のギムナジウム） 

本校は 11,12,13 年に相当する 3 年制の専門分野が特定されているギムナジウム

である。特定分野の FH 入学資格、或いは、Abitur 資格を目指して、実務的・科学

的な実験や演習を集中して行う。実験や演習は授業の大きな部分を占める。

technical assistant(実験員：TA)の資格を取る場合にはさらに 1 年制の職業専門学

校に通う。 

11 年生は導入コースであり、ドイツ語、英語のほか歴史・地理を含む社会やほ

かの科目を自然科学と同様に学ぶ。12,13 年生は資格・課程コースであり、Abitur

のための学習に入る。ただ、本校がほかの高校と異なる点は、Abitur を取るための

学習の過程で、必ず化学、物理、生物の各自然科学分野における専門家を目指さな

ければならないことである。したがって Abitur の他に technical assistant(実験員)

の二重資格を狙うことが可能になる。 

もし、多くの科学的実務的な実験演習に落第しても、各分野の実験員になるため

の訓練を受けることができる。まら、数年前から本校のどのコースにおいてもコン

ピュータサイエンスを履修するように時代に合わせたカリキュラムの改革が行われ

ている。 

なお入学には以下の条件が必要となる。まず、20 歳未満であること、次に実科

学校修了、或いは修了見込みでかつ実科学校において上級ギムナジウムに行けるレ

ベルの成績であること、或いは、職業学校で上級ギムナジウムに行けるレベルの資

格のいずれかに該当する必要がある。また、ほかのギムナジウムの 11 年生から転入

することも可能である。 

本校の卒業生はさらに 1 年制の職業専門学校に通学して TA(実験員資格)に挑戦

すると Abitur(大学入学資格)との二重資格保有者として大学に入学することができ

る。彼らは入学してから科学実験という面ですでに優位に立つことができる。 

⑤.専門上級学校（FH 入学資格を目指すコース） 

本校は、実科学校の修了資格、或いは、関連する完全な職業訓練、化学、物理、

生物分野における 5 年以上の実務経験のいずれかを満たすものに入学を許可する。 

1 年制で政治科学・歴史 2 時間、ドイツ語 4 時間、英語 6 時間、体育 2 時間、数

学 6 時間、物理 2 時間、化学 2 時間、生物 2 時間、実験技術 6 時間、コンピュータ
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サイエンス 2 時間、など計 38 時間の履修を要する。本コースは州政府の実施する

一般 FH（応用科学大学）入学資格試験を受験することができる。この筆記試験は

ドイツ語、英語、数学、科学実験の四つである。 

⑥.職業上級学校（FH 入学資格に加え大学入学資格を目指すコース） 

本校への入学資格は、関連する職業訓練を修了していること、或いは、関連する

専門職業についての実務経験が少なくとも 5 年以上あること、FH(応用科学大学)入

学資格を得ていることである。 

本校における 1 年間は 終的には専門分野限定の大学入学資格につながる。その

ためには、工業に関わる様々な科目（数学および経済の数学、物理学、統計など）

を学ぶ必要がある。このほかに職業学校での教職学位取得のための研究など、一部

の科目をベルリン大学、フンボルト大学、工科大学・芸術大学において行う。 

本校においてさらに第二外国語といくつかの単位が追加取得できれば、専門分野

限定の大学入学資格ではなく一般の大学への入学資格そのものも取得することがで

きる。本校資料によると各コースの進路概念図は以下のとおりである。 

Lise Meitner School of Science の各コース別進路概念図 

 
出所：Lise Meitner School of Science の各コース別進路概念図(同校資料より) 

注．①,②---の各数字は上記本文中の当該番号を指す。 典型的な

デュアル

システム
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☛参考：主として進学校から大学入学資格を経るケース 

 
出所：日機連平成１９年度ものづくり人材育成のためのデュアルシステムに関する調査研究報告より 
注：  印は今回訪問した Lise Meitner School of Science の中に併設されている職業学校 

☛参考：主として.職業キャリアのある人が大学入学資格を取るケース 

 

出所：日機連平成１９年度ものづくり人材育成のためのデュアルシステムに関する調査研究報告より 
注：  印は今回訪問した Lise Meitner School of Science の中に併設されている職業学校 
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⑥.各種職業学校と科学実験員（ＴＡ） 

Lise Meitner School of Science の中に併設されている職業専門学校は、化学、

物理、生物等の科学実験員(以下 TA と略記)になるための学校（TA コース）である。

職業上級学校も同様の機能を持つ。TA は国家資格で FH (応用科学大学)入学資格の

一部を構成する資格ともなっている。 

TAの資格の中でもかなり優秀な場合、その資格だけでFHに進むことができる。

TA コースに入ると、化学、物理、生物マイクロテクノロジーなどの分野の実験や、

材料の物質検査、薬学の実験を履修する。また、ファンケルなどの大きな企業でイ

ンターンシップのコースを受けることができる。 

職業ギムナジウムは、普通のギムナジウムに比べると職業専門性が高い。本校の

場合、科学実験に特化しており、授業に占める科学実験の割合がかなりの比率にな

る。本校に通う生徒は TA 資格と大学入学資格（Abitur）或いは応用科学大学(FH)

入学資格の二重資格を目指している。生徒の学力レベルが高いため Abitur を取るこ

とができる。 

このように本校の生徒は二重資格を取得する教育を受けることによって、大学入

学前に科学実験の分野で専門性を育むことが可能になる。普通の進学校の生徒と比

べると、少なくとも入学後には科学実験の分野では比較優位にある状態からスター

トすることができる。その意味でも科学実験に興味を抱いていることが本校に入学

するうえでの大前提であるとともに本校生徒の特長であるともいえる。 

（3）デュアルシステム  

①.デュアルシステム 

デュアルシステムは連邦、州、企業、組合の四者が協議して運営している。デュ

アルシステムは職業訓練法(BBiG：Berufsbildungsgesetz)によって規制を受けてい

る。修了試験は、全ドイツで統一された同じ日に一斉に実施される。自分の進路に

合った科目を受験する。必須科目と選択科目がある。 

本校(Lise Meitner School of Science)もそのうちの職業教育の部分を担当してい

る。本校の場合、その職業が主に国家資格である科学実験員資格を目指すところに

特長がある。大学入学資格の Abitur を目指す生徒もこの資格を並行してとる。実験

に特化した各種の職業学校を内包した学校であるといえる。 

生徒の中には 3,4 週間企業で働き、3,4 週間学校で授業を受けるという例もみら

れる。企業からは給料が支払われる。優秀な学生は 3.5 年かかるところを 2 年で修

了する。なお、次ページのデュアルシステムの全体概要図は、 終的な技術系人材

がどのようなステップを踏んで育成されていくかを示したものである。日本の場合、
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高専を除き、小中高から大学へと進む単線型の進路が一般的である。 

ドイツの場合には、進学校から Abitur 資格を取得した後にデュアルシステムに

入り、そこから進学して博士号を取る、或いは、デュアルシステムで職業資格を取

得した後に就職し、再び大学を目指して上級の職業学校に入り直し、そこから FH

等の大学入学資格を目指すといった回り道をすることが珍しくはない。こうした複

線型進路が普通に行われている点が日独の も大きな違いである。 

②.職業準備コース 

職業準備コースとはデュアルシステムの中に設けられた特別のコースである。こ

のコースに来る人は企業に応募したものの、企業の覚えがあまり良くなく、職業訓

練契約を締結するまでに至らなかった生徒などが含まれ、再度応募するために来る

ケースが大半を占める。 

職業準備コースでは応募に失敗した時の問題点を調べ、応募書類の書き方や契約

書の結び方、言葉の使い方、算数なども学ぶことができる。移民の子で単位等が足

りない子弟がこのコースに入って来る。ここ 10 年くらいで少子化が進み、若者の数

が減少してきたことから、こういう取り組みを行って労働供給不足を補おうとして

いる。 

正規の職業資格がない人は正規の職に就くことができない。本コースは、そのよ

うな人を救済するためにそのカバー対策として設けられた制度である。 

③.ジョブスタータープロジェクトと新職種開発 

本校(Lise Meitner School of Science)には、ジョブ スターター プロジェクトと

呼ばれる「教育から職」への橋渡し機能がある。 

本校はベルリンの研究機関であるマイクロ システム技術センターと協働して研

究志向型企業が取り組むようなテーマである「真空技術への導入」「結晶シリコン太

陽電池の製造」のような技術進歩に伴い必要となってきた新しい資格を開発し、そ

のための職業訓練コースを設置している。 

さらにマイクロテクノロジストのためのデュアルシステムとマイクロシステム

技術の学士号との接続可能性についても検討し、改善の努力をしてきた。 

また、デュアルシステムの下で初等職業資格を取った人たちに、次の三つの目標

を与えて職業訓練コースの改善を図ることである。 
①もっと上級資格に挑戦させること 
②企業が必要とする資格の指導を行うこと 
③職業訓練と FH 入学資格の双方に対応できるような教育を行うこと 

FH 入学資格には Abitur が不要のケースがある。それが TA 資格の場合で、TA

資格の試験で特別に優れている人がこれに該当する。これは欧州職業資格体系の中

で「より良い成績であれば上のレベルの資格に行ける」とされている。この資格制
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度のおかげで科学実験に特別優秀な人たちが応用科学大学(FH)に進むことができ

る。 

☛参考：独教育制度とデュアルシステム 

ドイツは州ごとに教育制度が異なるので一律にこれがドイツの教育制度である

という表現をすることはできない。以下の図はドイツ機械工業の集積地の一つであ

るバーデン・ビュルテンベルク州の場合である。 

図表：ドイツの教育制度の概要(バーデンビュルテンベルク州の場合) 

 
出所：日機連平成１９年度ものづくり人材育成のためのデュアルシステムに関する調査研究報告に掲

載した図を NSRI にてアップデートしたもの 

図表　ドイツの教育制度概略図（バーデンビュルテンベルグ州を中心としたケース）

基礎学校

幼稚園等

様々な職業資格

後期中等教育段階

職業上級学校
（全日制、２年以上）

専門上級学校
全日制１年以上

定時制３年

デュアルシステム

訓練市場

履修義務

定時制職業学校

Berufsschule
＋

企業内職業訓練

労働市場での就業経験

職業上構学校
Berufsaufbauschule

全日制：1～1.5Y
定時制：3～3.5Y

前期
中等
教育
卒業
資格

商工業専門学校
（全日制、６M～3Y）
（定時制、３Y～４y)）

テクニカ学校
マイスター学校

夜間ギムナジウム
成人向けカレッジ（コレーク）

前期中等教育段階

ギムナジウム
５～１０年生

総合制学校
３コース併設

実科学校
５～１０年生

基幹学校
５～９年生

後期中等教育段階

全日制職業専門学校
全日制１年以上

中間
管理職
テクニカ
マイス
ター

熟練技能
者

手に職

高等教育機関

応用科学大学
学士、修士

総合大学
工科大学等の単科大学

学士、修士、
博士

教育協調大学
学士、修士

上級
管理職
エンジニ

ア

マネジメ
ントコー

ス

後期中等教育段階

ギムナジウム上級
１１～１３年生

総合制学校
ギムナジウム上級

１１～１３年生

職業ギムナジウム
専門ギムナジウム

１１～１３年生

アカデ
ミック
コース

作業者
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☛参考：ドイツの各種学校の概要 

前述のとおり、ドイツは州ごとに教育制度が異なる。また、ドイツには職業学校を

中心とした非常に多様な種類の学校が存在する。そこで、ドイツの教育研究省の資料

から各種学校の概要と大学への入学資格をまとめてみたものが次の表15である。 

 

図表.ドイツの小学校・中学校・高校に相当する一般の学校 

 
 

図表.ドイツの職業学校 

 

 

  

                                                  
15各種資料より山藤作成 

Germany English 概　　要

Primary school 基礎学校(小1～4）

日本の小学校1～4年生に相当、該当者全員が入学

Sencondary general school 基幹学校(小5～6、中1～3）

1950年代には児童の7～8割が在籍した文字通り基幹的な中学校、現在16%(2011年）、一部の州で廃止の動きも

Intermedeate school 実科学校(小5～6、中1～3、高1）

卒業後に大半がデュアルシステムに進む、旧制の工業学校、商業学校などに相当

Comprehensive school 総合制学校(小5～6、中1～3、高1）

入学条件なしの学校、成績次第でコースごとの修了資格(基幹・実科学校の各修了資格、大学入学資格）可能

Free waldorf School ヴァルドルフ学校(シュタイナー学校)

私立学校、イデオロギーや教育思想に基づいて運営される学校

schools with different courses of education 基幹・実科学校などを含む学校の総称

基幹学校や実科学校等のコースを持つ各州の様々な呼称の学校をくくる統計上の呼び名

Grammer school ギムナジウム(小5～6、中1～3、高1～3、4）

いわゆる進学校に該当、生徒は大学に進学する前提で通学、大学は12年生(高3）or13年生（高4）で受験

Förderschule special needs school 特別支援学校

Grundeschule

Hauptschule

Realschule

Gesamtschule

Freie Waldorfschule

Schlarten mit mehereren Bildungsgängen

Gymnasium

Germany English 概　　要

Part-times vocationasl school 定時制職業学校

高校段階に相当し、定時制、デュアルシステム内の一般教育と職業教育を担当

Pre-vocational and basic vocational training year 職業前訓練年/職業基礎訓練年

特定の職業に係る基礎的な一般的知識と基礎的な職業知識を教育

Vocational extention school 職業上構学校

Trade and technical school 商工業専門学校

1~3年間の職業訓練コース、通学すると職職業訓練資格、そのまま就職、より上級の専門資格への道が開かれる

Specialised /Vocational academy 専門アカデミー/職業アカデミー

実科学校修了資格を要し、2年制、職業教育によってより上のレベルを目指す学校

Full-times vocationasl school 全日制職業専門学校

高校段階に相当し、特定の職業に就くための様々なレベルの資格に対応、通学年限も様々

Specialised upper secondary school 専門上級学校

Two-year full-time vocational school 職業上級学校

2年制の全日制職業学校、デュアルシステムを修了した生徒がさらに大学入学資格を展望するための学校

Specialised garammer school 専門ギムナジウム

高校段階に相当、3年制、ギムナジウム並みの一般科目と工学やビジネスなどの職業志向科目、Abiturを展望

Berufsschule

Berufsvorbereitungsjahr/Berufsgrundbildungsjahr

Berufsaufbauschule

Fachschule

Fachakademie/Berufsakademie

Berufsfachschule

Fachoberschule

Berufsoberschule/Technische Oberschule

Fachgymnasium

二年制コース、FH入学資格を展望、1年目は企業での実務訓練と授業、2年目は一般科目と職業関連科目を学ぶ

デュアルシステムを受けている人や修了した人、既に就職している人がこの学校で修了すると、実科学校卒業資格
が取れる。この資格を得ると次のFachschule(商工業専門学校）へ進学可能
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図表.ドイツの大学への入学資格 

 

④.職業訓練協力企業 

学生は協力企業や大学の実験室で 3 か月間の職業訓練を受ける。たとえばドイツ

国内のべクトロン社、ファルンホーファ社等々。マイクロテクノロジーなどは専門

的な職種であることから、複数の企業で各 2 か月間経験を積みながらしっかりやる

必要がある。 

卒業するとドイツ以外のEU加盟国の中から企業や大学を選んでさらに3~5か月

のインターンシップを英語で行う。EU でやると EU から欧州レオナルドダビンチ

移動プログラムEuropean program Leonardo da Vinci -Mobilityによって奨学金が出る。

インターンシップが終わるとドイツ国内に戻ったり、外国企業に行ったりする。 

本校の外国における協力企業の所在地をみるとアイスランドからイギリス、ポー

ランド、フィンランド、スイス、トルコまで、カリブ海から太平洋まで、様々な国々

がある。この費用はそのすべてを EU が負担しており、企業の負担はゼロである。

これは EU が加盟国間での労働移動の流動化促進を重視しているからである。 

（4）教育上の特徴  

①.実験室・コースの種類 

本校には神経・遺伝子・マイクロテクノロジーなどの科学実験室がある。科学を

教える先生たちのためのコースなどがある。外部の研究所などへの校外訪問実験も

やっている。 

②.女性科学教師向け教育 

科学を教えることができる先生は不足している。特に女性教師の場合に顕著であ

る。本校は科学教師の教育実践力向上を狙いとした取り組みを行い、育成に力を入

れている。現在科学教師の資格を持っている教師にもっとレベルの高い授業ができ

るようにするための取り組みとして、先生の弱点を補強する活動が行われている。 

③.国際科学教師交流セミナー 

科学の先生たちが EU 資金で外国に行って学んだりできるように国際交流に努

めている。このような取り組みにより、科学教師の資格が国際的に通用するように

Germany English 概　　要

Abitur University entrance qualification 大学入学資格

　Allgemeine Hochschulreife   general univercity entrance qualification 大学入学資格（Abiturと同一）

　Fachgebundene Hochschulreife   subject-restricted entrance qualification 専門科目限定大学入学資格

Abitur不要のケース   apptitude test 適性検査

　fine arts or music専攻の生徒   examination for talented/gifted students 才能のある生徒のための試験

Fachhochschulreife University of applied sceience 応用科学大学入学資格
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なることが期待されている。実験用語を英語で学ぶというコースもある。 

（5）その他（職業資格 ・海外交流） 

①.資格間の優劣についての議論 

ドイツにおける様々な職業資格のうち、Techniker, Meister, Bachelor 間の優劣

やランクを尋ねたところ、現在このようなテーマに関する議論が起こっており、現

状ではその決着がついておらず、どちらが上位とは言いにくいという。ドイツの伝

統的な教育の枠組みとボローニャ宣言に基づく新しい EU の枠組みが二つ絡み合っ

ており、双方がまだうまく噛み合っていないままになっていることがその背景にあ

る。 

②.上海の学校との交流 

上海石化工学学校の生徒と交流を行っている。 

（6）校内の概況 

総じてインターンシップや将来の就職に備えた科学実験などの実践的なことに

注力している。どの教室・実験室においても科学実験の専門家資格取得を目指した

レベルの高い実習が行われているという説明であった。 

以下は実際に見学した実験室の様子の例である。 

 沢山のビーカーを並べ、物質の濃さが色で判別できるかという実験を
行っている実験室 

 クロマトグラフィーなどの機器が並ぶ実験室 

 飲み水の分析や物質の凝縮と拡散などを実験するため、島津製作所製
の沢山の分析装置、測定機器が並ぶ実験室 

 プログラミング用のNEC製パソコンが HPなどのパソコンに交じっ
て並ぶ実験室 

 グループで未知のたんぱく質を分析する作業が行われている実験室 
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☛参考: 3 種類の工学系大学とその違い 

 

大学の種類 大学 応用科学大学 
デュアル・スタディ

(協働教育大学) 

各大学の略称 U FH DH、DS、(BA) 

ドイツ語 Universität Fachhochschule 
Duale Hochschule 
(Berufsakademien) 

英語 University 
University of 

applied sciences 

Dual studies 
Dual College 

Cooperative State 
University 

学位 学士、修士、博士 学士、修士 学士、修士 

必要セメスター 
(半期) 数 

修士：10～12 期 
学士：6～8 期 

学士：8 期 
（標準ケース） 

6 期 

修了試験までの平

均期間16 
修士：4.7 期 
学士：7.1 期 

学士：9.8 期 na 

大学の目標・使命

・科学技術研究 
(科学知識の創造)

・技術的理論的知識

の基礎、実践的専

門的知識、 

・科学的基礎に立っ

た実践的教育 
(科学知識の創造

ではなく知識の応

用に注力) 
・産業界が求める専

門性を教育訓練す

る 
・教授の教育負担は

大学の二倍 

・科学技術教育と企業

での訓練が一体 
・学生は DH での授業

と企業での訓練に

50%ずつを割く 
・通常 3 か月ごとに

DH と企業を行き

来 
・企業ニーズに沿った

「学習した知識の

応用」に注力 

入学資格 

・ 大 学 入 学 資 格

(Abitur) 
・専門分野限定の大

学入学資格 

・Abitur 
・ FH 入 学 資 格

Fachhochschulreife

・Abitur を有し、か

つ DH と契約を結

んだ企業に DH 生

として採用された

学生 
(学生は企業から手

当てが得られる) 

                                                  
16 出所：Education and Research in Figures 2013 Selected Information from the BMBF’s data Portal

ｐ61 Fig.50 Duration of studies with successful final examination, by examination types and 
sex(2007-2011)より 
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大学の種類 大学 応用科学大学 
デュアル・スタディ

(協働教育大学) 

教育分野 
・理論的技術的方法

論的基礎と技術

的応用 

・一般理論的基礎よ

りも理論・知識の

応用に重点 
・デュアルプログラ

ムや協働教育～職

業訓練主体 
・教育と訓練は密接

関連 
・訓練企業契約必要

・契約企業のニーズに

リンクしたカリキ

ュラム 
・講義内容は専門的・

実践的志向 
・大学版デュアルシス

テム 
 

インターンシップ ・無(休学して参加)
・卒業要件 6 か月 

(以前は 12 か月) 

・企業と大学の連携・

協働教育訓練 
（Cooperative 

Education） 

求められる学生

(大学側が期待す

る学生像) 

・時間割の学生によ

る選択権広い 
・抽象的、基礎的、

正確性、理論的な

どの思考力・作業

力・持続力と科学

に対する強い指

向性、数学力など

・少人数、時間割は

固定、教室制、出

席義務と高校と類

似 (学生の選択範

囲狭) 
・数学は必須だが大

学ほどのレベルで

はない 
・教授陣との接触密

度は高い 

・通常の半分の期間で

アカデミックな学

習を強いられる。 
・大学修士へは進学要

件を欠くため稀 
・企業との標準契約書

は規制下にある 

卒業後の進路 
・大学や企業の研究

開発職、イノベー

ション追及 
・企業のエンジニア

・２／３は訓練先企業

に就職 

利点(学生側) 

・アカデミックな評

価は高い 
・博士号への道があ

る 
・学位としては 上

位 
・生涯所得は FH よ

り大 

・少人数学習 
・教授陣との距離近

い 
・インターンシップ

がカリキュラム化

・実践的な教育の面

で企業ニーズに大

学より合致 
・落第率は大学より

低い 

・理論と実践が密接に

連携 
・企業ニーズそのもの

の学生を養成でき

る 
・通学期間中の資金を

企業が負担 
・2010 から法制上も

大学に位置づけ 

欠点(学生側 

・インターンシップ

などの職業訓練

は本人次第 
・就職状況は FH の

ほうが上 
・就学期間が長い 
・落第率は FH より

高い 

・大企業では大学が

有利 
・修士も取れるが大

学のほうが上 
・博士号は大学に行

く必要 

・まず企業との訓練契

約が先行条件 
・科学的興味関心は二

の次 
・就学期間短く学習密

度は相当高い 
・卒業後その企業に就

職する義務はない 
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大学の種類 大学 応用科学大学 
デュアル・スタディ

(協働教育大学) 

受け入れ企業の評

価（BW 州内企業）

・理論的なことには

強い 
・大学と就職とのギ

ャップが大きく、

不適応を起こす

例も 

・大学と DH の中間

的存在 
・インターンシップ

組込み社会不適応

は少ないが、DH
ほど十分な観察期

間は取れない 

・必死で勉強する 
・学生を十分に観察

でき、見極めてから

採用できる 
・適材適所の配置 
・医学部に行けるクラ

スの学生が応募し

てくる 

受け入れ企業の評

価（BW 州内企業）

・どの大学の学生が優れているという受け止め方はしてない 
・どの大学の学生も入社してからの本人たちの努力・意欲次第 
・DH のシステムを連邦ベースにもっと拡大したい 

出所：訪独調査（平成 19,25 年度）における聴取内容を基に以下のサイトを参照して NSRI にて作成した

もの、BW 州(バーデンビュルテンベルク)内企業へのヒアリングは平成 19 年度実施 
・Universität, Fachhochschule oder Duale Hochschule? 

http://www.kit.edu/studieren/3120.php 
・Universität, Fach- oder Duale Hochschule oder Berufsakademie? 

http://www.gate4engineers.de/ingenieurstudium/universitaet-fh-oder-berufsakademie.html 
・universität, fachhochschule oder duales studium? 

http://www.studieren-sport.de/14,1,uni__fh_oder_duales_studium.html 
・日機連 19 先端―10 平成１９年度 ものづくり人材育成のためのデュアルシステム 

に関する調査研究報告書 

なお、大学と FH の学生数を比較してみると以下の図表のごとく、趨勢的には FH

の学生数の比率は上昇してきている。また、次の図表で明らかなとおり、学生全体でみる

と大学入学資格保有者が 68％と 7 割近いのに対し、FH の保有者は 32％と 3 割強に過ぎな

い。しかし、工学部に限定してみると、大学は 44%であるのに対し、FH は逆に 56％と大

学を上回る。このように工学系人材養成に占める FH の役割はかなり大きい。 

図表：大学（U）と応用科学大学（FH）の学生数比較(工学部に限定） 

 

出所：Education and Research in Figures 2013 Selected Information from the BMBF‘s Data Portal か
ら NSRI 作成 
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図表：大学入学資格と応用科学大学入学資格の保有者比率の推移(単位：％) 

 

注 . バーデン・ビュルテンベルク州の協働教育大学 ( かつての BA(Berufsaakdemie), 現在の

DH(Dualhochschule))については、2008/2009 年度から応用科学大学のデータに含まれる 

出所：Education and Research in Figures 2013 Selected Information from the BMBF‘s Data Portal 

 

6）Gesamtmetall 

（1）Gesamtmetall と理数系教育 

①. Gesamtmetall について 

Gesamtmetall は、ドイツ 大の産業団体である。カバーする産業は金属・機械・

電気・電子企業のすべてにわたる。加盟企業数は 23 千社、就業者数は 32 百万人に

及ぶ。創業は 1890 年の歴史の長い団体である。1934 年のヒトラー体制の時に活動

を一時的にストップされたものの、戦後フランクフルトで再開し、その後ケルンに

移転した。東西ドイツ統一後、ベルリンに本拠を構えて現在に至っている。 

②. 理数系プロジェクト推進体制 

MINT-EC17という理数系プロジェクト推進センターは、Gesamtmetall の中に設

置されている。本センターは専任者を中心に全ドイツに MINT 教育を普及し、啓発

するための活動を展開している。面談者はそのセンターの責任者であり、今回のド

イツ訪問調査において DPG と連携してリセ・マイトナー科学高校の訪問予約仲介

や訪問時同行するなどの労を取ってくれた仁である。 

                                                  
17 MINT-EC: M 数学、I 情報、N 科学、T 技術の教育を普及啓発するためのセンター（EC: Excellent Center

の略） 
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③.日独とも多くの問題を共有 

Gesamtmetall が抱いているドイツに関する問題意識は以下のとおりであるが、

これは JMF のそれとまったく同質の問題意識であるといえよう。我が国と同様に

ドイツにおいても少子高齢化による人口減少と理数系離れは問題視されていること

が窺える。 

現在、ドイツは製造業が好調であることから、特に熟練技能工の不足が懸念され

ている。このような背景のもと、Gesamtmetall では MINT 教育の普及啓発にはお

のずと積極的な活動を展開せざるを得ないという面も見られるわけである。 

なお、Gesamtmetall には、日本の文部科学省とも連絡しあっているプロジェク

トがある。日本のスーパーサイエンスハイスクール（SSH）との交流があるほか、

JST が開催した 2012 年の鹿児島で行われたシンポジウムにも面談者自身がドイツ

の高校生を引き連れて参加してきた。 

 

（2）理数系教育(MINT)の現状と対策 

①. 理数系教育 MINT(英語圏の STEM に相当) 

MINT は前述のとおり、M:数学、I:情報技術、N:自然科学、T:技術の略称である。

英語では STEM : Science, Technology, Engineering, Mathematics となる。 

MINT-EC の EC は Excellence Center の略。当センターはベルリンに本拠があ

り、2000 年創設の Gesamtmetall 傘下の非営利団体である。MINT-EC は生徒、

MINT 教師、校長に対して工業・科学のパートナーとともに革新的なプロジェクト

を主導している。 

本センターは 2009 年以来、ドイツの各州文部科学大臣会議(略称；KMK)の後援

を受けるようになった。資金面では主に Gesamtmetall やシーメンス財団18などが

おもな支援者である。 

MINT-EC は全国から MINT 教育に優れた実績のある高校を“MINT-EC school”

として認定し、全国で 165 校(2013 年には 184 校に拡大)を選出している。165 校の

高校全体でみると、生徒数が 170 千人、教師数は 14 千人である。リセ・マイトナ

ー科学高校もこうして選出された高校の一つにあたる。このような選出を通じて

MINT-EC は全国の MINT 教育に熱心な高校と大学や企業、研究機関とがネットワ

ークを構築し、MINT 教育に関する様々な普及啓発活動を展開している。 

                                                  
18 シーメンス財団の活動については、“3.訪独調査のまとめ”の“1).独米の科学技術教育の概況”の“(2).

シーメンス財団の MINT 支援活動”の項を参照。 
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②.MINT-EC school の選出方法 

MINT-EC schoolは、当センターにおいて年一回、次の手続きを経て選出される。 

・書類提出期限：5 月 1 日 

・選出プロセス 

①各校における MINT 上級コースのカリキュラム内容、 

②MINT に関わる高度スキルを身につけた生徒数とその増加率、 

③科学コンテストへの参加度合い、 

④産業界や科学界との協働度合い 

などから専門家による審査・評価が行われ、9 月に決定される。 

③.MINT-EC school network の目標 

本活動の目標は以下の諸点である。 

①優秀校同士の連携網拡大 

②産業界・科学界との交流促進 

③MINT 潜在能力の活性化 

④研究分野や職業選択での選択支援 

⑤教育の質の改革に対する鼓舞 

⑥良質 MINT 教師の拡大 

⑦MINT と社会とのかかわりの明確化などである。 

 

④.MINT-EC の活動プログラム 

中等学校向けには、種々のフォーラム、キャンプ、アカデミーの開催、国際科学

コンテスト、“ベルリン首都フォーラム MINT400”や“地域フォーラム MINT100”

などの活動事業がある。 

MINT 教師向けには、教師の訓練、MINT に関するワークショップ、“ベルリン

首都フォーラム MINT400”や“地域フォーラム MINT100”、“サイエンス・オン・

ステージ”(略称：SoS)などの事業を行っている。 

校長向けには、年間校長会議とマネジメントセミナーを開催している。 

2012.2013 年にはそれぞれ横浜のスーパーサイエンスハイスクール（SSH）で

“SSH ステューデントフェア”にドイツから MINT-EC の高校生を連れて行き、日

本側と交流を行った。 

2013 年 9 月には 184 校を MINT 優秀校として選出したほか、“ベルリンフォー

ラム MINT400”をはじめとして、校長会議、シーメンス基金賞、生徒の科学キャ

ンプ、数学・科学教師コースなど数々のイベントを開催している。 
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⑤.MINT-EC の参加者の利点 

MINT のネットワークができることにより、以下のような効果が期待できるように

なる。 

①MINT の関係者相互に新しい MINT の血液が流れ込む。 

②ドイツ 良の学校との連携が取れ、素晴らしいネットワークに仲間入り
できる。 

③MINT-EC のチャネルを使えば Facebook や twitter などの社会メディア
とのリンクができる。 

④ニュースレターやプレスリリース、年間報告書、イベントの書類によっ
て自身の情報を広く見てもらえる、などである。 

⑥.MINT の活動：面談者の管轄部署の主な役割 

MINT-EC の主な役割は産業界と学校の間に立って、科学教育に関する協働事業

を行うことである。当センターの従業員は 40 人。当センターには採用部門と理科数

学サポート部門の二つがあり、それぞれの地域で活動している。 

当センターの活動内容は、主に二両連結の大型バスを使って各地にバスを派遣す

るという移動形式の取組みを行っている。 Infomobile と称される大型バスの中に

は、以下のような設備があり、移動展示と解説などが行えるようになっている。 

①.熟練技能工というキャリアに関する広報宣伝 

②中等教育レベルの生徒に対しては技術職に関する展示啓発 

③明日の未来を切り開く燃料電池に関する展示啓発などが興味を持って見
てもらえるような工夫と展示 

現在広告宣伝に使えるバスは 9 台あり、以下のような実績を上げている。 

年 間 訪問した学校の総数 公共でのイベント開催件数 合計 

訪問件数 1,440 校 450 件 1,890 件 

来訪者数 78 千人 42 千人 120 千人 

このようなキャンペーン活動は 1981 年に開始され、現在はちょうど 25 周年の

キャンペーンを展開しているところである。今後さらに 10 台のトラックベースのト

レーラーを追加し、さら活発な活動を展開する計画を立てている。 

こうした投資によって学生が手を動かして実験ができたり、モダンなロボットを

展示できたりすることが可能になる。また、マルチメディアや ICT に関する展示が

可能になり、MINT 関連の職業情報の提供などについても若い人や子供たちに見て

もらえる機会が大幅に増やすことができる。本キャンペーンでは、子供たちに「歯
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車を実際に回してみる」といったことが体験できるようなわかりやすい展示や近代

的なロボットや燃料電池など子供たちの興味を引くような展示を工夫している。 

幼稚園や基礎学校19での教育と女性への啓発も重要な活動テーマである。子供や

女性に個人的な物理の体験をしてもらい、物理になじんでもらう。幼稚園と基礎学

校(小学校 1~4 年生相当)を対象に、さまざまな広報活動を通じて物理を体験させ、

学生や優れた教師をメンターにして中等教育に向けてのMINTのマーケティングや

MINT の理解啓発に努めている。 

こうした年少の児童や生徒に対する啓発活動では、学生が講師として教える側に

回る。学生は自らが教えなければいけないという状況に対応する活動を通しての社

会的なソフトスキルを改善する機会にすることができる。女子に対する啓発活動も

含まれており、女子のためのロボットワークショップなどが開催されている。 

コンテストなどの賞を取ったような MINT 教師には、MINT の各プロジェクト

のメンターを委嘱している。いずれの活動もその目標は、中等学校のクラスに MINT

にもっと関心を持ってもらえるようにマーケティングを行うことである。 

これから発注する予定の新しい宣伝用トラックは、二階建てにしてあり、従来の

バスのスペースの倍の広さを確保できるようにしてある。このトラックの中には、

iPad を電子装置とつなげて計測ができるような機械を積んだり、タッチスクリーン

を使ったタブレットなどの新しいテクノロジーに対応できるようにしたりしている。

ディスプレーを使ってエンジニアになるとどんな仕事ができるのかという将来像を

含めた説明ができるようになる予定である。 

 

⑦.MINT の活動を必要とする背景 

現在のところドイツの労働市場では、MINT ギャップの存在が大きな問題になって

いる。これは産業社会が必要とする「MINT を履修した若者」に対する需要が、実際

に「MINT を履修して身につけた若者」の供給に比べ、相当下回っていると推定され

ていることから生じている。 

今よりも将来はより一層ギャップが拡大するとみられている。MINT の中でもとく

に熟練技能工の量的な不足が強く懸念されている。このほか MINT に関わる高度で複

雑な対応を要する専門家などが不足するとみられている。 

 

                                                  
19 ドイツの多くの州では「基礎学校」は日本の小学校 1～4 年制に相当する初等教育の学校である。この

学校を卒業すると、ドイツの児童は原則として 3 種類ある中学校のどれかに進むという人生 初の選択

を行うことになる。 
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☛参考：MINT-EC とは 

“MINT-EC とは”（以下、GESAMTMETALL 資料から） 

MINT は－数学、情報、自然科学、技術の分野における優秀な人材を育成する

ために高等学校を支援するというドイツ経営者連盟 （the industrial employers）

の新たな取り組みであり、非営利団体 MINT- EC はドイツ全体における優秀な学

校同士のネットワーク。 

数学・情報技術・自然科学・技術（MINT）の分野において優れた成果が認め

られた高等学校が会員と認定され、会員を独自の方法で支援することで、経済と

科学の"優秀な人材の工場"（talent factories for economy and science）となるこ

とを目的としている。 

“MINT-EC の役割” 

 数学や自然科学の分野を活性化させ、大学での研究や経歴をもつ学生を受け入

れること 

 高等学校、大学、研究機関及び企業間の協力体制の構築 

 MINT 講師への実地訓練 

 学校運営の 適化及び学校間の実践交流と競争の推進 

 それぞれの地域での「指標」となるため、MINT を中心に高等学校を支援する

こと 

“MINT-EC の手段” 

 学校、大学、研究所および企業との協力による学生のための MINT キャンプ 

 ベルリンの科学に関連する場所で、学生と先生の会合の場（MINT-Get 

together）として、2 年毎の主要な討論会である”MINT400”を開催 

 校長達向けの会議と、学校運営及び学校開発に関するトレーニング 

 教科担当教員への特別な会議や研修コース 

 校長や教員向けの、異なった学問分野にまたがる会議やワークショップ 

知的な素晴らしい才能を持った学生達向けのカリキュラム 

 

“MINT-EC”の影響範囲 

ドイツの 167 の中学校 

120,000 人の生徒 

14,000 人の教師 

“MINT-EC”の資金提供者 

主に金属や電気工学産業におけるドイツ経営者団体連合会とシーメンス財団から

の資金提供。2009 年以降、MINT-EC はドイツ連邦共和国における各州文部大臣

会議の後援下にある。 
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（3）理数系教育(MINT)に関するそのほかの活動 

①.“think ING”の活動 

これは英語の thinking とドイツ語の Ingenieur(技術者)を組み合わせたもので

「技術者のことをもっと考えよう」という意味を持たせた標語である。この活動に

は次の 4 つの柱がある。 

1.工学に関する情報提供 

これは、若い人にもっと技術者のことを知ってもらい、工学研究や工学系の仕事

に就こうという若者をもっと増やそうという活動である。このためには若いエンジ

ニアの育成を図る必要がある。そこで産業団体がそのイニシアティブを取ろうとし

ているわけである。 

2.学校教育における MINT のサポート 

本サポート活動は、学校での科学教育改善を目的に行われている。具体的には、

科学の教育手法や科学教育の材料を普及させ、啓発する。或いは、科学教育のモデ

ル教育をサポートする。優れた科学教育を行う学校や先生をサポートし、好事例の

交換ができるようなネットワークを構築するなどである。 

3.科学教育についていけない児童生徒数の削減 

本活動は、高校などの中等教育サイドと大学との対話を率先して推進するために

両者との橋渡しを支援する活動である。この背景には特に数学の問題や移民に関わ

る問題がある。 

4.MINT の女性比率 

MINT における女性比率をさらに高めようという活動である。産業団体が科学技

術にもっと女性を惹きつけるために率先してサポートしようという活動である。科

学技術専攻の女性のためのネットワークを構築し、女性志願者に対するメンタリン

グの支援が行われている。 

以上の活動を think ING.online というネットワーク上でも展開されている。 

 

②.“Science on Stage Europe” 

“サイエンス・オン・ステージ・ヨーロッパ”(略称：SoS 欧州)とは、欧州中の

優秀な教師を鼓舞し、科学教育の好事例を共有するためのイニシアティブである。 

これは科学の教師間で優れた科学教育手法のアイデアを出し合い、交換し、共有

することによって科学教育手法の質の改善をはかり、MINT 教育全体のレベルを高

めることを目標にしたフォーラムである。“SoS 欧州”という場を通じて科学教師に
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「教師魂」を吹き込み、昔のような熱意を引き出すことを目標にしている。つまり

科学教育方法の改善と“think ING”の推進が“サイエンス・オン・ステージ・ヨ

ーロッパ”の活動目標である。 

この活動の結果、2013 年 6 月までに 8500 人のドイツの科学教師に事例集のブロ

ーシュアをいきわたらせることができた。ドイツの科学教師にこの活動は周知され

ている。 

Gesamtmetall はこの活動のメインスポンサーである。2013 年の予算はドイツの

“サイエンス・オン・ステージ”に 230 千ユーロ、欧州の“サイエンス・オン・ス

テージ”に 20 千ユーロ、“メインスポンサーフェスティバル”に 100 千ユーロを拠

出している。 

 

③.“think ING”との協働体制 

“サイエンス・オン・ステージ・プロジェクト”では“think ING”との協働体

制をとっている。学校での試験、プロジェクトとメディア、先生向けコース、コミ

ュニケーション、スポンサリング、サーベイが相互にネットワークされている。 

このうち、プロジェクトとメディアには科学や数学をもとにデザインされたカレ

ンダーの制作や芸術作品の展示、MINT に関する書籍、学校での展示のほか、生徒

向けのコースがあり、バイロイト大学などが関与している。 

④.ローコスト・ハイテクプロジェクト 

“ローコスト・ハイテクプロジェクト”は“サイエンス・オン・ステージ・プロ

ジェクト”の一つである。目標は理科教育の改善と”think ING”の推進にある。この

活動のおかげで 2013 年 6 月までに 8500 人もの理科教師が事例集を手にし、”think 

ING”活動についてドイツの理科教師に広く知られるようになった。 

⑤.日本との関係 

当 MINT-EC センターは、日本のスーパーサイエンスハイスクール（SSH）との

交流がある。面談者は 2012 年および 13 年に、「SSH 生徒研究発表会」（横浜で 8

月に開催）に参加しポスター発表を行ったドイツ側の MINT-EC 高校の生徒を引率

して来日した。 

同発表会での発表を拝聴して気が付いたことであるが、日本の SSH 校の中には

必ずしも英語でのプレゼンが得意でないところも見受けられた。また 2012 年には

JST 等が鹿児島で開催した日独シンポジウム「社会からの理科教育支援」にも参加

してきた。 

なお、面談者は JST の理数学習支援センターの担当の方とは、今年の 4 月に

MINT-EC が参加している“サイエンス・オン・ステージ・欧州”が開催した“サ
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イエンスオンステージ・フェスティバル 2013”の視察に来独して以来の交流がある。 

  

☛参考：JST の視察報告  

サイエンスオンステージ・フェスティバル 2013（フランクフルト・オーダー）視察報告 

以下 2013.6.7 JST 理数学習支援センターの資料から抜粋 

 

視察目的：非営利団体 SoS20 ヨーロッパが企画する SoS2013（4 月 25 日～28 日、スウビツ

ェ、ポーランド）においては、欧州地域 24 カ国とカナダの初等中等学校の理科教員 380 名が、

優れた教材や演示実験を公開して、好事例を紹介しあうとともに、優秀教員が顕彰される。

SoS2013 に参加して情報を収集し、日本の教員の資質向上のための施策の策定に資する。また、

SoS2013 を視察するドイツの理数教育重点校 MINT-EC 校の理科主任に対して、日本の SSH 

等の理科教育支援施策を紹介し、日本とドイツとの交流を促す。 

視察者： 理数学習支援センター研究開発担当 主任アナリスト 小椿 清隆 

同    木庭 治夫 

サイエンスオンステージ・フェスティバル 2013 の概要 

非営利団体サイエンスオンステージ・ヨーロッパ（Science on Stage Europe、以下「SonS ヨ

ーロッパ」という）が企画するサイエンスオンステージ・フェスティバル 2013（Science on Stage 

Festival 2013、以下「SoS2013」という）（注１）が、スウビツェ（ポーランド）においてポー

ランドとドイツの共催で 4 月 25 日～28 日に開催された（注２）。SoS2013 は、主に欧州地域

の初等中等学校の理科教員が教材や演示実験の好事例を発表し優秀な教員を顕彰する場であり、

教員の交流を通じて教員の資質を向上させ、理科の科目に対する児童生徒の興味関心および理解

を高めることをねらいとしている。 

SoS2013 の主な催しは、次のとおりである。 

― フェア（すべての参加者によるポスター発表、210 件） 

― オンステージ・プレゼンテーション（ステージでの実演、20～30 分／件、7 件） 

― ワークショップ（授業の手法を紹介、60 分／件、25 件） 

― マスタークラス（授業の発想を紹介、30 分／件、18 件） 

― トーク（授業の手法、科学の専門的な課題等の講演、30 分／件、5 件） 

各国の参加者は、国ごとに設置される国内推進委員会（National Steering Committee、NSC）

により独自の基準（注３）で選定され、フェア会場でポスター発表を行う。フェア以外の催しに

ついては、NSC の推薦に基づいて大会運営委員会が選定する。ポスター発表件数（注４）は 210 

件、参加人数は 380 名であり、参加国数（注５、６）は 25 カ国であった。 

（注 1）サイエンス・オン・ステージの経緯、体制等については、別紙参照。 

                                                  
20 SoS:サイエンス・オン・ステージの略(本脚注は NSRI) 
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（注 2）会場は、スウビツェ（ポーランド）にあるコンベンションセンターのコレギウム・ポロニカムで、

アダム・ミツキェヴィッチ大学（ポズナン、ポーランド）とヴィアドリナ国際大学（フランクフル

ト・オーダー、ドイツ）が共同運営している。 

（注 3）一般的には国内予選を開催する国が多いが、人口の少ない国では、書類審査による国もある。 

（注 4）一国のポスター発表件数は、人口に応じて上限が設定されているほか、開催国の特別枠がある。

また、参加人数には各国の運営関係者を含む。 

（注 5）参加国 25 カ国のうち、EU 加盟国は 22 カ国、EU 非加盟国は 3 カ国（表の国名に「*」が付

されている国）である。 

 

（注 6）ヨーロッパを中心とする SonS に、カナダがヨーロッパ以外の地域から唯一参加している経緯は

次のとおりである。 

SonS の前身に当たる「フィジックスオンステージ」が 2000 年にジュネーブで開催された。

ジュネーブはスイスの中ではフランス語圏に属し、一方、カナダのケベック州はフランス語を公

用語とするフランス語圏であり、両地域は従来から交流が深かった。2000 年にジュネーブに滞

在していたケベック州の理科教員がフィジックスオンステージに参加し、この企画が理科教員の

育成に効果的であると感銘を受け、カナダに帰国後カナダの国内推進委員会を設立した。同委員

会を通じてカナダは、2002 年に開催された「フィジックスオンステージ２」以降毎回参加して

いる。 

なお、日本が SonS に参加することについては、上述のカナダの事例と同様に、日本に国内

推進委員会を設立して SonS ヨーロッパに加盟すれば認められる。一方、加盟しないで参加す

ることは原則としてできない。SonS2013 においては、次の 5 つの基本テーマが設定され、参

加者のポスター発表はいずれかのテーマに分類される。 

― 探求的な学習 

― 情報通信技術 

― 幼稚園・小学校における理科 
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― 学校間連携 

― 学習環境 

フェア（ポスター発表）においては、5 つのテーマごとにそれぞれ 1 件に対して、インテル

賞（賞金 500€（約 6 万 5 千円）および Intel ISEF Educator Academy（注７）への招待）が

授与される。また、すべてのポスター発表を対象に来場者の投票により選定される会場賞（ポー

ランドの美術品）１件が授与される。 

（注 7）Intel ISEF Educator Academy は、教育関係者および政府関係者を対象として理数学習支援につ

いてのシンポジウムで、Intel ISEF（国際学生科学フェア）に合わせて 5 日間開催される。イン

テル賞の審査は、大会運営委員会が指名する 15 名の審査員により、次の 5 項目を勘案して審査

される。 

― 児童生徒の科学への興味関心の増進 

― 日常生活との関連 

― 持続的な効果 

― 日常的な学校生活での利用可能性および費用の妥当性 

― 探求的な学習の推進 

視察を終えて 

SonS は、欧州諸国（カナダを含む）の理科教育に関する優秀な事例を集め、更に優れたもの

を選出し、顕彰することが目的である。また、理科教育に関わる教員が、教材や実践を通して交

流することも、大きな目的のひとつである。欧州諸国の代表が集い、各国の理科教育について、

現場の教員が直接情報交換できるのは、教員の指導意欲を更に高めるだけでなく、国を超えてお

互いの指導レベルを確認できる貴重な機会となっていた。 

また、SonS は、欧州諸国が連携して国際的な組織で取組んでいる。言葉や文化が異なる国々

が、「理科教育の充実」という共通のテーマで集い、情報交換できる場を設けたこのフェスティ

バルは、非常に意義深いイベントである。 

日本においても、「理科教育ルネッサンス」や「青少年のための科学の祭典」、JST 主催の「サ

イエンスアゴラ」など、研究や実践の好事例が発表され顕彰される取組は存在する。このような

取組を更に拡充し、国内に留まらず、国際的な連携ができれば、理科教育に携わる教員にとって、

大きな励みになるであろう。しかし、現在のところ、日本の優秀な理科教員が、その実践を発表

したり評価されたりする国際的な場は整えられておらず、SonS の取組の視察は、今後の事業展

開の方向性を探る貴重な機会となった。 
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3.訪独調査のまとめ 

1）科学・技術教育の概況 

（1）労働市場におけるミスマッチ 

米国は STEM 分野を適切に学ぶ高校生・技術学校生・カレッジの学生が大変少

ない21。その結果、何万という職が応募資格不十分のまま未充足状態にある。なお、

STEM は S(科学)、T(技術)、E(工学)、M(数学)の略で英語文献では頻繁に目にする

表現である。 

ドイツも同様に技術系や技能系の不足感や欠員への懸念が強くみられ、産業界を

中心に労働市場におけるミスマッチが生じていると認識されている。ドイツでは英

語の STEM に相当する表現として MINT が使われており、産業界を中心に MINT

教育の強化が叫ばれ、小学校入学前から MINT の普及啓発活動に取り組んでいる。 

MINT はそれぞれ M(数学)、I(情報科学)、N(自然科学)、T(技術)の略で STEM と

の違いは MINT には情報科学が入っている点が異なる。しかし、その志向している

方向はほぼ同じである。 

（2）シーメンス財団の MINT 支援活動 

今回の訪問調査において仲介の労を取ってくれた方はシーメンスの元役員であ

り、2012 年度の日機連シンポジウムにおいて MINT について紹介してくれたこと

が今年度訪独調査のきっかけになった。そこで同社の MINT 活動について調べてみ

たところ、高校生クラスへのデュアルシステムの提供や大学生クラスへのインター

ンシップの提供の他にもMINT関係の奨学金制度の提供など様々な事業を行ってい

ることが判明した。 

中でもシーメンス財団は MINT 教育について並々ならぬ貢献をしている。そこ

で同財団の HP から当該部分を抄訳してみた。特に注目される点を抜き出してみる

と以下のとおりである。 
                                                  
21 ①詳細は“(2)シーメンス財団の MINT 支援活動”の同財団 HP の記述を参照 

http://www.siemens-stiftung.org/en/education/science-and-technology-education/mint-ec-partnership.html 

②National Math and Science Initiative では米国の高卒の状況を the STEM Crisis と呼んでいる。

https://nms.org/Education/TheSTEMCrisis.aspx 
③President Obama’s Shoot-out to the German Vocational System（By Jacob Friedman）をみると 

http://www.skilledup.com/blog/president-obamas-shoutout-to-the-german-vocational-system/ 

ドイツ式のデュアルシステムが称賛され、即断はできないとしながらもブルックリンにあるポリテク

高校が IBM との協働により、普通の高校よりも長く学校に滞在し、夏も学校でより多くを過ごすこ

とで、数学・科学・技術分野で準学士のレベルの力を身につけて卒業し、IBM に就職するという事例

が「好事例」として紹介されている。 
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～PISA の学力調査で明らかになったことはドイツ国内で行われている理数系教

育は不適切だということである。女子は特にこの分野で不利益を被っている。理数

の代わりにほかの科目を選択し、科学技術をキャリアとするのはほんのわずかしか

いない。それゆえ、当財団は MINT－EC の活動を支持する。 

MINT－EC（MINT センター）における中等教育分野の活動をみると、海外で

はトルコのドイツ学校で MINT 教育を推進している。MINT－EC の活動は MINT

教育の授業指針となっている。 

我々は子供たちの「経験したい」といった欲求や知識欲を満たす経験の場を提供

する。当財団は MINT プロジェクトを提供し、子供たちや教師、教育者を支えるた

めのイニシアティブをとってきた。それが次の Experiment, Ki-Tec、Knowledge 

Factory, Little Scientist House, Media Portal, Student Competition などの諸事業

である。 

①Experiment 
“Experiment”は入学前児童、小中高の教師に焦点を当て、「発見を通して学習

する」という考え方に基づき、自然現象を観察・探査し、科学と技術の関係を理解

し、経験を身につけることを狙いとした実験プロジェクトである。特にエネルギー、

環境、健康問題に焦点を当てている。この実験は卒業生が現役の児童生徒に教える

という形で行われ、知識の拡張ができるような仕組みになっている。これらの支援

材料がポータルサイトからダウンロードできる。 

“Experiment”は三段階からなる。4-7 歳層、8-12 歳層、10-18 歳層でそれぞれ

実験を計画したり、遂行したりするための詳細な説明書が付属している。説明書や

教育材料はすべて無料でダウンロードできる。 

特に 8-12 歳層、10-18 歳層については教師向けのものも用意されている。

“Experiment”のコアの部分は、先生に対する訓練プログラムからなる。このコー

スに携わった教師は、その後 STEM 教師として数日間続く教師訓練プログラムのた

めの普及チームの一員として近隣の学校で働く。こうした順次取り組みが周辺に波

及していくように考えられている。 

なお、Experiment Center の設立とは別に「科学発見と語学の推進」というパ

イロット事業が、シーメンス財団とババーリア州当局との間で 2012 年に共同教育

として開始された。 

②Ki-Tec 
“Ki-Tec”は、子供による技術の発見を導くことを展望したプロジェクトである。

子供たちの好奇心や科学的な詮索好きを引き出そうとして考えられた事業である。

機材と教材のセットがあり、児童は自動車や電気工学の仕事にチームで取り組める
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ようになっている。 

③Nawi experiment kit 
“Nawi experiment kit”は児童の素朴な疑問に応えることができるようにしようとい

うプロジェクトである。「ロープはどうやって作るの？」、「見えないインクで書いた紙を

熱するとなぜ見えるようになるの？」小学生の児童はこういう疑問を持つ。子供たちは

“Nawi experiment kit”で遊ぶことによって自然とその答えを知ることができる。この

キットには 46 の実験セットが入っている。このキットは、空気や水、食料といった科学

的背景を持った問題について、30 名までの児童を教えることに役立つように作られてい

る。 

④Knowledge Factory 
 “Knowledge Factory”は、全ドイツの 70 に及ぶ企業と財団のネットワークからな

る。このネットワークは全児童・生徒の教育をカバーし、若い事業主を支援する土台と

もなっている。子供たちは自分の将来をデザインする熱意を引き出せるようになってい

る。 

地域の 1000 人以上の事業パートナーは、地域の学校と協力したり、地域の教育パート

ナーと協働したりする。主な関心は、子供たちの科学技術に対する関心を引き出し、自

然科学・技術・語学・経済に携わり、お互いに話をしあうことに専念する。 

こうした体験によって好奇心の塊のような子供たちは、自分を取り巻く世界の虜にな

るものだ。早い時期からこういう現実社会の成り立ちや仕組みに興味と関心を掻き立て、

その後もずっと育み続けることが重要だ。“Knowledge Factory”は、そのための良い機

会とすることが目標となっている。 

⑤Little Scientist House 
“Little Scientist House”は 2006 年から始まり、入学前児童や小学生の児童に男女

の別を問わず、探究心を持続的に涵養するイニシアティブとして始まった。 

子供たちの平常の生活の中に、自然科学や数学・科学技術というものを早い時期から

溶け込ませようという狙いが込められている。“Little Scientist House”によって子供た

ちの自然現象や技術的なものに対する熱情を駆り立て、ひいては彼らのこの方面の才能

を将来の職業生活に役立てようというプロジェクトである。 

⑥Media Portal 
“Media Portal”は、入学前児童や小学生、中学生向けのデジタル教育材料である。

ここから MINT に関わる様々な資料・教材について、無料で自由にダウンロードするこ

とができる。科学教育は一国の未来を拓く梃であり、長期にわたる社会発展の礎をなす。 
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⑦Student Competition 
“Student Competition”は中等学校生徒むけのコンペである。このコンペにはドイツ

では 10 年制以上22から、オーストリアでは上級の 6 年生以上から、スイスは中等学校の

第Ⅱレベルから参加できる。トルコなど欧州中のドイツ学校が参加できる。 

参加者は高等教育のためにということでトータル 100 千円ユーロの賞金を受け取るこ

とができる。この賞金はシーメンス財団から生徒ばかりでなく、監督をした指導者の所

属部門にも与えられる。先生の果たす役割は極めて重要であることから生徒ばかりでな

く教師も表彰対象となる。教師もコンペに参加することの意義は大きい。参加すること

によってほかの教師や生徒のアイデアを共有しあったたり、教師同士のネットワークを

共有したりする機会が持てる。 

2007 年以来、コンペは特定のテーマ、例えば都市化、気候変動、水資源などのテーマ

に挑戦している。生徒はそういったテーマのもとで持続的戦略と解法の開発を競うこと

になる。 終ラウンドが終わると生徒たちはパートナー大学であるアーヘン工科大学、

ベルリン工科大学、ミュンヘン工科大学のドイツ三大工科大学でセミナーに招待され、

個人の嗜好に沿った学位プログラムを学ぶことができる。 

また、生徒は向こう二年間のチューターの支援を受けることができる。そこで学位プ

ログラムや職業訓練を受けることができ、インターンシップなどで生じた疑問に答えて

もらうことができる。 

チューターはシーメンスの国際奨学プログラムの卒業生が当たることになっている。

また、卒業生向けの特別なプログラムもあるので、準決勝、決勝ラウンドまで進めた生

徒は卒業後もお互いに会ったり、接触したりする機会を持つことができる。 

⑧MINT キャンプ 

MINT エクセレントスクールにおいて毎春秋に全国で 8～10 の MINT キャンプが行わ

れる。MINT キャンプは 4 日間の日程で、全ドイツ中で行われる。取り扱われるテーマ

は、飛行機・船舶技術、宇宙物理、アンドロイドアプリのプログラミング、半導体技術、

数学と薬学といった特定の MINT 関連テーマである。 

このキャンプは MINT エクセレントスクール、大学、研究機関、企業が共同で計画し、

指導する。キャンプでは将来の研究や職業選択について考えたり、小グループに分かれ

ての実務的な作業に焦点が当てられたりする。生徒はキャンプに参加することによって、

MINT の中で研究すべき分野を学ぶとことができる。実際の実務的な例を見ることによ

って、高校を卒業した後で学ぶべき MINT テーマの可能性などを探る機会とすることが

できる。 

 

                                                  
22 10 年制：後期ギムナジウムの一年生、日本で言えば高校一年生に相当 
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2）業界団体の MINT 支援活動 

今回訪問した VDMA,ZVEI は、いずれもそれぞれ機械工業と電気電子工業を束ねる団

体であるが、ドイツの技術・技能教育の典型であるデュアルシステムについて、力のこ

もった支援体制をとっていることが窺われた。また、両団体の上位機関である

Gesamtmetall においては、理数系教育の推進を支援するために MINT EC というセンタ

ーを設け、資金も人材も豊富に投入し、普及啓発活動を行っている。 

また、ドイツ物理学会においてもこうした産業団体とも協力しながら、中等教育段階

の物理教育に熱心に取り組んでいる。 

International Young Physicists' Tournament( or “Physics World Cup”)は、中等教育

段階の生徒によるチーム志向の科学競技会であるが、ドイツ物理学会が力を入れている

取り組みの一つである。この競技会では生徒が過去数か月にわたって取り組んできた科

学問題についての解法をプレゼンし、他のチームとの討論を行うという形式がとられて

いる。生徒はリポーターチーム・対戦相手となるチーム・リビューワーとなるチームの

三者に分かれ、国際専門家審判団が評定を行う。 

この競技会はフランス発の組織であるが、2013 年現在日本は未加盟ある。開催地をみ

ると、台湾 2013 年、英国 2014 年、タイ 2015 年、ロシア 2016 年と続いていく。 

 

3）理数系教育強化の背景と実践 

ドイツの産業団体が理数系教育に熱心に取り組む背景には、少子高齢化、若年人口の

減少、理数系離れ、製造業離れが続いていることがある。その一方、ドイツの製造業は

輸出が好調23である。現地ではこのままいくと将来必要とするエンジニアの十分な確保が

難しくなること、さらには技能工の必要数確保が困難に見舞われると懸念されている。 

そこで産業界は単に懸念するだけにとどまらず、こうした問題への解決の一助となる

よう自ら資金を拠出し、人員も割くことによって理数系教育強化運動(MINT)を展開して

いる。Gesamtmetall 内に設置された MINT-EC（MINT センター）などで実施している

MINT の普及啓発活動事業や、シーメンス財団が支援している MINT の各種プロジェク

トなどはその象徴である。 

MINT とは、理数教育強化運動とも言い換えることができる。具体的には企業や産業

界が中心になって、幼稚園から高校生までを対象に工学を含む理数系キャリアへの広

宣・啓発活動を展開する運動である。こうした運動を推進しようとする背景には「ドイ

ツは基本的に資源のない国であり、頼れるのは人の知識だけである。」（VDMA ヒアリン

                                                  
23 「また、2000 年代後半以降、ユーロが対ドルで、減価傾向で推移していることも、ドイツの輸出にと

って追い風になっている。」ものづくり白書 2012 年第三章ｐ365 より 
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グ）という認識がある。それ故に「よく教育されたエンジニアの確保に力を入れている。」

（VDMA ヒアリング）のである。 

 

4）資格へと繫がる教育・職業訓練システム 

（1）資格社会 

ドイツは資格社会である。学校教育も資格が重視される。義務教育を終了はしても修

了は別である。日本の中学にあたる基幹学校を卒業してもその修了資格を得られない生

徒も出てくる。就職するには義務教育としてのデュアルシステムを経てその 終試験に

パスし、初等職業資格を得てからでないと正式に就職することは難しい。 

（2）資格の国際通用性 

日本では技術者と技能者の区別はやや曖昧なところがあるが、ドイツは他の欧米諸国

同様にエンジニア・テクノロジスト・テクニシャンの資格要件が明確に存在する。ドイ

ツの場合、エンジニアは大学で学士号を得ておく必要がある。テクノロジストはいわゆ

るマイスターに相当し、エンジニアとテクニシャンの中間に位置し、機能する。職業訓

練生の講師はマイスター資格保有者がなければ付くことはできない。テクニシャンとエ

ンジニアの間に立って両者の調整役を担うのも子のマイスターつまり、テクノロジスト

の仕事である。テクニシャンは日本語では技能工に当たる。 

なお、JABEE24の解説によれば、技術を担うもの(engineering practitioner)は、知識

の応用と構想力を中核能力とするエンジニア engineer、技能を中核能力とするテクニシ

ャン technician、両者の中間的性格をもつテクノロジスト technologist の三つの職務に

分類される。中核能力の違いに応じてそれに必要な基礎教育期間も異なり、中等教育終

了後エンジニアには４年以上、テクノロジストには３年以上、テクニシャンには２年以

上の専門教育が求められます。簡単にいえばエンジニアは工学系の学士課程、テクノロ

ジストは工業高等専門学校、テクニシャンは技能訓練学校の修了者となるとされている。 

技術者教育の実質的同等性を相互承認するための国際協定としてワシントン協定25が

あり、日本では日本技術者教育認定機構 (JABEE)が 2005 年加盟している。 

                                                  
24 JABEE と認定制度から抜粋 http://www.jabee.org/about_jabee/concept/200707-1/ 
25 ワシントン協定：1989 年発効。プロフェッショナル・エンジニアリング資格の実質的な同等性を保証す

る資格で通常、4 年の修学年限を要する。シドニー協定：2001 年からエンジニアリング・テクノロジー

資格の実質的な同等性を保証する資格で、通常、3 年の修学年限を要する。ダブリン協定：2002 年から

発効しているテクニシャン・エンジニアリング資格で通常 2 年の修学年限を要する。

（http://www.washingtonaccord.org/より） 
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（3）職業教育の象徴：デュアルシステム 

総じてドイツの教育は職業教育中心の教育体系がメインである。その象徴がデュアル

システムである。これは主として高校生相当を対象に行われ、学校における教育と企業

における職業訓練が二列併進の形で実施される教育訓練システムである。 

デュアルシステムはドイツ教育の 大の特長であり、近年は大学版にも拡張されつつ

ある。このシステムは、高校生版がデュアルシステムと称されるのに対し、大学生版は

デュアル・スタディ(or デュアル大学)と称されている。 

（4）デュアル・スタディ：デュアルシステム大学版 

デュアル・スタディはバーデン・ビュルテンベルク州などがメインの推進者であった

“Berufsakademie”(協働教育大学、連邦の公式統計上は大学ではない高等教育機関)で

行われていた教育である。すなわち学生は企業に採用されると、大学に登録され、社員

と学生の二つの身分を得る。3 か月ごとに授業と企業での職業訓練・就業体験を反復し、

3 年目に試験にパスすれば学士号が与えられる。大学によっては修士課程を設けていると

ころもある。この資格は EU 域内のどこでも通用する。 

この大学は 2010 年から Duale Hochschule として正式に州立のデュアル大学に改組さ

れるとともに法的にも認定され、大学としての実質を備えるに至った。このデュアル・

スタディが同州の垣根を越えて他州にも広がりつつある。（今回の訪問時に確認できたこ

と） 

現在26、バーデン・ビュルテンベルク州、サクソニー州、チューリンゲン州とベルリン

市には州立のデュアル・スタディ(デュアル大学)があり、ヘッセ州、ニーダ―ザクセン州、

ハンブルク、ザールランド州、シュレスビッヒ・ホルシュタイン州には私立の同様の大

学がある。 

なお、メルケル首相はデュアルシステムのことを「ドイツの競争力の源泉！」と称し

ており、「ドイツの職業教育は世界におけるドイツの品質保証書27である」とも言及して

いる。米国のオバマ大統領もドイツ式教育を称賛している。 

 

 

 

                                                  
26 Studieren.de の Berufsakademien / Duale Hochschulen：から引用

http://studieren.de/berufsakademien.98.html?&tx_assearchengine_pi1[page]=2&cHash=e3a5969e9
c01d3e707985f5b3f4cb164 

27 職業教育は未来の経済繁栄への鍵 Stefan Gallon シュテファン・ガロン 駐日ドイツ連邦共和国公

使 経済・科学部長 http://www.ovta.or.jp/div/publishing/qmagazine/2214/242_1.html 
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5）ドイツの教育事情で特徴的なこと 

（1）職業とリンクした教育制度 

学生も生徒も職業に就くために教育を受ける。従ってデュアルシステムに就くことは

だれにも当たり前のことであり、学生時代に内外で 1 年ほどをインターンシップに充て

ることも珍しいことではない。これは日本の多くのインターンシップは１週間かせいぜ

い 2 週間とごく短いのに比べ対照的である。 

（2）産業界が教育に密接にかかわる風土 

ドイツでもギムナジウムのような日本で言えば普通科に相当する高校教育を卒業する

生徒が増加する傾向にある。このコースの卒業生は一般教養を履修する。従って社会に

出ても学んだ知識等が即役立つとは限らない。一方、産業界にとって新卒の即戦力低下

は歓迎しにくい。産業界はこうした背景から、大学生版のデュアルシステムを導入しよ

うと立ち上がる。ここがドイツらしさであるが、産業界が官界とともに新しい教育制度

を立ち上げるとともに志願者や卒業生を温かく迎え入れ、育ててきた。これがシュツッ

トガルトモデルと呼ばれる大学生版デュアルシステムである。 

一部の州で始まったこの試みが、実際に卒業生が活躍するようになってきたことから

他州にも広がり、現在は多くの大学版デュアルシステムとしてのデュアル・スタディが

ここかしこで見られるようになっている。 

（3）応援する産業社会と行政 

理数系離れは幼児の段階からの対策が重要との考え方に基づき、幼稚園から理数系や

科学技術などに慣れ親しませるような活動が産業団体主導で行われている。これに対し、

日本でも出前授業のような形で同様の活動が見られるが、個別企業が孤軍奮闘している。

一方、ドイツは各企業が団体を通じて協力して活動をしている。日本は点ごとの活動で

あるがドイツは産業団体による面の活動といえる。 

（4）上級学校にただちに進まなくてもよいと考ええる風土 

日本の子供たちは人生の進路を単線で一方通行的に考えるのが普通である。小学校を

卒業し、中学に行き、高校に行き、大学に進み、就職する。しかし、ドイツでは必ずし

もこうした進路を当たり前と考える児童・生徒ばかりではない。中にはわざわざ回り道

を選択し、将来の職業展望を明確にしてから大学に進学しようとする。すぐに大学に入

れる資格があるにもかかわらず、いったん職業訓練を受けてそれから改めて進学する生

徒も出てくる。建築博士号を有する人がかつて大学に入る前に大工さんに弟子入りして

大工としての職業資格を得てから進学し、博士課程まで進んだという例が見られる。 
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また社会がそうした学生を受け入れることに抵抗感を持たない。職業訓練システムは

中世以来の徒弟制度を引き継いでいるが、そこで行われる訓練課程を重視することが企

業にとっても本人にとっても大事なことだという認識が社会で共有されている。職業訓

練の重要性については経営学者も評価しているところである。 

デュアルシステムを経て就職してから、大学に入りなおす学生も珍しくない。デュア

ルシステムで優れた実績を上げるとそうした生徒も学生として迎え入れることができる

専門の大学もある。社会への出方が幾通りもあるのと同じように、大学にも複数のタイ

プがあり、入学時点の年齢もさまざまである。日本では単線志向が根強く、小中高大と

進む以外はどちらかというと「個性的」とみなされる可能性がある。これに対し、ドイ

ツでは何歳だから大学に行くという固定観念が希薄である。 

但し、ドイツでは「いつまでも大学生」に対する批判はある。大学生の年齢の幅をみ

るとドイツは日本と比べはるかに年齢幅が広い。従っていつまでも大学に居残っている

という批判が生じる。これは年齢の縛りが薄いために居続けやすいという事情の他に単

位を取る壁が高く、いつまでも単位を取れない学生がいるという両方が関係している。 

（5）就業経験を重視する社会風土 

ドイツの職業系の学校の入学要件をみると、「就業経験 5 年以上」という要件が中等学

校卒業資格と同等に扱われている例が見られる。これに対し、日本ではいくら実務経験

を積んでもそれが入学資格要件にカウントされる例はないのではないか。 

もっとも資格がすべての社会であり、卒業はしても“修了”と“終了”とは峻別され

る。その結果、中学卒業資格の無い層ができてしまう。こうした層は非熟練の仕事に就

くことになり、非正規就業者の母体となりうる。但し、こうした層であってもやる気さ

え出せば救済できる制度は備わっている。職業訓練契約が結べない生徒に対する支援制

度もある。何歳からでも大学や上級学校に行ける仕組みがあり、年齢要件は見られない。 

（6）いわゆるマイスターについて 

日本では「マイスター」とは熟練度合いの高いスーパーマンのような技術・技能者と

いうイメージが付きまとう。ドイツのマイスターには二種類の区別がある。企業のマイ

スターと自営業のマイスターである。マイスターは記述のシドニー協定におけるエンジ

ニアリング・テクノロジー資格に相当し、マイスター学校で 1 年間みっちりと技術から

経営・教育までの幅広い学習をし、試験に合格した人を指す。マイスター資格がないと

デュアルシステムの講師・教師を務めることはできない。 

企業のマイスターの教え子が大学生の場合、彼らが卒業してエンジニア資格を取得し

て正式入社してくるとかつての教え子が即上司になる。 
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マイスターは職業訓練課程における教師役となることでドイツ社会における技能伝承

が制度的に行われることを担保していることになる。訓練過程では当然に社会スキルの

伝承も行われる。マイスターはつまり技能伝承の主役でもある。 

6）まとめ 

日本と同様に少子高齢化が進むドイツでは、輸出を中心とした製造業の好調を映して、

人材不足の顕在化が懸念されている。このため、主として産業界主導により MINT(数学・

情報技術・自然科学・技術)教育の普及啓発に注力しており、幼稚園から男女の別なく「体

験による感動の機会」を幅広く提供する活動を行っている。 

一方、理科等の教育は教師の力量に負うところが大であることから、理数系教師を対

象とした「教え方のノウハウ」や「教育ツールの開発」が重視されている。好事例の収

集・発刊のほか、ノウハウ等の交換、教師交流の場を EU 域内で実施するなど、MINT

教育の質の改善に注力しており、普及啓発活動と同様、産業界が主導している。 

技能者教育についてはドイツ特有のデュアルシステムが機能している。業界団体は傘

下企業や州政府・職業学校・IHK と連携してシステムの発展に貢献。 近は高校生レベ

ルを対象としたデュアルシステムの他に、大学生を対象としたデュアル・スタディと呼

ばれる新しい動きが広まりつつある。ともに企業における実践的実務的職業訓練と教育

機関における授業とが交互に反復並行して行われる。 

学生・生徒らは就業の場で実務を実地に体験するとともに、理論の応用例を目の当た

りにすることができる。こうした体験・経験によって学習インセンティブを高めつつ授

業に臨むことができる。 

こうした風土を反映して、大学版デュアルシステムの他にも高校段階で国家資格であ

る科学実験員コースを受験し、資格を取得できるという特長を有する科学高校が現存す

る。しかも、大学入学資格を得たのちにさらにこの科学実験員資格を取得し、そのうえ

で大学に進学する二重資格コースまである。 

この高校は科学高校と英訳されているが、本校には実験のための施設が完備しており、

科学実験員の資格試験において特別に優秀であれば Abitur なしでも大学に入学できると

いう制度もある。校長先生の意識には「企業ニーズに即した教育をすることが本校の使

命である」との考え方がある。大学に進む生徒は入学段階において既に職業意識を明確

に持っており、それゆえに高い学習意欲を持って進学することができる。 

なお、デュアル・スタディについては一部の州で行われていたにすぎなかったが、現

在では、多くの州や市に広がりを見せており、連邦ベースに拡張する動きも見られるよ

うになっている。 
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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 

近問題となっている製造業の若手技術者・研究者の能力不足について、理数系離れに

よる学力の低下が大きな要因の一つと考えられる。 

本シンポジウム全体のテーマは「理数系学力の強化とものづくり人材」、パネルディスカ

ッションのテーマは「製造業の技術者の質向上に向けて～理数系学部進学者の学力向上策

を検討する～」である。本シンポジウムを通じ、 近の若手技術者･研究者の基礎学力低下

に伴うモノづくりの危機に対する打開策を議論する。 

 

2）シンポジウム開催概要 

日時：平成 26 年 2 月 7 日(金) 13 時～17 時 30 分 

場所：機械振興会館 6 階 D1 号～D2 号(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 

3）シンポジウム次第 

（1）主催者挨拶 

岡村  正  一般社団法人 日本機械工業連合会 会長 

（2）来賓挨拶 

小川  誠  経済産業省 大臣官房審議官(雇用・人材担当) 

吉田 大輔 文部科学省 高等教育局局長(挨拶ならびに講演) 

（3）講演 

西村 和雄   神戸大学 社会科学系 教育研究府 特命教授 

国際教育学会会長 

京都大学名誉教授 

日本学士院会員 

野崎 晃平  (株)豊田自動織機 常務執行役員 
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（4）パネルディスカッション 

モデレーター 

大森 不二雄 首都大学東京 大学教育センター教授 

 

パネリスト 

北野  誠 (株)日立製作所 日立研究所 主管研究長 

野崎 晃平 (株)豊田自動織機 常務執行役員 

八木  匡 同志社大学 経済学部 教授 

久保 司郎 摂南大学 理工学部 教授，大阪大学名誉教授 

 

2.シンポジウムの要旨 

1）主催者挨拶 

岡村正氏(一般社団法人日本機械工業連合会 会長) 

機械工業を始めとするモノづくりに携わる製造業では、台頭著しいアジア新興国との競

争の激化に苦戦を強いられている。このような状況を解決する重要な手段の一つとして、

イノベーションによる新たなビジネスの創出や、それらを事業化し、社会経済に貢献する

人材の育成が何よりも求められており、産業界に取っても重要な問題である。それらの実

現には、製造業若手技術者・研究者の更なる能力向上が必要だ。特に機械工業などモノづ

くり関連産業には、物理学を始めとする理数系学力の一段の底上げが重要である。 

弊会では、このような認識に立ち、早くから理数系教育の質向上の必要性を論じている

「国際教育学会」や青少年や若手技術者の工学教育に力を入れている「日本機械学会」と

ともに平成 23 年度に、国際教育学会会長で日本学士院会員の西村和雄･京都大学名誉教授

を部会長に「理数系グローバル人材育成・教育に関する調査専門部会」を立ち上げた。本

部会では、技術系人材、特に若手技術者･研究者の理数系学力の実態について調査検討を行

うとともに、ドイツを始め欧米各国の研究者・専門家とも理数科教育の向上について、交

流を図ってきた。 

本シンポジウムは今回で第 3 回目となる。全体のテーマはこれまでと同様「理数系学力

の強化とモノづくり人材育成の課題」と題した。本年のパネルディスカッションのテーマ

は「製造業の技術者の質向上に向けて」と題し実施する。 

本シンポジウムが所期の成果を収め、日本のモノづくり危機の打開を図る上で、多少な

りとも役立つことを期待する。 

 

― 112 ―



 

 

2）来賓挨拶 

（1）小川誠氏(経済産業省 大臣官房審議官 (雇用・人材担当)) 

本シンポジウム開催の挨拶とともに、経済産業省として理数系学力の問題についてどう

考えているかということもあわせて述べたい。日本の産業競争力の強化は、経済産業省に

とっても も関心が高いことの 1 つだ。今までは、日本機械工業連合会の会員企業をはじ

めとする日本企業が輸出を通じて外貨を獲得し、日本経済で貿易黒字が定着していた。し

かし、ここ数年では、貿易赤字が増大するなど状況が変わってきた。円安や化石燃料の価

格高騰といった要因もあるが、日本のモノづくり産業の貿易黒字が減っているというのも

事実だ。 

日本の製造業競争力チャート(2013 年版ものづくり白書)によると、日本の競争力の源泉

は産業集積や技術力にある。一方、産業基盤やグローバル化、労働力、経営力は弱いとい

う結果になっている。日本の技術力は主要国に比べ高く評価されているようだが、技術力

を支える研究開発費は対名目 GDP 比で韓国に抜かれており、金額ベースでも韓国や中国が

過去 10 年で 3～5 倍に増えているのに対し、日本は横ばいで伸びていない。 

同じく技術力を支える人材についてのアンケート調査によると、「技術系人材の採用が充

分にできていない」という声が企業からあがっているようだ。採用がうまくいっていない

大の理由としては、「技術系人材の絶対数が少ない」が 42％、「技術系人材の質が低下し

ている」が 34％となっており、「採用しようにも、採用できるレベルの人がそもそもいない」

という問題があるようだ。因みに、技術系人材の採用が充分できているという企業はわず

か 6.7％にとどまっている。特に採用が困難な学科・分野としては機械工学や電気電子工学、

材料力学・材料工学があげられていることから、基本的なものづくりに結びつく分野で人

材が不足していると考えられる。その背景には、基礎的なモノづくりに結びつく分野に係

る学部・学科が減少している、実際に機械に触ったことがなく紙上の勉強が中心になりが

ち、大学での基盤的な研究では資金支援を受けにくい、学科に横文字の新しい名前をつけ

ないとなかなか学生が集まらない、といったことがあるようだ。また、初等中等教育の内

容がモノづくりから離れているのではないか、学校教育が不十分なため企業での再教育が

必要だ、などといった指摘もある。 

このような問題に対処するため、経済産業省でも、各企業や業界団体と大学の産学連携

に向けて様々な取り組みを行っている。先般も、文部科学省と共同で「中長期研究人材交

流システム構築事業」という、大学の学生を、インターンシップを通じ企業で研究させる

取り組みを始めた。しかしながら、大学の学科や研究者が減ってきてしまうと、なかなか

企業とのマッチングがうまくいかなくなるのではないかという危惧を抱えている。 

経済産業省としても技術系人材の確保や育成には高い関心をもっており、今後とも日本

機械工業連合会とも協力しながら、取り組んでいきたいと考えている。 
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（2）吉田大輔氏(文部科学省 高等教育局 局長) 

先ほど、経済産業省から「大学教育に対する期待」を述べていただいたと思っている。

今度は、文部科学省の立場から理工系人材の確保や育成に対する認識や取り組んでいるこ

とについて述べたい。 

理数系グローバル人材育成・教育に関する調査専門部会提言（以下提言）の 3 ページに

「提言 B.製造業として期待する大学理工系教育」というものがあげられている。提言 B.に

書かれている 1.～3.の内容について、文部科学省としても非常に重要であるとの認識をも

っている。ご承知のとおり、日本の産業が高い国際競争力を保っていくためには、高度な

教育を受けた人材の輩出が必要不可欠である。平成 25 年 1 月に設立された教育再生実行会

議において、安倍首相も「大学教育は国力そのもの」としている。下村大臣以下、文部科

学省も「大学教育の強化なくして日本の発展はない」との認識をもっている。その大学教

育の中でも、 も熾烈な国際競争にさらされている「科学技術分野」への研究支援、人材

育成は極めて重要である。 

文部科学省でのこれまでの理工系人材の育成に関する取り組みを振り返ると、高度経済

成長期においては「理工系人材増員政策」が行われた。90 年代から始められた、「大学院重

点化」の動きの中でも、理工系人材の増員が図られた。現在、日本の大学院修士課程の在

籍者数は 7 万 4 千人で、うち 4 万人が理工農系である。博士課程では、同 1 万 6 千人で、

うち 6 千 2 百人が理工農系である。比率に直すと、修士課程の 6 割、博士課程の 4 割が理

工農系の学生ということになり、大学院レベルでは理工農系の割合は多いということにな

る。 

米国の修士課程の在籍者数は 69 万人、博士課程は同 16 万人である。その中で、理工系

の学生の割合は、修士・博士とも 15％前後となっている。比率で比べると、日本は米国に

比べ理工系の学生が多いようにも見えるが、絶対数では不足感があるようだ。 

少子高齢化と、それに伴う生産人口の減少が進む日本において、国力を支える理工系人

材の育成の重要性が認識されつつあるが、アジア・アフリカでは過去 10 年の学生数が倍増

しているのに比べ、日本は横ばいで推移している。特に、博士課程に注目してみると、世

界各国は 21 世紀に入り規模を拡大しようとしており、米国では年間 3 万人が博士号を取得

している。また、20 世紀末には日本と同規模だった中国では、今や年間 2 万人が博士号を

取得している。このように諸外国が高度な人材の育成に力を注いでいることから、文部科

学省としても日本の大学教育に危機感をもっている。 

理工系人材の量的拡大だけではなく、質の保持も重要だ。提言 B.の 2.では、大学のカリ

キュラムや教育内容についてのご指摘をいただいている。文部科学省でも、各大学のカリ

キュラム編成について考察するため、委託事業として、「技術者教育に関する分野別の到達

目標の設定に関する調査研究」を実施した。その調査の中で、機械、電子、電機、建築と
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いった分野ごとに卒業時に学生が到達すべき水準について、諸外国の水準を参考にしなが

ら提案していただいた。大学においても分野ごとの到達度をふまえた体系的な教育、基礎

となる内容の到達度を測るためのテスト開発、基礎・専門などの学習内容に沿った教科書

づくりを学部単位で行うなどの、様々な教育内容改善に向けた取り組みが求められている。 

近年、日本の強みであった「モノづくり」から、「コトづくり」へとシフトしていくこと

が重要だと言われている。そのために、知識やアイデアを活用した構想力、それを実現す

るための技術力、新しいモノづくりに必要な科学的知識が求められている。これらの力を

育てるために、具体的には、各企業の製品開発部門と大学が連携してモノづくりに関する

プロジェクト型の学習を実施し、多面的俯瞰的に考える力を早期に養ってほしいと考えて

いる。また、企業が学生の卒業研究のテーマを設定し、協同研究する中で問題発見・解決

能力を育てるのも良いだろう。 

提言 B.の 3.では、技術系人材にとって専門分野に関する知識だけではなく、グローバル

化への対応や経営センスを磨くために、幅広い知識・能力を身につけることが必要だと述

べられている。そのための具体策としては、大学で外国語の授業を実施したり、海外でイ

ンターンシップを実施したり、海外のビジネスコンテストに参加したりということが考え

られる。 

日本の持続的な発展に必要不可欠な理工系人材を、量的・質的の両側面から育成してい

かなければならない。文部科学省は、昨年 11 月に「国立大学改革プラン」を発表した。既

に国立大学のミッションについてはそれ以前に議論してきたが、国立大学改革プランの中

で、教員養成や医学、工学における国立大学のミッションの再定義を行っている。このミ

ッションの再定義に際して、各大学が社会、地域、グローバルなど様々な視点から求めら

れていることに対し、各大学の強みや特色を活かしてどう対応していくか、各大学に考え

てもらった。このような取り組みが、大学における理工系人材の育成にも波及していくこ

とを期待したい。今後とも産学、行政で連携を取りながら理工系人材の育成に向けた取り

組みを進めていきたい。 

提言 B.の 1.では、大学教育の入口である大学入試について言及されている。ご承知のと

おり、昨年 6 月に教育再生実行会議も、「高大接続・大学入試の在り方に関する討議」を行

い、10 月に「高等学校教育と大学教育との接続・大学入学者選抜の在り方について(第四次

提言)」を発表した。従来の考え方では、大学入試とはある意味「高校で学んだ学力の保証」

であり、「大学で教育を受けるにあたって 低限必要な学力の確保」であった。ところが近

年では入試形態も多様化しており、AO 入試や推薦入試を通じて丁寧に優秀な学生を選抜す

る例がある一方、その逆の所謂「学力不問入試」という例も増えてきている。学力を測ら

ずに入学した学生が大学の授業についていけない、大学が補習を行わなければならないと

いうような問題が約 47％の大学で起こっているようだ。そういった現状をふまえて、大学

側からは「高校で教えるべき内容をしっかり教えてほしい」という要望がある。現在の大

学入試だけで大学が学力のチェックができないのならば別の方法が必要だということにな
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る。例えば、現在の大学入試センター試験は科目が増えて多様な能力を測れるようになっ

てはいるが、点数刻みでの評価に過ぎない。適切な入試という視点からだけではなく、大

学の前段階である高校教育の質の向上や、大学に入ってからの人材育成の質の向上のため

にも、点数にとらわれた入試ではなく、学生の能力・意欲・適正を多面的・総合的に評価

するような大学入試が求められている。第四次提言ではそのような問題をふまえ、大学入

試センター試験に代わるものとして「到達度テスト・発展レベル」、高校での学習を担保す

るものとして「到達度テスト・基礎レベル」の導入が提案されている。第四次提言を受け、

現在中教審の方で高大接続・大学入試についての具体的な検討を進めている。 

大学側にもまずは「どういった学生に来てほしいか」というアドミッション・ポリシー

を明らかにしてもらい、そのうえでそのポリシーに基づき、学生の能力・意欲・適正を多

面的・総合的に評価する丁寧な入試を行っていただく必要がある。また、到達度テスト基

礎・発展を導入するにあたり、内容、実施方法、実施主体など様々なことを決めていくが、

大学入試の転換が社会に与える影響は非常に大きいので、高校・大学の両方で考えていか

なければならない。実際に到達度テストを行うにあたっては、大学側、高校側、実行主体

の機関などから、様々な人的・物的資源が絡んでくる可能性がある。但し、日本の大学教

育の現状をふまえると、到達度テストの実現に向けてゆっくり議論しているわけにもいか

ないので、文部科学省としては 3 月末には一定の方向性を示したいと考えている。そのう

えで、関係者の方々から改めて様々な意見を頂戴したい。 

以上、文部科学省としての理工系人材の育成に関する認識と取り組みについて紹介させ

ていただいた。大学教育改革については、「大学側」などの 1 つの視点からの要請だけでは

なく、社会全体の意見を取り入れて進めていかなければならない。本シンポジウムを通じ、

日本の産業を支える産業界の方々から貴重な意見をいただきたい。日本の国力の源泉は大

学教育だと考えているので、その仕組みを発展させていけるよう文部科学省としても引き

続き尽力していきたい。 

3）講演 

（1）西村和雄氏 

神戸大学 社会科学系 教育研究府 特命教授 

国際教育学会会長、京都大学名誉教授、日本学士院会員 

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、3 年にわたり様々な研究・

議論を行ってきた。今回は、3 年間の活動をまとめた提言を紹介させていただく。 

この部会が発足する前の 2000 年頃に、本日パネリストを務める慶應義塾大学の戸瀬先

生などと一緒に大学生の数学の学力に関する調査を行った。調査結果は「分数ができない

大学生」と題して出版してもいる。大学生の学力調査は、まず文系の学生を対象に、次に
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理系の学生を対象に行った。文系の学生の結果が極めて悪いということが新聞で報じられ

たが、理系の学生の結果も良くなかった。当時、大阪大学に来ていたオーストラリア人の

ある教授は、理系学生の結果に対し「身の毛もよだつような恐ろしい結果だ」との感想を

述べた。また、同時期にコーネル大学を訪問した際、友人の米国人教授は、日本の理系学

生の学力低下が進んでいることに話が及ぶと、「呆れて何も言えない、慰めようがない」と

いうように絶句した。 

「日本の大学の文系の学生は数学ができない」ということは今ではよく言われているが、

学力低下は理系の学生でも進んでいる。大学の入学試験で数学を課す場合が多いにも関わ

らず、教科書が悪いのか、カリキュラムが悪いのか、教える先生が悪いのか、或いは全て

悪いのか、大学に進学する学生の学力は充分ではない。この調査を 2000 年頃の大学 1 年生

に対して行っていることをふまえると、学習指導要領がより平易な方向に改訂された環境

で学んできた今の大学生では、さらに学力低下が進んでいると予想できる。先ほど、経済

産業省の小川審議官、文部科学省の小川局長から非常に的確なご意見をいただいた。現状

を把握したうえで、表面的なことだけではなく、根本的なところから日本の教育が変わっ

ていくことを期待したい。 

 

１．求められる人材像 

私たちの提言には、「あたり前のこと」も含まれているかもしれないが、「あたり前のこ

と」こそ、1 番重要だ。 

提言の冒頭に「提言“MISTEE”教育の推進を！」と掲げてあるが、“MISTEE”とは

Mathematics(数学)、Information Technology(情報分野)、Science(理科)、Engineering(技

術)、English(英語)の略称である。Technology と Engineering は敢えて分けている。これ

らの言葉は、米国などでも別の言葉として使われている。また、「グローバル人材」につい

ては、単に語学に堪能というだけではなく、理数系の高い能力や優れた技術力を前提に、

次のような能力を備えている人材と定義した。 

 

1.「技術力」と「想像力」の双方を備え、新しい価値を生み出せる 

2.充分な学識(MISTEE)をベースに、「外国人と対等に渡り合える」実行力を有し、「新

興国のライバルに打ち勝てる」活力を有する 

3.「理数系の高い能力」と「企業人としてのモラル(倫理観)」のバランスが取れてい

る 

 

当部会には大学の教授、民間企業の人事担当、民間企業の技術・研究担当出身の委員が

所属しているが、共通の認識として、現状の若手技術系人材について次のような問題意識

をもっている。 
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1.工学的センスに欠ける 

2.設計力が不十分 

3.工学系の基礎知識(4 力学(材料力学、流体力学、熱力学、機械力学)など)がない 

 

２．提言 A.小中高における理数教育の改善 

理科離れ、工学離れ、理数基礎学力の低下が進む現況を鑑みると、小中高の早い段階か

ら理数教育を見直す必要がある。産業界としても、小中高での教育が も重要だと考えて

いる。 

提言 A. 1.「小 1 から理科を学習させることとし、中学 3 年の理科の学習内容を世界トップク

ラスの水準に戻す」 

現在、小 1 と小 2 には「理科」という科目はなく、代わりに「生活科」がある。科目と

して「理科」が始まるのは小 3 からだ。理科の学習開始が遅れることで、理科のカリキュ

ラムの消化が遅れる。結果的に中学で学習すべき理科の内容が高校 1 年生までに繰り上が

っており、理数系進学者が高校在学中に理科 3 科目を履修することが不可能となっている。

このことが、大学に進学する学生の理科の学力低下にもつながっていると考えられる。小 1

の早い段階から理科を学ばせるべきだ。 

提言 A. 2.「理科と算数・数学の教科書を充実し、自学自習を可能にする」 

小中高すべての課程、特に小学校において重要だと考えるが、理科と算数／数学の教科

書を、自学自習できるように充実させるべきである。自学自習ができる教科書をつくるこ

とで、「できる子・好きな子」は先取り学習が可能となり、今問題となっている「遅れてい

る子」についても、自学自習ができる教科書を使って繰り返し学習することで分かるよう

になる。私自身は、「遅れている子」だったが、当時の教科書は内容が厚かったので教科書

を使うなら自分で学習することができた。今の教科書は内容もページ数も薄く、絵ばかり

で、自学自習向きではない。 

提言 A. 3. 「高校においては、原則、数学Ⅱと数学 B 並びに理科 2 科目を必修とする。一

方、SSH やそれに準じる理系進学コースにおいては、数学Ⅲと理科のすべて

の科目を必修とする」 

理系だけではなく、文系であっても数学Ⅱ、数学 B、理科 2 科目を必修とすることが必

要である。昭和 35 年告示の場合、文系であっても理科 4 科目(物理・化学・生物・地学)は

全て必修であった。現在は理系の場合理科 2 科目だが、少なくとも SSH やそれに準じる理

系進学コースでは数学Ⅲと理科の全ての科目を必修とすべきである。足元での物理履修率

は 16％に低下している。これは、教科書の販売部数から推計した値で、実際の履修率はさ

らに低いと考えられる。製造業の技術系人材で物理未履修者というケースも出てきており、
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必要な基礎学力すら不足しているようでは日本の技術力が保てない。 

提言 A. 4.「公立の小中学校と高校に理数英才クラスを導入する」 

提言 A. 5.「SSH については、時限付のプロジェクトではなく、恒久的な制度とし、科学英才

高校に改組する」 

韓国や台湾ではすでに提言 A.-4.のように、公立の小中高校に理数英才クラスを導入して

いる。また、日本の SSH はプロジェクト制で特定の高校の特定の生徒しかそのカリキュラ

ムを享受できないので、韓国の科学英才高校のように恒久的な制度にするべきである。日

本の高校教育においては高専の仕組みが優れていると思うが、学校数が少なすぎる。高専

を増やすか、科学英才高校を導入する必要がある。台湾では小学校の段階から、韓国では

科学英才高校を通じて世界と戦える理数系人材の早期発掘・育成に取り組んでいる。日本

も SSH／科学英才高校を通じ、優秀な理数系人材の発掘・育成を進めていくべきだ。 

 

３．提言 B.大学理工教育 

提言 B. 1.「大学の入学者選抜では、たとえ AO や推薦であっても、学力試験を併用する」 

先ほど文部科学省の吉田局長からもご発言いただいたが、少数の優秀な学生を選抜する

ために AO 入試や推薦入試を実施するのは良いが、「学力試験では合格できないから、学力

不問の AO 入試や推薦入試を利用する」学生がいては本末転倒である。ある意味、「裏口入

学」と同じだ。 

企業は学生を採用するときに、「学生時代にどの程度集中力を発揮して勉学に取り組んで

きたか」ということを重視している。大学入試試験は、「決められた時間内に 大限の効果

を発揮する」、「問題を見つけて解決する方法を考え、実際に解決する」ための良い訓練に

なるので、社会に出てからでも役立つ経験になる。スポーツと大学入試は、「目的をもって、

それを達成するのにどうすべきか考えて実践していく」という点で似ているが、企業によ

ってはスポーツでの成果を重視するところもあるのは、こうした理由からだろう。また、

大学入試に向けて努力を持続する過程で、受験生は「本質を見抜く力」を身につけること

もできる。 

提言 B. 2.「技術者・研究者としての“国際水準の学力”を確保・維持するため、学部・学科単

位で必要な科目は必修とする」 

「必要な科目は必修とする」というのは、ある意味あたり前のことだが、現状ではうま

くいっていないようだ。海外の学生・技術者・専門家が理解していることを日本の学生・

技術者・専門家が理解できないということは許されない。 
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2000 年に日本・韓国の大学生の数学力の調査を行った。テストの内容は高 1 レベル程度

のものである。ソウルにあるビジネススクールの大学生では 25 点満点で満点を取った比率

が 96％であった。一方、関東にある 難関クラスの国立理系大の学生では、同比率が 48.4％、

関西の 難関クラスの国立大の理系学生では、同比率が 32％であった。日本の 難関クラ

スの大学に所属する大学生ですら、韓国の大学生に大きな数学力の差をつけられている。

因みに、本調査に関してテレビ取材を受けた際に、担当していただいたカメラマンに同じ

問題を解いてもらったところ満点であった。カメラマンは年配の方だった。昔の日本の大

学生には解けていた問題が今の大学生には解けなくなっているようだ。 

提言 B. 3.「英語や多様な分野のリベラルアーツを充実させ、基礎学力等に裏付けられたコ

ミュニケーション能力・文章力を養う」 

英語はグローバル化が進展した現在、当然必要だが、英語ができればそれで良いという

わけではない。グループ学習、アクティブラーニング、インターンシップなどを通じ、リ

ベラルアーツ、基礎学力に裏付けられたコミュニケーション能力・文章力を養う必要があ

る。 

 

４．提言 C.製造業の取り組むべき課題 

産業界のこれまでの採用方針を省みると、体力・スポーツ・人物重視といった点を前面

に押し出してきており、学力という教育機関による成果に対してはそれほど充分な関心を

払ってこなかったといえる。提言 C.では、そうした反省を踏まえ、産業界の中でも特に製

造業として取り組むべき課題を改めて掲げている。 

提言 C. 1.「企業は自ら求める人材の能力・学力について明確にする」 

企業が採用する事業ごとに学生に「何を学んできてほしいか」明確に情報開示すること

で、学生の学ぶインセンティブが高まる。 

関東の某有名私大の理工学部入試では、入試にそもそも理科を課していなかったり(代わ

りに数Ⅲを課す)、物理・化学のどちらか 1 科目のみで合格したりすることができる。理工

系の学部にも関わらず、理科 0 教科もしくは理科 1 教科で入学できてしまうのは問題であ

る。 

提言 C. 2.「企業は、採用時に面接に加えて学力試験を行う」 

企業が学生を採用する過程において、学力や成績をきちんと測るようになれば、学生に

対する学習インセンティブになる。 

2000 年に実施した大学生の数学力の調査では、簡単な計算問題、例えば「{1＋(0.3-1.52)}
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÷(-0.1)2」の正答率が、関東にある 難関クラスの国立理系大の学生で 91.4％、関西の 難

関クラスの国立大の理系学生で同 86.7％であった。また、某旧帝大の工学部学生の正答率

はわずか 66.6％であった。このような簡単な計算問題ですら、間違う学生がいる。但し、

子どもや学生は与えられた制度やシステム、カリキュラムに素直に対応しているだけで、

決して怠けているわけでも、性格が悪いわけでもない。社会全体で子どもや学生が「学べ

る」仕組みをつくっていくべきだ。 近では一部の企業で学生時代の成績を重視し始める

という動きもあるとうだが、より具体的に成績を測ってほしいと思う。 

提言 C. 3.「企業は、①奨学金制度、②寄付講座、③インターンシップを通じて高校・高専・大

学の人材育成に積極的に協力する」 

企業が①～③などのことを通じ、高校・高専・大学の人材育成に積極的に参加すること

は、学生のモチベーションやグローバル人材育成の点で意義が大きい。 

 

（2）野崎晃平氏 

株式会社 豊田自動織機 常務執行役員 

企業での人材教育について、背景と現状を述べたい。私自身は教育の専門家ではないの

で、これからお話することには私的な意見も多く入る点にご留意いただきたい。 

 

１．会社概要 

当社でどのような教育を行っているかを述べるにあたり、まずは当社がどのような業務

を行っているか紹介したい。「豊田自動織機」は豊田佐吉氏が創業した会社で、創業時は繊

維機械を製造していた。トヨタ自動車は、豊田自動織機から生まれた。直近の売上高は約 1

兆 6 千億円。従業員数は世界全体で 4 万 7 千人。その内、日本人ではない従業員は 2 万 4

千人おり、グローバル化を積極的に進めている。 

因みに、日本の従業員が海外に出て行った時に、日本の歴史や会社の歴史について現地

で話題になることが多いので、社員教育においても会社の歴史はしっかり教えている。自

分の会社のことすら分かっていないようでは、とても海外でやっていけないと思う。 

事業内容については、自動車と非自動車で売り上げは半々。自動車は、ヴィッツや RAV4

などを製造している。それ以外にも、フォークリフトやハイブリッド、電気自動車などの

部品を製造している。元々、繊維機械の製造から事業を始めているが、繊維機械の売り上

げ構成比は今や 3～5％ほどである。カーエアコンのコンプレッサーのシェアは世界 1 位で、

3 台に 1 台は当社の製品だ。また、フォークリフトの国内シェアは 5 割弱、世界シェアは 2

割ほどで、全世界に工場を展開している。当社は、このような機械を中心に、電機、半導

体、ソフトウェアなどの分野でも事業を展開している。 
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２．教育主体 

当社の事業に即した人材を育てるため、「グローバル人事部」が全世界の従業員(含む外

国人)の一般的な教育を担当している。また、技術者・技能者教育は「技術・技能ラーニン

グセンター」、品質管理は「品質管理部」、トヨタ生産方式は「生産管理部」が担当してい

る。これらの教育事業の中から、本日は技術者・技能者教育について重点的に述べたい。 

技術者・技能者教育を行う技術・技能ラーニングセンターでは、学校と全く同じように

教育を行っている。愛知県にある 4 万 2 千㎡の敷地には体育館やテニスコートなどの運動

施設、教室となる研修棟、実習棟などの設備がある。この研修施設で自動車や繊維機械を

製造するのに必要な技術・技能を徹底的に教え込んでいる。 

尚、大卒の新入社員も 3 ヵ月間、朝から晩までここで学んでいる。かつては、小・中学

校時代にプラモデルなどでモノづくりを経験することも多かったが、今の若手はほとんど

がモノづくりの経験に乏しい。「危ないから」などと言って、カッターナイフで鉛筆を削っ

たこともないほどだ。大卒者であっても、図面が全く書けず、「どういうふうにモノがつく

られるか」想像力を働かせることができない者が多い。こういった傾向には当社としても

問題意識をもっている。 

そもそも、旋盤が使えたり、溶接ができたりする先生が小中高校、大学にほとんどおら

ず、学習課程のどこかでモノづくりを経験する機会を持つことの期待はできないので、企

業で教育するしかない。 近は工業高校や高専でも技能を教えられる先生がいないようで、

当社の研修施設にまでわざわざ勉強に来る先生もいる。個人的には、技術系だけではなく、

「職人のエキスパート」のような技能系の先生をもっと養成していかなければ、日本のモ

ノづくりが衰退してしまうのではないか、という危惧をもっている。 

技術・技能ラーニングセンターでは、2 年に 1 回開催される、国際的な「技能五輪」の

選手も養成している。実はこれは、グローバル化の一環である。当社は、現在海外に多く

の工場を有しているが、現地の人に仕事を教える時に言葉で説明するだけではうまくいか

ない。現地の従業員の前で、デモンストレーションを行って「この人は技能的に優れてい

るな」ということを認めてもらわなければ、素直に聞いてもらえない。したがって、当社

では技能五輪で世界 1 位や日本 1 位になった従業員を海外の工場に派遣している。一流の

技能をもつ人を送り込むと、現地の従業員の技能の底上げにもなる。逆に、中途半端な技

能レベルの従業員を派遣するとうまくいかない。 

技能者の教育は、「技能専修学園」と名付けた場で 1 年間行っている。「先生がいて、ク

ラス分けがあって」というように、学校と同じような教育をしている。毎年、工業高校出

身者 100 名、技能五輪生が別枠で 11 名学んでいる。また、大卒の技術者の育成は技術人材

育成室が担当している。この部署には 15 名の先生が所属しており、テキストや指導要領の
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作成もこの部署で行っている。市販のテキストには一般論しか書いておらず、企業で教え

たいことが必ずしも網羅されているわけではないので、当社の研修では、自社で開発した

テキストを使用している。 

 

３．教育内容 

「技術者教育」は、7～8 年ほど前に現会長の一声で始まった。当時、技術系の若手に対

して、計算ができない、「モノ」を知らない、開発のスピードが遅いなどの指摘があった。

詳しく現状把握をしたところ、技術系の若手が図面を書けない、機械を知らない、材料を

見たことがない、などの問題点が挙げられた。 

私自身は機械工学出身で、大学在学時には自分で旋盤を使ったり、溶接をしたりと、数

多くの実習経験を積ませてもらった。ところが 近の学生は、「安全面への配慮」などの名

目の下、実習の機会が減ってしまっているようだ。 近の学生はコンピュータの中で学ぶ

ことが中心なので、「実物の機械の大きさや質感」が全く分かっていない。また、大学で技

能を教えられる先生が少なくなってきている、そういったことが実習機会の減少の一因な

ようだ。 

日本にとって「モノづくり」は重要な産業なので、「頭の学問」ばかりに特化するのでは

なく、工業高校や大学で試作をつくるなどの「技能を身に着けられる環境」を残していか

なければならない。現場の話を聞いていると、簡単な面積・体積の計算ができない、sin30°

や√3 が分からない、単位を換算できない、という技術者もおり、基礎学力も不足している

ようだ。 近の若手技術者は、「仕事ですぐに使わない知識は勉強しなくて良い」と考える

傾向があると感じている。 

当社の社員に小学校 6 年生の市販のテキストを参考に、10 問からなる算数のテストを実

施した。結果は、80 年代の社員の平均点は 82 点だったが、07 年入社の社員は同 53 点、

08 年同 49 点、09 年同 45 点と右肩下がりだった。全く同じ問題を全く同じ時間で解かせて

いるにも関わらず、これほどの点差が生じてしまった。10 年以降はあまりに成績が悪いと

採用しないという方針に人事の方で切り替えた。 

因みに、07 年以降に入社している社員の内、大学院卒が 9 割で学部卒が 1 割。一方、80

年代の社員は大学院卒が 1～2 割、学部卒が 8～9 割で、大学院生のみの平均点は 95 点であ

った。大学院卒の割合が高くなり高学歴化しているにも関わらず点数は低下傾向にあるこ

とを考えると、いかに 近の状況が深刻かよく分かるだろう。特に、 近の若手は文章題

の正答率が低く、「日本語が読めていない」、「問題すら解っていない」と考えられる。 

大学院教育の内容に疑問を感じる調査結果がある。当社には入社時に受けるテスト(物理

や数学など企業にとって一般的だと考えられる問題を出題)と、入社後 3 ヵ月の研修を終え

てから受ける実力テスト(27 科目ある)がある。入社時のテストの平均点は大学院卒で 62 点、

― 123 ―



 

 

学部卒で 60.1 点だった。実力テストの平均点は大学院卒で 74.3 点、学部卒で 72.2 点だっ

た。大学院で 2 年間教育を受けているにも関わらず、大学院卒の点数は学部卒とほとんど

変わらない。大学院で然るべき教育を受けていないのならば、大学院卒よりも給料の低い

学部卒を採用して自社で教育した方が戦力になる。したがって、学部卒を優先的に採用し

ようとしたが、どの学生も大学院に一旦は進学してしまうようでなかなか採用が進まなか

った。また、採用時に「大学時代／大学院時代にがんばったこと」を尋ねると、「居酒屋で

アルバイトしていた」というような、全くモノづくりと関係がないような経験しか出てこ

ない。 

企業として求める理科の素養と学校教育に乖離があるように思う。例えば、自動車、工

作機械、繊維機械などの業界で求められる知識に「熱量、比熱、力の合成」などがあるが、

学校で教えられる機会は減っている。「エネルギーと資源」、「科学と人間生活」といった科

目は増えているようだが、これらはいわば事務系の学問だ。熱や比熱についての知識はエ

ンジン、電気自動車、モーターの冷却、電池などいろいろなところで役立つ知識だが、当

社の新入社員で理解できているのは 3 割ほどしかいない。それも、どこで学んだのか尋ね

ると、「塾で学んだ」と答えている。企業が教えてほしい内容を学校教育ではなく塾でしか

学んでいないというのは、非常に残念だ。 

野村総研に依頼した学力調査でも、ベテランの理系社会人と理系学生の間で顕著な学力

の差が見られた。さらに残念なことに、理系学生の算数の点数は文系の学生よりも低かっ

た。また、㎥とℓの単位換算ができない理系学生が半数近くおり、選択問題にも関わらず家

庭用の電源(100V)や単三電池(1.5V)、自動車のバッテリーの電圧(12V)を知らないという理

系学生も極めて多かった。電圧の問題は、有名大学の電気系の大学院を出た学生ですら正

答できておらず、なぜ常識的なことも知らずに大学院を卒業できるのか疑問を感じる。 

このような現状を受け、基本的なところも企業で教育していかなければならないとの認

識をもっている。グローバル化を見据え、技術はもちろんだが、道徳教育、理科教育も行

う必要がある。 近は、道徳教育の観点から「二宮尊徳の思想」を掲げている。「研究と創

造に心を致し、常に時流に先んずべし」などの一節を含む、豊田綱領(トヨタグループの行

動指針)は、豊田佐吉氏が報徳思想の信奉者だったこともあり二宮尊徳の思想の影響を受け

ている。 

トヨタの哲学である、勤労、現地現物、積小為大（小さいことをコツコツ行い大きな成

果を得る）、世のため人のために尽くし倹約をする、なども報徳思想に由来する。また、冒

頭に述べたとおり自社の歴史を知ることも非常に重要と位置付け、織物機械の歴史も教え

ている。例えば、 初は木材でできた機械を使っていたが、鉄の機械に移っていったとい

うことも教えつつ、「たたら製鉄」など日本の鉄をつくる技術が古くから優れていたという

ことなども広く教えている。 
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「ゆとり教育」の影響からか、新入社員のレベルが下がる一方なので、入社して 3 ヵ月

間、新入社員教育で「10 年～20 年前の新入社員のレベル」まで引き上げようと、様々な取

り組みを行っている。新人研修の講師は、基幹職(課長クラス)の人材に担当させている。人

に教えるには自分も勉強しなければならないので、課長クラスのレベルアップにもつなが

っている。 

新人研修には、入社後に 3 ヵ月間受ける基礎研修と、配属してから受ける応用研修があ

り、コース内容は機械、生産技術、電気、一般に分かれる。また、座学だけではなく実習

も重視しており、旋盤、溶接、ソフトウェア開発などの実習を技術・技能ラーニングセン

ターで行っている。基礎研修では、座学と実習の授業時間割合は半分ずつ。座学は 1 人の

先生が 30 名程度を教えているが、実習では新入社員 2 人につき 1 人の先生が教えることも

ある。研修で使用するテキストは、内容はもちろんだが、「きれいな日本語を使用すること」、

「文体を統一すること」など細部にも拘った。「同じことを教えているのに表現が違ったり、

定義が違ったりして分かり難い」とならないよう、27 講座全てで用語の使い方や定義を統

一している。基礎研修の期間は 3 ヵ月だが、残りの 9 ヵ月で問題を考えたりテキストを考

えたりと非常に手間をかけて教育にあたっている。 

テキストは今のところ日本語版のみだが、英語版も作成し、海外でも使用したい。各講

座が終わると、テストを行っている。出身学科別に得点状況をみてみると、物理系出身者

はどの科目も万遍なく良くて情報系や電気系出身者はあまり良くないというような傾向が

あった。これは、あくまで当社の例だが、出身学科によって成績に差があるようだ。全て

の講座に関して「テキストは良かったか」、「テストの問題は良かったか」、「先生の教え方

は良かったか」といったアンケートを実施している。アンケートの結果は賞与や昇給に反

映させているので、教える側も必死になる。具体的に教える側を評価しているという点が

小中高の教育と一番異なるところだと思う。生徒がきちんと理解できたかどうかで自分自

身が評価されるため、先生のモチベーションアップになっている。先生が一生懸命教える

ので、生徒もどんどん自発的に学ぶようになるという相乗効果もある。 

トヨタの哲学の 1 つに、「教育」とは「知らないことを教えること」、「訓練」とは「知っ

ていることを繰り返し、確実にできるようになるまでやること」という考え方がある。今

の教育では「訓練」が足りておらず、「習ったつもりだけれども身についていない」ことが

多いように思う。 

当社が入社時に行っている学力調査の結果の推移によると、上位層の学力はそれほど下

がっておらず、下のレベルになればなるほど顕著に学力低下がみられるようだ。大学の先

生方のお話でも、トップ層が進学する大学では学生の学力がある程度維持されているよう

だが、中堅以下になってくると学力低下が深刻なようだ。当社が入社後に行っている基礎

研修 27 講座の内、理系科目である 20 講座のテスト結果をみてみると、結果が横ばい。実
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は、テストの難易度は少しずつ上げているので、結果が横ばいということは新入社員の「研

修後の」成績が良くなっていること、教育がうまくいっていることを示していると思う。

また、当社に入社する社員に関しては物理学科出身の社員の成績が万遍なく良い傾向にあ

るようだが、数学・物理テストの成績と総合的な実力テストの成績にも相関関係があった。

数学や物理が得意な人は他のどの科目も得意という傾向があるようだ。 

 

●質疑応答 

Q.質問というより意見だが、二宮尊徳の報徳思想はアダムスミスの思想とも似ている。 

 

4）パネルディスカッション28 

●モデレーター 大 森 不二雄氏 

1.パネリストの自己紹介と本日の講演・報告に対する感想・意見 

まず、パネリストの方に以下 2 点について意見を述べていただきたい。 

①グローバル人材とは 

②理科教育／理数系教育 

企業の立場、大学の立場などそれぞれのバックグラウンドに応じて様々な意見があると

思う。例えば、①グローバル人材についてであれば、グローバル人材の定義、グローバル

人材になるための能力や資質、グローバル人材を育てるために企業や大学がどのような教

育を行っているか、などのトピックスが考えられる。②理科教育／理数系教育については、

小中高大の教育についての企業からの要望や企業からの支援の方向性、大学でどのような

理数教育を行っているか、大学に入ってくる時点での学生の学力状況について、などのト

ピックスが考えられる。 

●北野誠氏 

入社以来、機械技術の研究に携わってきた。当社は 1910 年創業で、100 年を超える歴史

がある。創業者は東京帝国大学工科大学電気工学科を卒業した小平浪平。創業を開始した

日立市は当時何もない辺鄙な所で、事業を行おうにも適切な技術者が採用できなかったこ

とから、小平初代社長が「徒弟養成所」を創立し、電機機械、溶接などを教えた。当社は

今日でも「自社の技術者は自社で育てる」という思想をもっている。その後、大学卒など

のある程度教育を受けた人に向けたより高度な教育を行う「日立技術研究所」が設立され

た。その日立技術研究所で行っている技術講座に関する内容検討委員会が 近行われた。

本日のパネルディスカッションにパネリストとして参加するにあたり、なるべく偏りのな

                                                  
28 モデレーター・パネリストの経歴については１．シンポジウム概要の（３）．シンポジウム次第をご参照。 
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い当社の意見を述べることができるよう、その委員会のメンバーに意見を聴取した。 

まず、グローバル人材がどのような人物かについて、担当する事業内容を世界規模で理

解している、学位・資格・論文・特許・受賞などの実績が十分にある、グローバルに対応

できる語学・環境対応・社交性を有する、海外メーカーに勝てる実力がある、など様々な

意見が当社からも挙がったが、一言で言うと「世界レベルで優秀な人材」だと思う。単純

な結論ではあるが、グローバルな場面におけるライバルは、当然国内に限った場合よりも

レベルが高く、人数が多く、質や能力が多岐にわたっている。 

当社が海外の現地法人で採用する技術者のレベルは高いが、グローバル人材は、その技

術者と比べても遜色のないレベルでなければならない。語学力に関しては、従来「英語は

あくまで手段に過ぎず、重要なのは中身だ」などと言われてもいたようだが、英語が話せ

なければグローバルな場で相手と対等に会話ができなくなってしまうので「必須の能力」

だと考えている。また、グローバル人材に「技術の深さ」が求められるのはもちろんだが、

「技術の広がり」も必要。海外で仕事をする際には、1 人で多くのことに対応しなければな

らないので、この「技術の広がり」というのが国内の技術者よりも重要になってくる。ま

とめると、グローバル人材には国内の人材に比べ、語学力と技術の広がりが求められると

考える。 

理科教育については、我々は教育の専門家ではなく、特に小中高の教育については理解

が浅いので恣意的な意見となってしまうが、「子どもが(勉強を)嫌がるから教えなくてよい」

というように、子どもに迎合するのはよくないと思う。確かに子どもにとって教育を受け

るというのは、九九を覚えたり漢字を覚えたり単語を覚えたりと、大変な作業であるが、

特に算数・国語は無理矢理にでも教えなければならない。所謂「読み・書き・そろばん」

が不要な職業は日本にないはずだ。理科もそれらをふまえたうえで学ぶ学問。 

理科教育とは、平易な言い方をすると、「自然現象を子どもに理解させる」ことだ。子ど

もが自然現象を理解できるように目的をもって教育者が導き、その結果としてものづくり

に興味をもってもらえると良い。また、理科以外にも工作や家庭科(料理は自然現象を利用

したもの)などの他の科目をきっかけに自然現象を理解することもできる。自然現象に係る

様々な科目の関連付けを示して、「自然現象を理解することは身近な知識を深めるために重

要だ」と子どもに気づかせることが重要である。 

また、企業と理科教育の関わりについてだが、我々の研究所では地元の中学生向けにサ

イエンスセミナーを年 1 回実施している。このセミナーでは学校にはない装置(電子顕微鏡

など)を使った実験や学校ではなかなか取り組めないような実験(液体窒素を使用したもの)

を行い、自然現象を理解してもらっている。セミナー参加者も非常に生き生きとして参加

している。このようなセミナーや工場見学を今後とも積極的に実施していきたい。セミナ

ーや工場見学の開催は、実は企業にとってそれほど手間のかかるものではないが、自治体

や教育委員会の広報にこういった企業の取り組みを掲載していただければ、実施するイン
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センティブがさらに高まる。昨今問題視されている「理科離れ」をくいとめるためには、

日本の製造業が世界で確固たる地位を築き、子どもが「将来はあの会社のビジネスに関わ

りたい」と明るい目的意識をもって勉強に取り組めることが重要なのではないかと考える。 

●野崎晃平氏 

先ほど行った講演でグローバル人材にとって、伝統など日本のことをしっかり理解して

相手に説明できること、技術や技能で一目置かれるスキルを有していることが重要だと述

べた。また、当社の場合、課長昇進にあたって TOEIC600 点取得を目安にしている。但し、

全員が英語のスペシャリストになる必要はないと思う。特に、理系人材で英語が苦手とい

う人は多い。マネージャーや経営者などトップレベルの人材はもちろん流暢に英語が話せ

なければならないが、「製造業のグローバル化」において 9 割の人材は現場の工場に勤務す

る。南米や中東などの英語圏ではない工場に派遣された場合、ボディーランゲージでコミ

ュニケーションをとることも少なくない。 

余談だが、日本でも方言がきつくて言っていることが分からないということもある。特

定の外国語を完全に理解できていなくても、それを補えるだけのコミュニケーション力が

あれば何とかなる仕事も多い。英語のスペシャリストはもちろん一定数必要だが、中国が

分かる人、アラビア語が分かる人、ポルトガル語が分かる人、などと多様な人材がいると

良い。 

また、英語を身につける前に日本語をしっかり身につけてほしい。日本語でしっかり論

理的に考えたり書いたりできない人が、英語で物事を説明できるわけがない。当社では新

入社員 100 名に毎日レポートを書かせている。私自身、そのレポートを読んでいるが 近

の新入社員は学卒・院卒問わず日本語が書けない。携帯の絵文字で自分の言いたいことを

表現するようなことしかしてこなかったので、文章で自分の言いたいことを説明できない。

確かに英語教育は重要だが、日本語教育も同様に必要だと思う。 

企業としては、教育機関にもっとしっかり日本語教育を行ってほしい。また、英語を浸

透させたいがためか、日本に元々ある単語でも無理矢理横文字(英語)を使用している向きが

あるように思う。江戸末期や明治初期に英語が日本に入ってきたときには、なんとか英語

を日本の言葉で表現しようとして、その過程で銀行・経済・金融・情報・保険などといっ

た言葉が誕生した。英語を何とか日本語にして長年使ってきたにも関わらず、ここにきて

日本語として定着している言葉をわざわざ英語で表現するというのはおかしい。若手人材

には、日本、日本語を大切にしたうえで、英語を理解したり書いたり話したりするように

なってほしい。 

グローバル人材は、「まずは日本でしっかり信頼される人」だと思う。「一緒に働きたい」、

「この人ならどこに行っても大丈夫だ」と周りに思われるということが、グローバル人材

になる要件の 1 つだと思う。逆に言えば、他人を威圧したり、素直にアドバイスをきかな

かったりして、日本でうまくやっていけない人は、海外の現場にもなじめない。また、

近は日本が豊かになり過ぎたためか、途上国に派遣すると「空調が悪い」、「電子レンジが
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ない」、「水が汚い」などと文句ばかり言う人がいる。途上国で日本並みの生活環境が享受

できないのはあたり前で、文句を言われたところでインフラが整っていないので対処のし

ようもない。 

そして不思議なことに、海外で働くことに理解のない人ほど、海外に行きたがる。 近

の新興国では、例えば韓国の成長などが著しいが、韓国の人材は日本よりもハードな経験

をしているので我慢強い、といったことも影響しているように思う。また、韓国人と日本

人ではスピード感が全然違う。韓国人が 1 日で終わらす仕事に日本人は 3～4 日かかること

もある。ハングリーさ、前向きさ、忍耐力もグローバル人材に求められる力であろう。 

●八木匡氏 

大学におけるグローバル人材育成の状況について述べたい。5 年ほど前に文部科学省の

プログラムで G30 というものが始まった。このプラグラムの主な目的は留学生の受入数を

増加させるということだ。留学生を受け入れれば、日本人学生と留学生の交流が活発化し、

日本人学生の国際感覚が活性化される。 

具体的な内容としては、例えば私の所属する同志社大学では、留学生が英語の授業のみ

で学位を取得できるようカリキュラムを整えた。G30 プログラムを進めることで同志社大

学に世界各国から学生が集まるようになったが、このプログラムは実は 1 つの大きな問題

を抱えていた。留学生は英語で授業を受けているので、日本語の能力がそれほど向上しな

いため、卒業後に日本で就職先を見つけることが容易でないことが予想されている。 

但し、同志社大学にとっての 1 番の目的は留学生の受け入れを日本人学生の教育に活か

すということであった。つまり、留学生のために用意した英語授業を日本人学生にも履修

させることをねらいとしていたのだが、実際には英語授業の科目を履修する日本人学生は

かなり限定的であった。 

留学生の受け入れ増大を目指す G30 プログラムは 1 年ほど前に終了し、新たなプログラ

ム G30+が始まった。G30＋の目的は、日本人学生が海外に留学することを支援することで

ある。ところがこのプログラムには、海外に留学する前にある程度の語学力を高めておか

なければ留学後の学習で相応の効果が得られないという壁があった。したがって私の所属

する同志社大学経済学部では、大学教育・大学院教育において英語教育の比率を上げ、学

生を英語授業に慣れさせようとしている。そのための 1 つの施策として、テキストブック

の英語化を進めている。 

日本では、学問の発展レベルが高かったため、欧米のテキストブックを使わずとも、日

本人研究者が日本語で書いた優れたテキストブックで十分な学習効果が得られた。大学の

授業で英語のテキストブックを使わずに済んだことで、日本人学生が英語に触れる機会が

減ってしまった。日本の学生の英語力が向上しない理由が日本語のテキストブックの使用

にあると考え、英語のテキストブックの使用比率を高めている。 終的には「専門的な内

容について海外の人と対等に議論できるレベル」にまで学生の英語力を上げることを目標

にしている。例えば、米国のビジネスマンと日本のビジネスマンが議論する際に、「アベノ
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ミクスの例」というような簡単なレベルの内容であれば英語で議論できても、「アベノミク

スが国際経済にどのような影響を与えると予測するか」というような高度で専門的な議論

になってくると、日本のビジネスマンは英語で議論ができなくなる。社会に出てから海外

で活躍するためにも、大学の講義を通じて英語を学んでおく必要があると考える。 

●戸瀬信之氏 

私の所属は慶應義塾大学の経済学部だが、数学者なので日本数学会にも所属している。

「グローバル人材」がどのような人かということに関しては、私自身はあまり理解できて

いない。慶應義塾大学でもかなりの人数が 1 年間の留学に行くが、単位互換制度があるに

も関わらず、単位申請をする学生は少ない。おそらく、留学先での授業についていけてな

いのだと思う。確かに留学を機に海外生活を経験すれば語学力は上がるかもしれないが、

留学先の大学でしっかり学べていないのであれば留学するメリットがあまりないのではな

いかという疑問を感じている。 

私自身は大学教育について「グローバルな観点」から非常に危機感をもっている。日本

の大学教育の内容は欧米に比べて非常に薄い。例えば、米国の一般的な大学では週 3 コマ

実施される科目をせいぜい週に 4 科目履修するくらい。日本の大学教育の感覚からすると、

履修科目が少なくて済むように見えるかもしれないが、実際には演習の時間が課されたり、

毎週レポートが課されたりするので日本の大学よりも学習負荷が大きい。 

欧州の一般的な大学においても日本に比べ大学教育のレベルが高く、例えばミクロ経済

では座学 4 時間に加え演習が 4 時間課されたりもする。日本の大学教育は、理数教育も含

め学習時間が少な過ぎるし、特に 1～2 年生で学ぶ内容の達成度は低すぎると思う。研究室

が決まったり、学科単位に分かれたりする大学 3～4 年生になってからは、教育資源が効率

的に使えるようになり、ある程度しっかりした教育が行えているようだが、少なくとも大

学 1～2年生の教育カリキュラムに関しては大雑把なものに終始しているのではないかと思

われる。日本の大学がグローバル化をしていくうえでも、大学 1～2 年生の教育内容を改善

することが 1 つの課題だと考える。 

●久保司郎氏 

パネリストの中で唯一人、大学で機械工学を専門に教えている。パネリストの方々のご

意見を聞いていると入社後に再教育を行っている企業が多いようだが、逆に言えば大学教

育が不十分だということだと考えている。私は、昨年に大阪大学から摂南大学に移った。

本日は、国立大学と私立大学での教育内容の違いなども含めたお話ができればと思う。 

まず、グローバル化教育についてだが、大阪大学ではいくつかの取組を行っている。大

阪大学の中でも、大阪大学大学院工学研究科機械工学専攻は、文部科学省の「魅力ある大

学院教育イニシアティブ」に採択され、2005～2006 年度にかけて実施した「統合デザイン

力教育プログラム」で高い評価を得た。その具体的な教育内容は、いわゆる PBL(Project 

Based Learning)で、企業から課題を設定してもらい、それに対して学生がグループで取り
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組んだ。こういった教育を通じて、応用的な部分と基礎的な部分を両方強化することがで

きる。 

その後、「複合システムデザインのためのＸ型人材育成」の提案が文部科学省「大学院教

育改革支援プログラム」に採択され、2007 年からの 3 年間にわたって実施された。この教

育プログラムによって、機械工学およびその周辺領域の学問において、自分の専攻を超え

た複数の専門を学び、複数の領域にまたがる「マルチフィジックス問題」を解決する能力

を養おうとした。学生の応用力を伸ばしつつ、基礎的な能力も引き上げようという取組で

ある。 

さらに 2011 年からは文部科学省による公募の「博士課程教育リーディングプログラム」

が開始された。この公募には 3 つの類型があるが、2011 年に採択された一例は類型がオー

ルラウンド型、プログラム名が超域イノベーション博士課程プログラム、プログラムコー

ディネーターが工学研究科機械工学専攻の藤田喜久雄教授であった。これらのプログラム

によって、基本的なことの学習に加え、他の分野に関する教養の幅を広げることもできる。

また、文部科学省のこれらのプログラムは、工学研究科機械工学専攻以外の専攻、研究科

でも多数、採択 されている。 

その他にも、グローバル化対応の一環として、大阪大学では「グローバルコラボレーシ

ョンセンター」 を設立し、世界的に活躍できる人材の支援も行っている。また学際融合研

究センターでは、グローバルコラボレーションセンターと各研究科が 提供した科目をもと

にした副専攻的プログラムとして、大学院等高度副プログラムを提供しており、学生が興

味をもった異分野を幅広く学べる ようサポートしている。 

大学での理数教育の例に関しては、大阪大学の機械系における理数系教育の変遷を見て

いただきたい。 

 

同じ機械系であるにも関わらず、1982 年には卒業までに合計 197 単位取得しなければな

らなかったのが、2011 年には卒業単位が 137 単位にまで減っている。細かく見ていくと、

1962 年・67 年には 200 単位弱必要であったが、85 年には 175 単位に減少した。さらに 1992

年に、大綱変更の影響から 145 単位に大幅に減少し、1998 年には 高でも 134 単位までに
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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。 

理数科目の内訳に関しては、専門教育科目内で必修になったり選択になったりしている

のを除けば、力学の必要単位数は 1982 年と 2011 年でそれほど変わっていない。ところが

数学は、一応必修にはなっているが専門基礎教育科目、一般教育科目において 14 単位から

10 単位に減り、専門教育科目内で必修から選択に変わってしまっている。物理学は、専門

基礎教育科目、一般教育科目において 12 単位から 6 単位にまで減少している。このように、

単位数だけみても相当変わってきているが、教育内容も変化している。昔は、教養部があ

ったので、数学・力学・物 理学を教える専門の教員がいた。現在は教養部が廃止になった

ので、昔でいう専門課程の教員が教えており、「その科目の専門家ではないが近い分野を研

究しているので教える」という状況になっている。また、1 単位あたりの時間数もかつては

50 分だったが現在は 45 分に短縮された。 

昔の教育が良かったかというと必ずしもそうではないと思うが、現在の大学教育は 30

年前に比べ、単位数や学習時間が減少し、学生に教える教員の質が変わってきている。一

方、大阪大学の機械系の学科では、所謂 4 力学が重要だと考えカリキュラムを改善してき

た。4 力学などの重要なものは「4 単位 1 セメスター制」を採用し講義だけで 4 単位分(2 コ

マ×2 単位)行っているのに加え、実験演習を週に 3 時間(1.2 単位相当)も行っている。 

なかなか明確な効果を出すのが難しいところではあるが、グローバル教育も専門教育も

このように進めている。 

●大森不二雄氏 

本日のパネリスト、モデレーターとも日本機械工業連合会の理数系グローバル人材育

成・教育に関する調査専門部会の委員を務めている。部会の名前のとおり、理数系教育と

グローバル人材についてこれまで多くの議論を重ねてきた。先ほどの西村先生の講演で紹

介された提言も理数系教育とグローバル人材に関する内容が主体。パネリストの方々には

この 2 つのキーワードに基づき意見を述べていただいたが、まず英語教育についてはかな

り異なる視点からの指摘があった。 

野崎さんからは「英語力以前に、日本語が書けない、話せない」というお話があった。

私自身も大学で文系の学生を教えているが、 近の学生が日本語で論理的に考えることが

できないといのは日々痛感している。そもそも、普段日本人同士でロジカルな話はあまり

しないし、パネリストの方々から指摘があったとおり 近の若い人は語彙が貧しく学生同

士の会話を聞いていても限られた単語しか出てこない。日常生活で高いレベルの会話をす

る機会は少ないので、日本人同士のやりとりだけでは、グローバル人材に必要なロジカル

シンキングやクリティカルシンキングといった力を磨くことは難しいかもしれない。 

したがって個人的には、英語をコミュニケーションツールとして、無理矢理にでも海外

の人たちと接さなければならない機会を学生や若い社員に与える必要があるのではないか

と思う。また、グローバル人材は何かの卓越した能力をもっている人ではなく、従来の概

念とおりの「日本で優秀な人」だという意見もあった。但し、日本で優秀な人をそのまま
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海外に派遣したら、すぐに活躍できるかという点では個人的に疑問がある。アジアの学生

と日本の若い人を比べると、英語力に差があるのはもちろんだが、日本の若い人には「物

事を筋道立てて論理的に考える訓練」が圧倒的に不足している。グローバルな場に学生や

社員を出す前に、何かしらの訓練が必要なのではないかと思う。 

次に、理科教育についてだが、西村座長を中心にまとめた提言に沿って、掘り下げた質

問を個別に行いたいと思う。まずは大学入試についてお尋ねしたい。2000 年以降、理数系

の学部学科を中心に、学力低下が問題視されるようになったが、大学入試の在り方につい

て野崎さん、戸瀬先生から意見をいただきたい。 

●野崎晃平氏 

学力試験ではなく、「形だけの試験」で大学や大学院に進学している学生が半数近くいる

ように思う。私自身の過去を振り返ると大学入試に向けて高校生時代にしっかり勉強する

ことで基礎が身についたが、高校からのエスカレーター式や、学力を問わない AO 入試・

推薦入試で大学に進学していたら、勉強を疎かにしたかもしれない。また、私は機械学科

出身だが、大学院入試をきっかけに所謂 4 力学(熱力学、材料力学、流体力学、機械力学)

をしっかり学び身に着けた。 

近の大学入試では 4 力学を出題しなかったり、一部の科目しか課さなかったりしてい

るようだ。きれい事だけでは学生に勉強するモチベーションを維持させるのは難しい。試

験という「関所」をしっかり設ける必要がある。企業が入社試験を行って学力をチェック

するというのは無理があるので、大学側で然るべき科目を入学試験必修にするなどして対

応してほしい。 

また、同じ機械学科出身の学生であっても、出身大学によって習っている範囲が全く異

なるということも頻繁に起きている。英語には共通の指標となる TOEIC があるが、機械や

電気の分野でもそういった試験があれば良いと思う。「この点数であれば、高卒、学卒、院

卒問わず充分な能力がある」と分かれば、企業にとって採用の目安になる。客観的に学力

を評価できる仕組みがあれば、企業は優秀な人物であれば学歴を問わず採用するだろう。

世間一般で、「日本の企業は学歴差別を行っている」というような批判もあるようだが、客

観的で公平な試験が導入できればよりクリアな人事・採用ができるようになるだろう。 

インターネットで調べると、「この大学院は楽に入れる」というような書き込みが多くあ

る。 近の学生は「いかに要領よく、勉強をしないで、楽をして、有名大学の大学院卒と

いう肩書を得るか」ということに熱心なようだが、 終学歴と能力が見合っていないのは

問題である。 

当社でも、「仕事ができない」、「基礎学力がない」社員の経歴を見てみると、試験で楽を

してきたという傾向があるように思う。また、「しっかり授業を受けて、しっかり演習をし

て、厳しい試験に合格しなければ卒業できない」というようなハードルがなければ、大学

や大学院に進学した後の学ぶモチベーションが持続しないと思う。 

企業から大学教育への要望としては、ここで述べたような「大学卒業時の学力をしっか
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り担保してほしい」ということに加え、「学生が大学や大学院で何を学んだかはっきり分か

るようにしてほしい」ということがある。例えば、当社で機械や電気に詳しい学生を採用

しようとしたときに、「人間～」、「環境～」、「情報～」といったような文系なのか理系なの

かも分からないような学科の学生が応募してくるので選考の手間がかかる。 

さらに困ったことに、学生に「その学科は何を学ぶところなのか」と質問しても学生自

身がよく分かっておらずしっかり説明できないという事態も起きている。また、専攻が明

確ではいのでどこの学会にも所属できずにいる。大学側が学生から人気を得ようとして「か

っこいい名前の学科」にしようとしているようだが、学生自身が「自分はこれをしっかり

学んできた」というアイデンティティをもてるためにも、素直に「機械」、「電気」という

言葉を学科名に入れてほしい。 

当社も、社名の「豊田自動織機」を新しい名前に変更しようとしたことがある。当社を

志望する学生に「繊維機械のみをつくっている会社」だと誤解されるのを防ごうとしたの

もその一因ではあったが、結局取りやめになった。当社を志望する学生には当社の事業内

容はしっかり説明しているし、学生自身もしっかり調べてくれている。同じように大学も

表面的な名前で魅力を出そうとせず、中身で勝負してほしい。大学で学ぶ内容をしっかり

理解した学生を入学させ、学位を付与すれば良いと思う。 

●大森不二雄氏 

野崎さんから、①入学時や卒業時に学力をチェックする「関所」を設けてほしい、②基

礎になる学問はしっかり勉強してほしい、という視点からお話をいただいた。 

 

●戸瀬信之氏 

野崎さんから的確なご指摘をいただいた。 

一流大学の経済学部でも、入試時に数学の試験を課さないと、大学生の数学のレベルが

中学生程度しかないという事態が起きている。これは、西村先生との調査で明らかになっ

たことだ。さらに問題なのは、入試で数学を課している場合でも、長期にわたって能力の

低下が起きている。 

私は東京大学の理系学生 1 年生を対象に数学を教えているが、数学の学力が落ちる一方

だ。大学入試センター試験は確かに客観的な試験ではあるが、答えさえ合えば点がもらえ

る」というマーク式の試験では数学の本当の力は測れない。センター試験が始まったがた

めに、「数学を通して論理的に物事を筋道立てて考える訓練をする」機会が減ってしまった。

大学は入試において数学の記述式試験を課すべきである。 

某大手予備校の CM で「数学の基本的な公式は自分で導けるように」と謳っているが、

近の受験生でこれが実践できている人は少ない。今の学生の学習スタイルは、公式を覚

えて、解説解答を見ながら穴埋めしていくというもの。これも、センター試験の弊害の 1

つだと思う。 

私が中学生のときは、男子生徒は 3 年間技術科を学び、女子生徒は 3 年間家庭科を学ん
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だ。技術科の時間では、様々な「モノ」に触れる経験を積み、科学の知識を補完すること

ができた。現在は、両方の科目を男性も女性も学ぶので、学習時間、内容が少なくなって

いるように思う。 

●大森不二雄氏 

高大接続の観点から、大学入学後の教育カリキュラムについてお話を伺いたい。 

 

●久保司郎氏 

私が現在所属している摂南大学は多様な入試形態を設けている。一般入試だけでも選択

の幅が広く、「物理・化学のどちらか 1 科目のみで受験できる」など特定の科目を避けるこ

とも可能である。推薦入試になると、総合力を見るので、基礎学力がほとんどチェックさ

れない。「一般入試では学力試験にパスできないから、推薦で受けよう」とする学生もいる

と聞いている。そういった学生は入学してからの授業になかなかついていけず、大学の教

員が、高校で習うはずの微分・積分の基本的なところまで再教育している。大学で学生を

教えている身としては、入試でしっかり学力を確認してほしいと思う。 

大阪大学の大学院機械工学専攻でも定員の 1 割程度で推薦入試を取り入れているが、推

薦で入ってくる学生はかなり優秀だ。定員の 1 割程度であれば、推薦入試を適用しても丁

寧に選抜ができるように思う。野崎さんからも大学院入試の重要性についてお話をいただ

いたが、私自身も大学院入試をきっかけに機械工学の基礎を学び直した。もちろん学部で

一通り習ってはいたが、大学院入試に向けて体系立てて学ぶことで全体としての理解をよ

り深めることができた。 

因みに私が大学院を受験したときには、各教授が 1 問ずつ出題しており、「先生の数だけ

試験科目がある」状態だった。今の大学院入試では、英語や数学は必須だが、専門科目は

選択なので 4 力学の中の２ 科目だけで受験できる。過去に、「ある科目の問題が難しい」

という噂が流れて、その科目を専攻する研究室に所属する学生ですら他の科目で受験して

いたという例もあった。個人的に所謂 4 力学は機械系の学科では必須だと思うので、大学

院入試で取り入れるべきだと思う。確かに、4 力学の中には一部の研究室では不要となるよ

うな科目も含まれているが、自分の専門外の科目を学んでおくことが、研究を進めるうえ

でも、将来仕事をする上でも役に立つ。 

また、野崎さんから「学科名から専攻の内容が想像できない」とのご指摘もいただいた。

例えば、大阪大学には「応用理工学科」という学科がある。この学科は機械・生産・材料

を専門としているが、専門内容をうまく一言で表すことができずにそのような名前がつけ

られてしまった。一方で、機械工学科という学科も残っている。元々は「先端」、「航空」

などの名前がついていた学科がいくつかあったのだが、「名前から、何をやっている学科が

分からない」ということで、大阪大学では大分類にあたる「機械工学」専攻という名称を

採用した。 

大学の入口と出口で学力をしっかりチェックしなければならないが、受験生からみた学
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科の人気を考えたとき、入試や卒業要件を厳しくするのはなかなか難しい。摂南大学の今

年の志願者は前年の 7 割増(実志願者は 3 割増)と聞いているが、入試科目を増やすとまた志

願者が減ってしまうかもしれないので、反対意見も多く出ると思う。 

●大森不二雄氏 

大学入試を「学力の関所」にする重要性は大学側としても認識しているが、大学の経営

に関わる問題なのですぐに対応するのは難しい。大学院入試については、90 年代に「大学

院重点化」の動きの中で大学院の定員が急拡大された。おそらく大学側にとっても「定員

を埋めなければ」という圧力があり、大学院入試がより平易な方向にシフトしていったの

だろう。世情言われる、「学歴ロンダリング(学部のときよりも有名な大学院に進学し 終学

歴とする)」もそのころから始まったのではないかと思う。 

久保先生から「大学院入試をきっかけに機械工学について体系的に学んだ」とお話があ

ったが、学部では機械工学を体系的に教えられていなかったのか。 

 

●久保司郎氏 

当然、学部でも機械工学を系統的に学ぶ機会はあった。但し、期末試験では「1 つの科

目の勉強をしてまたすぐ次の科目」というように矢継早に学んでいたので、「覚えて忘れて」

の繰り返しだった。大学院入試を受けるにあたって、半年ほどの期間をかけてじっくり学

んだので、その間に知識として定着させることができた。 

 

●大森不二雄氏 

続いて、大学入試と所得の関係について八木先生に伺いたい。 

 

●八木匡氏 

「所得」とは、主として「稼得所得」、つまりどれだけ賃金を得ているかということであ

る。賃金は労働市場における評価を反映したものだ。したがって所得が高いということは、

その労働者が高く評価されている、つまり「社会の役に立っている」ということを示して

いる。こういった話をすると、よく教育学者の方から「賃金は一部の能力を評価したもの

に過ぎない」との批判をされるが、賃金こそ も多くの情報を反映したものだと我々は考

え、調査を行ってきた。 

2000 年に西村先生等と行った調査では、「大学入試で数学を受験したか否か」というこ

とと、所得(＝労働市場の評価)の関係について調べた。その結果、特に 83 年から 98 年卒業

者において、数学未受験者の平均年間所得が 549 万円だったのに対し、数学受験者は 726

万円という大きな所得差がみられた。 

次に、文系出身者と理系出身者の所得比較調査を行った。この調査を行った背景には、

「文系出身者の方が理系出身者よりも所得が高い」という、ある種のミスリーディングが

起きていたということがある。具体的で信頼性の高い調査を行う必要があると考え、イン
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ターネット調査を行ったところ、文系出身者の平均年間所得は 538 万円、理系出身者の年

間所得は 681 万円で、理系出身者の方が高所得であることが明らかとなった。インターネ

ット調査だけではなく、郵送による調査票調査も行った。その結果、理系出身者の方が正

社員比率や役職比率が高いということが分かった。また、郵送調査法においても、男女と

もに理系出身者(平均年間所得 552 万円)の方が文系出身者(同 391 万円)よりも高所得である

ということが示された。 

続いて行ったのが、理数教育と所得の関係を調べる調査である。まず、得意科目別の平

均所得を調べた。「ゆとり教育前世代」、「ゆとり教育世代」、「新学力観世代」のどの群にお

いても、「数学が得意」という労働者の所得が も高く、その次に「理科が得意」という労

働者の所得が高かった。さらに、理系出身者の「得意な『理科』科目別の平均所得」を調

べたところ、前述の 3 世代のどの世代においても、「物理が得意」という労働者の所得が

も高かった。 

このような調査をなぜ行ったのかというと、1 つには前述のように「文系出身者の方が

理系出身者よりも高所得である」というミスリーディングな通説により、「理科離れ」が進

んでいるのではないかと危惧していたからである。「理系出身者の方が文系出身者よりも高

所得である」という調査結果を公表したときには様々な反応があり、例えば、インターネ

ット上で受験生から「理系に進んだ方が豊かな生活が得られそうだ」という声があがった。

「理系出身の方が高い所得を得られる」ということは、高校生が理系学部に進路をとるイ

ンセンティブになりそうだ。また、「同じ理系出身者であっても、物理が得意な人はより所

得が高い」という結果が、若い人達に「物理を学ぶことの重要性」を理解したもらうきっ

かけになればと思う。 

 

●大森不二雄氏 

所得と理数教育の関係についての調査結果をみたうえで、政府機関に対して何か要請が

あるか。 

 

●八木匡氏 

所得と絡めても、物理を学ぶインセンティブがあるということは、学習指導要領を改定

していくうえでの重要な材料になると思う。理科に関しては 90 年代に必修科目の数が大幅

に削減されてしまった。その結果、「物理を履修しなくとも高校を卒業でき、理工系の学部

に進学できる」という事態も起きているようだ。このように、物理を避けることができる

ようになってしまったことが、製造業における若手人材の基礎学力低下につながっている

と思う。 

 

●大森不二雄氏 

確かに「所得」は勉強するうえでの大きなインセンティブになるだろう。一方で、 近
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の学生をみていると、所得以前の問題として「理系学部は文系学部よりも勉強量が多いの

で進学したくない」と考えている人も多い。日機連の部会でも委員企業の方々から「 近

の若手はつらいことをすぐ避けたがる傾向がある」という意見を数多くいただいたが、進

路選択の段階にもその兆候が見られるように思う。 

大学教育・大学入試について多くのご意見をいただいた。ここで、少し視点を変えて、

企業の大卒・大学院卒者の採用の在り方についてお話を頂きたい。 

 

●野崎晃平氏 

先ほども申し上げたとおり、当社は「ある程度は成績を重視」した採用を行っていく方

針だ。確かに、「成績が良い人ほど良いアウトプットを出すか」というと、必ずしもそうで

はないかもしれない。しかし、ある程度の学力がなければ、入社後に仕事を教わっても指

示内容が理解できない。新入社員に仕事を教えようとしたときに、「数学や物理の基礎が分

からない」ようでは指示ができないので、仕事に就かせられない。 

したがって、当社をはじめ多くの製造業では、高校で習うような物理・数学を新入社員

に再教育している。因みに、そういった研修に対する当社の予算は 3 億円にのぼっている。

以前は高校までの段階でしっかり履修できていたことを、わざわざ時間とお金をかけて教

えるというのは企業にとって大きな無駄である。 

当社では、かつては「バイタリティがあるか」、「リーダーシップがあるか」というよう

な人物重視の採用を行っていた。人事担当者は基本的に文系出身者で技術のことを学生に

質問することができないので、 近は技術者も面接に加わり、学生をみるようにしている。

それにより、 近では入社前にある程度は新入社員の学力を把握できるようになった。 

当社への入社を希望する学生に「誇れること」を質問すると、10 人中 8 人は「居酒屋で

アルバイトをがんばりました」などと学問に関係のないことを答える。技術者として入社

を希望するのだから、「一番がんばったのは学問や研究」というのが普通なのではないかと

思う。私自身が学生のときには、勉強が忙しく、とてもアルバイトに精を出す時間はなか

った。 

先ほど、大森先生が「学歴ロンダリング」とおっしゃられていたが、当社も採用時に多

少なりその影響を感じている。例えば、有名大学の学部からそのまま大学院に進学した学

生はそれなりに優秀だが、大学院のみ有名大学という場合や、大学院進学にあたり学部・

学科を変更しているという場合は、学力がどの程度あるのか丁寧にチェックした方が良い。

もちろん、後者の例のような学生が不出来だということはないのだが、「大学や大学院で何

を学び、何を身につけたか」はしっかり聞く必要がある。 

先ほど、「英語学習よりもまずは日本語がしっかりできるように」と述べたが、何も英語

学習を否定しているわけではない。社員をみていると、英語での日常会話はよくできてい

る。ところが、論理的に筋道立てて説明する段階になるとたちまちうまくいかなくなる。

例えば、当社の技術系社員の多くはグローバルな現場でも仕様書などを書かなければなら
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ないが、そもそも日本語で充分なものが書けなければ英語でも書けない。 

したがって当社では、日本語で論理的に考える研修も行っている。欧米の現地法人の従

業員はプレゼンやグラフィックの面で優秀だが、実は文章で簡潔に説明するのが苦手なの

で、彼らに対しても同様の研修を行っている。また、グローバル教育の一環として、欧米

の現地法人の従業員を日本に呼ぶこともある。 

英語学習には教育だけではなく、「訓練」が必要で、「訓練」をやらなければ上達はしな

い。学問も同じで、単位をとるだけであれば学期末の試験に向けて付け焼刃で勉強すれば

良いが、大学院入試になってくると範囲が広く内容も深いので何回も教科書を読んで応用

問題を解かなければならない。したがって、大学院入試に向けた学習は「訓練」の経験に

なる。さらに、しっかり訓練を積んでいれば応用もきく。当社の若手社員にも「習っては

いるが使い方が分からない」という人がいるが、このような人は「訓練」が足りていない

のだろう。訓練が充分でなければ、知っている「つもり」に過ぎないと思う。 

 

●大森不二雄氏 

「論理的な文章を社員が書けない／話せない」というのは、小中高大での教育で、そう

いった訓練を受けてこなかったことの現れだと思う。私自身もよく学生に、「話したり書い

たりできてはじめて、『考えている』ということになる」と指導している。つまり、きちん

とした言葉でアウトプットできないのであれば、それは考えている／理解しているという

ことにならない。専門科目の学習量が多い理系の学生ならともかく、文系の学生ですらそ

ういった訓練が足りておらず論理力がないというのは、日本の教育に大きな欠陥があると

疑わざるを得ない。 

野崎さんから企業での採用についてのお話もあったが、 近は他の多くの製造業で理工

系の採用も文系的な「学力よりも人物重視」になっているようだ。さらに、内定をもらっ

た学生が「採用で学校の勉強については問われなかった」、「学力と就職は関係なかった」

と後輩に話したりもするので、ますます学生の学習意欲が減退してしまう。提言 C.-2.に「企

業は、採用時に面接に加えて学力試験を行う」とある。豊田自動織機では採用にあたり学

力もチェックしているようだが、まだまだ製造業全体には浸透していない。どの企業でも

採用にあたって学力試験を行う、というようになれば入社前に「関所」が設けられること

になる。 

 

●北野誠氏 

企業における学生の採用について述べたい。私が 30 数年前に入社したときには、弊社で

も学力試験に代わる「学科面接」を行っていた。例えば、「東京の上空に静止衛星を打ち上

げられるか」という設問が与えられた。そういった設問どう答えるかによって、志願者の

総合力を見ていたのだと思う。学科面接といっても、大学入学試験のように半分以上をバ

ッサリ落としてしまうような性質のものではない。基本的に、「学校推薦で志願してきた学
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生は採用する」という方針なので、「入社しても仕事について来られないだろう」というレ

ベルの学生に対する足きりのようなものだったと思う。 

当社には数多くの事業所があり、入社前にも職種と勤務地の希望を尋ねるが、基本的に

は本人の希望どおりにはいかず、会社全体の人員配置のバランスを優先に配属先が決まっ

ていく。その結果、電気系の学科出身の学生が機械系の研究所に配属されたりしたという

例もあった。数年もすれば慣れるのかもしれないが、配属された当初は専門外のことを学

ばなければならず、新入社員の負担が大きいと問題視されるようになり、10 数年前から「ジ

ョブマッチング制度」を採用した。 

ジョブマッチング制度は今や数多くの企業が採用していると思うが、当社の場合だと技

術系の採用時に学生を事業所に連れて来て合否を決め、その事業所に合わないようならま

た別の事業所を検討させるようにしている。ジョブマッチング制度を浸透させていくなか

で、情熱や人間性などの採用重視に切り替わっていったのだと思う。学力試験を学生に課

すと、どうしも採点に時間がかかってしまい、採用可否を決めるのも遅くなってしまう。

また、試験問題作成に手間がかかる、といったコスト要因もあり、学力試験が行われなく

なったのではないかと思う。 

弊社では、来年度の採用をどうするか議論が始まっているが、やはり「学生の学力をし

っかり見るべきだ」という人の方が多い。一方で、学力よりも人物重視で採用を行い、学

力の足りない分は入社後の研修で補うべきだという人もいる。先ほどの講演で野崎さんか

ら「入社時の学力テストをみると顕著な学力低下が見られる」というお話を伺った。前述

のように、当社の人材育成方針は「自分の社員は自分で育てる」というものだが、あまり

に学力低下が進んでいるようなら、入社前の学力もある程度見ておくべきかもしれない。

再来年度から、就職活動の開始時期が大学 4 年生の夏からに後ろ倒しされることもあり、

今の採用を大幅に見直す必要がある。 

語学については、私も母国語ができていなければ、外国語もできないと思う。技術者の

アウトプットには試作品やプログラミングというようなものもあるが、大半は論文、特許、

仕様書のようなドキュメント形式だ。それらのドキュメントを母国語でしっかり書けない

ような人は、いくら英語が得意であってもグローバル人材にはなれない。 

八木先生のお話にもあったように、日本はある意味素晴らしい国で、日本語での教育資

源が多いので「あらゆる技術のことが母国語で理解できる」環境にある。先人たちが英語

で書かれた技術を日本語に訳し、質の良い教科書があったので、語学と技術を分けて学ぶ

ことができた。新興国で技術を学ぼうとすると、英語の教材しかないので必然的に英語力

も強化される。弊社では入社後一定期間内の TOEIC の目標値を設定している。義務ではな

いが、目標として掲げることがモチベーションになるのか、若手はある程度の水準までは

達している。若い人は英語もすぐ身につきやすいので、だからこそまずは母国語をしっか

り扱えるようになってほしい。 
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●大森不二雄氏 

私も、「日本語より英語が大事」だと思っているわけではない。日本語で論理的に考えて

アウトプットすることも大切だし、職種により求められるレベルは異なるだろうが英語で

論理的に考えてアウトプットすることも大切だ。英語ができない人は世界の重要な情報を

速くインプットすることができないが、日本の経営陣は英語力が弱い場合が多い。英語力

が弱く時間的なロスが大きいことも、小川審議官からお話があったように日本の製造業競

争力チャート(2013 年版ものづくり白書)において「主要各国に比べ経営力が弱い」とされ

ていることの一因だと思う。「英語が出来る人を優遇する」というのではなくて、「英語が

できるのは前提条件で、英語以外の能力が高い人を優遇する」となると良い。 

基礎学力についても英語力と同様で、「基礎学力が一定程度ある」というのはある意味前

提条件であたり前のこと。基礎学力があるという要件を満たしたうえで、「コミュニケーシ

ョン能力が高い」、「リーダーシップがある」などの人間力を見て選抜・採用していけば良

い。「基礎学力不問、人間性のみ重視」となってしまえば、日本の製造業が衰退していくの

は目に見えている。 

日本の大学も PBL(Project Based Learning)やアクティブラーニングを積極的に取り入

れるなどして「学生の人間力を高めよう」と試行錯誤してはいるが、日本の大学に人間力

を育てるノウハウはまだまだ欠けているし、そもそも「人間力」の定義は曖昧。それに対

して、「物理や数学の能力」のような基礎学力は日本の製造業で働くのに必須の能力で、あ

る程度は客観的に測れる。まずは客観的に測れて社会に出てからも必要な基礎学力や英語

力を身につけた学生を選抜し、そのうえで人間力を重視するというのが、理想的な採用の

在り方だと思う。また、多くの企業で、理系の基礎学力がどの程度か測れない文系出身の

人事担当が、技術系人物の採用を担当しているということも問題である。 

 

●大森不二雄氏 

本日のパネルディスカッションでは、グローバル力や語学力を教育でどう担保するかに

ついて、また、理数系を中心とした学力試験の在り方や役割について数多くの議論を行っ

た。 後にパネリストの方々1 人ずつ、 も強調したいことを述べていただきたい。 

 

●久保司郎氏 

入試については提言 B.にもあるとおり、大学側がしっかり学力をチェックする必要があ

ると思う。また、理科に関しては大学に入ってからの授業についていけるように、中学校

や高校での学習も重要だと考える。数学については、提言 A.-3.にもあるが、数学Ⅱ・B を

まずはしっかり教えてほしい。数学Ⅱ・B にあるような内容は今後機械工学を学んでいくう

えでも基礎となっていくような重要なものを含んでいる。それにも関わらず 近の教育は、

後で学んでも構わないようなことを先に教えようとしているように思う。 
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●戸瀬信之氏 

数学者の立場からすると、日本の有名大学ですら数学の試験を課していないところがあ

るというのが信じがたい。日本以外の世界のトップレベルの大学入試では数学が必須であ

るし、米国の某トップレベルの大学では大学を卒業するのに 2～4 単位分の数学の履修が必

須となっている。日本の大学教育には主要先進国の水準に達していない部分もあるので、

まずは大学の教育内容をグローバル水準に引き上げてほしい。 

 

●八木匡氏 

本日の西村先生の講演の中で、様々な視点から提言が出された。私個人は、問題点の指

摘、何が重要であるかということについての議論、「だから何をするべきか」ということに

ついて議論を重ねていくことが重要だと考える。特に 後の「何をするべきか」というこ

との議論が も重要で、例えば、「具体的にグローバル人材を育てるうえで何が必要か」な

どということの詳細を詰めていく必要がある。今の日本の殆どの企業は 4 月 1 日付で社員

を採用しているが、このことが海外に留学することの 1 つのネックになっていると思う。

欧州では、「新卒の労働者は年間を通じて『随時採用』」となっている企業も多いと聞いて

いる。このような「採用時期の柔軟性」もグローバル人材を育てていくうえでの重要なポ

イントの 1 つだ。 

また、提言の背景の 1 つに「これからの企業の競争力の源泉は技術革新を含めた創造力

の向上にある」というものがある。ところが、「創造力」を身につけるためにどのような教

育をするべきか、ということについての議論はまだあまり進んでいない。もちろん、すで

にメディア上では、「知識創造とは異なった知識をもった人間が出逢って刺激を得ながら新

しいものを創造していくことで、その刺激のためにダイバーシティが重要だ」などといっ

た一般論的な議論が行われている。一方、企業や大学教育の中でどのようなプログラムを

組んで創造力を育むのかという視点からの具体的な議論は行われておらず、今後の課題だ

と考える。 

 

●大森不二雄氏 

経済学の中では、組織や組織の中の人材のクリエーティブ性やイノベーティブ性と、ダ

イバーシティやモビリティの関連性についての議論はどの程度進んでいるのか。 

 

●八木匡氏 

経済学の中で議論するより前から、経営関係の有識者の中で知識創造についての議論が

なされていた。もっとも有名なのは野中郁次郎教授の「暗黙知を形式知に変換する」とい

う理論だろう。そのプロセスに多くの有識者が着目し、組織内における知識創造のシステ

ムをどう構築していくかという視点から議論が進められてきた。経済学の中での議論は、

藤田昌久教授が 8 年ほどの間をかけて研究してきた、かなり高度な数学モデルを使った「知
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識創造のメカニズム」の解明が、比較的先端的な議論だと思う。 

 

●大森不二雄氏 

「暗黙知を形式知に変換する」ということについてだが、私個人のこれまでの経験から

すると、日本人は暗黙知の範囲内では強いが、それを形式化する(言葉にして体系立てて説

明する)ことが苦手だと思う。企業においても、職人気質なところは強いが、経営戦略にお

いては弱いという傾向があるように思う。 

 

●野崎晃平氏 

「大学院教育をより充実させる」という議論もなされていたが、正直言って弊社の場合、

昔の高卒レベルの基礎学力があれば、基本的にどんな仕事でもできる。大学で習うレベル

の数学ができていればより良いという程度だ。細かい専門的なことは企業に入ってからの

研修で学べば良い。極論を言えば「昔の」高校レベルの学問がしっかりできていれば充分

で、「今の」大学院を出ている必要はあまりない 

今の理系人材は殆ど全員大学院に進学するが、大学院に残って本当の意味でアカデミッ

クな分野に進むべき人材は、今の大学院進学者のせいぜい 10 人に 1 人だと思う。大学院の

定員が多すぎるので、定員を減らしてその分予算を特定のところに集中させ、少数精鋭で

切磋琢磨していけば良い。これから「英語ができて当たり前」という時代になっていくの

であれば、「大学院の授業は全て英語で行う」くらいの意気込みが必要だと思う。そうすれ

ば、海外からの留学生受け入れも容易になる。 

さらに、大学院は秋入学・秋卒業にして、学部卒業から大学院入学までの空いた半年の

期間を第二外国語の強化にあてたり、大学院での英語授業についていけるための準備期間

にあてたりすれば良いと思う。中途半端に英語の学習時間を増やしても、大した効果はな

いと思うので、「必死になって英語を勉強しなければならない」という環境を強制的につく

る必要がある。 

弊社でも英語教育は積極的にやっているが、なかなか思うほどの効果があがらない。と

ころが、「入社してから 2～3 年経つと海外に赴任する」と言われると、どの社員も必死に

なって英語を勉強する。体力や健康面の事情から海外に派遣できない社員もいるので、社

員全員がグローバル人材になる必要はない。教育資源を適切に配分していけば良いと思う。

会社としては海外に派遣したくても健康診断でドクターストップがかかる場合も多い、ま

た家庭の事情もあるので個人的には 100人中 50人程度しか海外に派遣したくても派遣でき

ないという印象がある。「全員に一律平等に機会を与える」というのが日本的な考え方だが、

グローバル人材として鍛えていくのは全員ではなく、 

せいぜい 1～2 割で良いと思う。これからも製造現場のワーカーはほとんど英語を使わな

い人が多いだろう。 
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●大森不二雄氏 

高校までの基礎学力、特に理数学力がしっかり身についていれば企業で充分働けるとい

うのはご指摘の通りだと思う。一方で、諸外国では、大学院卒が管理職の要件になってい

るところも少なくない。また、日本の場合は博士課程まで進む人はごくわずかだが、欧米

や中国、アジアにおいては各界のトップになるには博士課程が必須である。高校までの学

力で戦力になるのなら、日本の大学教育・大学院教育はどうあるべきかという議論も出て

くる。 

 

●北野誠氏 

技術者は「新しいこと(イノベーション)」をやらなければならない。そして、コンプラ

イアンスを遵守して「正しいこと(技術的に間違っていないこと)」をやらなければならない。

これらができなければ、一流の技術者とは言えない。これまで誰もやってこなかったよう

な「新しいこと」は、先輩の技術を伝承していただけでは到底実現できない。 

様々な分野において技術の可能性について考えるうちに新しいことを思いつくので、

様々な分野を学んでおかなければならない。そういう意味で、機械系の学生は 4 力学につ

いては絶対に修得しておく必要がある。企業からのそうした要望を大学が受け入れてくれ

たとして、今度は「4 力学を大学で教えるために高校で数Ⅲレベルの微分・積分を教えてほ

しい」という要望を大学側が高校側に出す、そのために中学では…、というように時系列

とは逆の方向からの働きかけが進んで行くと良いと思う。 

 

●大森不二雄氏 

後に、本パネルディスカッションについてのまとめを行いたい。理数系グローバル人

材には、高校までの理数の基礎学力も、人間力も、然るべき人には英語力も必要。そう言

ってしまうと、何もかもできなければならないように思えるかもしれないが、学生／社会

人を問わず、常に前を向いて何かを学び続け、自分自身を高めようとする姿勢を持ち続け

ることができる人が理数系グローバル人材として求められているのだろう。 

野崎さんから、「日本で働けない人は海外でも働けない」という指摘があったが、一方で

「日本では働けるが海外では働けない」という人もいると思う。「日本人ははっきり言わな

くても察してくれるが、外国人にははっきり言わなければ伝わらない」というように、日

本と海外ではコミュニケーションの取り方が少し異なるからだ。 

理数系の基礎学力の重要性については再三パネリストの方々から意見を述べていただい

たが、加えて、理数系人材といえどもコミュニケーション能力が必要だ。「コミュニケーシ

ョン能力」と言ったときに日本人と欧米人では概念が異なるように思う。欧米人にとって

のコミュニケーション能力とは、書いたり話したりしたことが相手に伝わるということだ

が、日本の場合は対人関係能力に近い意味合いをもっている。そういった日本的なコミュ

ニケーション能力に加え、欧米のような 100％明確にロジカルに相手に伝えられる力もグロ

― 144 ―



 

 

ーバル人材には求められている。 

学力や語学のような基本を備えたうえで、時代に即した然るべき能力も有する人材を育

てるには、入学、卒業、入社などの適切なタイミングで、それぞれのレベルに応じた関所

を設けるべきだ。それぞれの場で学生に要求するべきものはしっかり要求し、学生も企業

や学校からの要求内容に応じられるように前を向いて準備をしていかなければならない。

本部会による提言は、「企業が求める理数系グローバル人材」を具体的に実現していくため

の手段を明確に描いている。 

 

●質疑応答 

Q.小学校中学校での理科離れ、理数離れ、産業離れの現状と、それを防ぐためにどうす

るべきなのかということについてご意見をいただきたい。 

 

A.提言 A に詳細は記載されているが、小学校 1 年生から理科を履修させること、自学

自習ができるよう教科書の内容を充実させることが重要だと考える。難しいことを子ど

もに教えるよりも早い段階から理科を学べるようにするべきだ。また、教科書を充実さ

せることは、公立学校の教育の質の向上につながる。今の算数／数学や理科の教科書は

小中学生が自分で読んで分かる内容ではない。 近は「理科の授業で実験が少ない」と

指摘する人が多いようだが、私が小学生の頃に特段実験が多かったという印象はないし、

本質的な問題ではないと思う。塾や企業のサイエンス教室で実験を行うこともできるの

で、そういった機会を積極的に利用していけば良い。また、学校の先生の質・教え方も

確かに重要だが、教科書さえしっかりしていればある程度は学習をカバーできると思う。

(西村) 

 

A.塾に通えない子どもも多いので、小中学校の算数・理科の学習時間を増やして教科

内容を豊かにすることも重要だ。野崎さんのお話で、「新入社員が単位換算をできない」

という例があったが、「昔は単位換算の演習をする時間が充分にあったが今は学習時間が

削られてしまい、そういった時間がほとんどない」というような事情を反映しているよ

うに思う。また、文章題を解く機会は日本の算数教育から殆どなくなってしまっている

そうだ。小中学校での理数教育の時間数を増やすことが重要だと考える。（戸瀬） 

 

A.今の小学校 1～2 年生は理科ではなく「生活科」を学んでいる。生活科は理科と社

会科が合わさったような科目で、純粋な「理科」ではない。学問を学ぶというよりも、

実生活と関連づけをしたり実生活に役立てたりする形で、自然現象や社会現象について

体験するようなものである。理科と社会科が合わさった科目ではあるが、小学校の先生

には文系出身で理数科目が苦手という人が多いので、理科というよりも社会科に近い内

容が教えられているように思う。したがって、小学校 1 年生から科目としての「理科」
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を履修することで子どもの理科離れを食い止めようと本部会では考えた。（大森） 

 

Q.小学校の先生で理科を教えられる人は非常に少なくなってきている。日本産学フォー

ラムでは、引退した団塊の世代の理系人材に、小中学校の理科教育の支援にあたってもら

うことを検討しているが、日立製作所の「日立理科クラブ」を参考にしたいと考えている。 

学力低下はトップ層ではそれほど起きていないと認識していたが、戸瀬先生から東京大

学の理系学生の数学レベルが落ちてきていると聞いて驚いた。トップ層の学力低下の原因

と、学力を引き上げるにはどうすれば良いか、ご意見があればお聞きしたい。 

 

A.東京大学 1 年生の理系学生の数学の力が落ちてきているということで、数学科専攻

の学生の学力が落ちているというわけではない。数学の学力が下がっている原因は、こ

こ 20～30 年の長い期間にわたって数学の学習時間が徐々に減ってきたことにあると思

う。20 年ほど前に東京大学の理科Ⅰ類から工学部に進学する学生の共通テストの点数が

急激に落ちたということがあった。調度、ゆとり教育開始に向けて学習時間が削減され

始めたときだったので、その影響だと考えられる。何が原因で東京大学の理系学生の数

学の学力が落ちているという明確なエビデンスはないが、私自身が 15 年間教えてきた感

覚では、徐々に数学の論理的な問題を解かせることが難しくなってきているように思う。

他の数学担当も同じように話している。（戸瀬） 

 

Q.科学技術が日々進歩しているので、普通に考えれば学生が学ぶ内容も増えていくよう

に思う。ところが、日本の場合はゆとり教育路線が取られ、学習時間が減っていってしま

った。以前、フランスの学習時間に比べて日本の学習時間が極めて少ないという資料を目

にしたことがあるようにも思うが、世界各国の学習時間と日本の学習時間を比べたときに

どのような違いがあるのか教えていただきたい。 

また、かつて米国の司法省を訪問した際に、米国の司法省には Ph.D.取得者が 50 人はい

ると聞いた。日本の経済産業省の職員では、それに比べおそらく Ph.D.取得者が随分少ない

と思う。OECD を訪問した際にも、「日本人は学歴が低い」と言われた。学歴が低いという

のは勉強熱心でないという意味ももちろん含まれているが、「修士卒ではないのでなかなか

雇えない」ということであった。欧米主要国では学士か修士か博士かによって、就けるポ

ストが異なるという話を聞いたこともある。 

日本の学習時間や学歴の捉え方が海外に比べどうなのか、ご存知であれば教えていただ

きたい。 

 

A.東京大学の理学部数学科の例になるが、カリキュラムを見ていて「科学技術の進歩

に伴って学習内容のレベルが上がった」という印象は特にない。 

日本は「優秀な層を引き上げる」という意識が乏しいように思うが、フランスの場合
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はグランゼコールという制度があり、18 歳から 2 年間予備学級で学ぶ。例えば理系学生

の場合は 2 年間物理や数学などの理系科目を徹底的に学ぶが、東京大学の 1～2 年生の

教養課程で大学生が学ぶ時間数の 2 倍近くにものぼる。そういう意味では、日本の大学

で学ぶ理数科目の内容は極めて薄いということになる。（戸瀬） 

 

A.日本の場合は学士で採用も昇格も充分できるが、海外では修士課程を出ていなけれ

ば採用されなかったり、Ph.D.がなければ特定の職位につけなかったりすることも少なく

ない。特に、国際公務員(OECD や国連の職員もこの 1 つ)においては、修士号取得が応

募要件の 1 つになっている。日本では、特に文系の学生が修士や博士まで進むことは少

ないので、諸外国に比べ「文系の学歴が著しく低い」という現象が起きている。日本の

場合、「大学で学んだことは社会に出てからは関係ない」と考えている文系出身者が伝統

的に採用担当を行ってきたので、学歴・学力不問の採用が続いてしまっている。 

教育再生実行会議の第三次提言の参考資料によると、米国の上場企業の人事部長の

14.1％、営業部長の 5.4％が Ph.D.取得者である。修士号取得者は人事部長の 61.6％、営

業部長の 45.6％にものぼる。米国では、学士を出ている人よりも修士・博士を出ている

人の方が管理職ポストについている割合が高い。また、ドイツの主要企業 100 社におけ

る CEO の半数近くも Ph.D.取得者である。理系文系問わず日本では修士や博士を出てい

なくても仕事にそれほど支障はない、世界の場に出ると「日本人は学歴が低い」とされ

て足を引っ張ってしまうこともあるようだ。（大森） 

 

A.大阪大学の機械工学専攻の科目としては、4 力学に重点をおいている。他の科目は

かなり内容を絞ってはいるが、 先端の内容も教える形にはなっている。新しい分野を

学びたい学生に対しては、大阪大学の場合、「大学院等高度副プログラム」というものを

提供している。このプログラムは、医工連携のような複合的な分野も学べるというのも

特徴である。 

また、 近、大学の工学部教育では、「JABEE(日本技術者認定機構)」の認定を得よ

うとする動きがある。JABEE の認定を受けると技術士の資格を取る第一段階が免除され

るなどのメリットがある。JABEE の認定を得るには、しっかりした教育を行わなければ

ならず、PDCA を回してフィードバックをかけながら教育を良いものにしているかどう

か、というようなこともチェックされる。したがって JABEE の認定は、大学の教育内容

を見直す良い機会にもなる。(久保) 
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第 5章 まとめと提言 

1.これまでの事業内容 

1）初年度(平成 23 年度)事業 

初年度である平成 23 年度においては、まず理数系科目の履修状況、企業の技術系人材の

能力などに関する現状認識や問題意識について検討を行い、調査の対象や範囲から 終的

な提言の方向までを幅広に議論を行った。そのあと、各分野の専門家を招聘して以下のよ

うな講演と質疑を行う形で議論を深めることとした。 

「高等学校理数科目の変遷及び履修状況について」では、人口減少の中での大学進学率

の上昇という環境の中で、教科書の需要冊数から推測される高校生の履修比率についての

報告があった。数学は 20～25%台、物理は近年微増傾向がみられるもの約 16％であること

などが明らかにされた。また、小学校 1,2 年の理科授業がないことから中学までに授業が終

わりきらずに高校 1 年まで繰り上がってきており、結果的に理系進学者が高校で理科 3 科

目を履修することが難しい状況にある。理数科目は細分化され、地学に至っては教員自体

がおらずその確保もままならないという。 

「技術系社員教育の現状と今後の課題等」では、人事育成に関する取り組みとして社内

での育成課程をデータで検証した事例が報告された。特に現在の新卒は、基礎能力の不足・

オリジナリティの欠如、問題設定能力の不足、意識レベルの低下等の問題がある。従前の

採用で当たり前であった「人柄」、「熱意」、「今後の可能性」を重視するやり方を見直し、

学校の成績重視に改めたところ、良い結果が出つつあるという。 

「現在の高校における物理教育の現状と課題」では県立の進学校における物理教育の現

状についての報告が行なわれた。確かに物理の選択者は化学に比べ少ないが、生徒の多く

は理系を選択する。物理は「敷居が高い」という刷り込みがみられ、苦手意識がある。現

状の教育は大学入試を目標とした「 適化」が行われすぎである。実験などにより理論と

イメージを結合させるなど学習意欲を喚起する取り組みが必要である。20 人規模の少人数

クラスの実現が望ましいという。 

「一関高等専門学校における理数系カリキュラムについて」では、「実践的な」というの

が高専の特徴であり、未来を背負う技術者「役に立つ人材」の養成を目指していることな

どが報告された。教育目標が技術者育成、企業重視といった点で明確であり、企業見学、

合宿研修、工場見学、インターンシップ、科学講演会、討論型の授業,PBL 授業など個性的

な授業を実施している。また、高校対比、数学や物理の単位が多く、４年までに大学初級

レベルまで学習する。「実験・体験・討論型」の新しい科学教育を目指しているという。 

― 148 ―



 

 

海外調査では台湾と韓国の理数系教育について小学校から高校に至る各段階の教育内容

と制度、特徴などを調査した。台湾では理数系の英才教育や日本の SSH モデルなどに触発

され、充実させた恒久的施策の展開などを、韓国では理数系英才高校や中学の理科教育の

授業を見学することができた。いずれも教師が尊敬されていること、英才児や生徒を早期

に発掘し、指導育成することを国家事業として推進している。 

シンポジウムでは理数系学力低下の背景や対応方法のほか、女性研究者の比率の問題、

高大連携と早期工学人材育成、数学者から見た理科教育、技術系社員の基礎学力について

の報告があった。また、海外からは韓国における理科教育、ドイツ機械産業における人材

育成、豪州企業家から見た理数系日本人採用者の特徴、アメリカの教育と理工系進学要因

などの報告と議論が行われた。全体総括として文理就職率や平均所得比較などのデータと

ともに理数系に関する我が国の状況を改善するための方向や我が国にも英才教育をなどの

提言が発表された。 

2）2 年度(平成 24 年度)事業 

次年度の事業における部会の運営については、前年度同様に主として専門家の招聘によ

る報告と質疑により議論を深めるという方法で行われた。 

「高等専門学校における人材育成と理数系教育」では高専の人材育成状況の報告があり、

特にモデルカリキュラムが紹介された。これは高専本科・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、

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示されている。 

「大学における教養教育」では高等教育国際基準協会の立ち上げの経緯についての報告

があった。英語を中心とした教養教育の実態、英語教師に求められる資質などが報告され

た。教養教育は、一般に基礎教育と共通教育に大別される。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 も広範囲で効率的に行うことができるという。 

「日本機械学会における工学教育活動について」では日本機械学会におけるイノベーシ

ョンセンターなどの工学教育活動についての報告が行われた。また大阪大学工学部機械系

における理系教育プログラムについても紹介があった。特に数学や力学などの専門基礎教

育科目における必修単位や単位数、1単位基本時間数の減少などが明らかにされた。 

「東工大機械系における理数系教育」では東工大の教育体系、機械科の理工系基礎科目
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などに関する報告が行われた。機械系の 1年次専門科目・Fゼミ科目ではグループワークで

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、また、実際に「物」を

加工し、工作する、科学技術者倫理を学ぶ、といった教育が行われている。 

「東京大学工学部・工学系研究科の教育プログラム」では、工学部の理念と概要、理科

Ⅰ類(学部前期課程)のカリキュラム、工学部(学部後期課程)のカリキュラムなどの紹介が

あった。期待する人材像とその育成策として学生には、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

とが期待されている。産学連携のうえで人材育成に努めているという。 

海外調査では韓国の工学系大学である KAIST と POSTECH を訪問した。KAIST では、

海外の有名大学との学術的交流を促進するための二重学位プログラム制、入学予定学生を

対象にした寮合宿による 1 ヶ月間英語集中訓練教育プログラム、大学数学、大学物理、大

学化学の 3 科目について、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する制度、

内外にわたる長期のインターンシップ制などユニークな工夫がみられる。POSTECH でも

教授学生比率が OECD 平均比「はるかに低い」レベルであること、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”があること、講義と実習をセット化した１年

生全員必修の物理教育などの特色がみられた。また両大学に共通する点として入学選抜に

大変な時間と体力を投入していることが判明した。 

シンポジウムでは、「神戸大学のグローバル人材育成」において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・協働などの事例が紹介された。理系学力の低下や大学教育と企業のニーズのミス

マッチ問題については、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いう。 

「機械系製造業の技術経営上の問題と人材育成」では、わが国の製造業が直面する課題、

製造業の再生策、技術者の能力強化の方向、製造業が求める技術系人材、優秀な新入社員

が確保できない理由などの問題点が取り上げられた。また、製造業から理数教育への問題

提起、製造業から小・中・高校理数教育への要望、製造業が大学(工学部)の教育に求めるも

の、企業として取り組む／強化すること、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)が披露された。 

理系漫画家による講演では、「理系漫画家」という職業、経歴、ミッションと活動内容な

どについての紹介があった。理系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。世界中どこでも好きな場所で

創造力を発揮できるような表現力・コミュニケーション力豊かな理工系学生を育てること
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が今後の新たな目標の一つだという。 

「技術系人材の育成～ドイツ産業界における取り組み～」では、ドイツ製造業における

技術系人材の能力不足の問題の紹介とその対応策としての MINT と呼ばれる数学・情報・科

学・技術（MINT）教育に関する強化運動についての報告が行われた。ドイツの産業団体が

中心となって中等教育機関における MINT 教育の普及啓発運動が行われていることや幼稚園

や初等教育段階から科学への興味を引き出していくための取り組みなどが紹介された。 

後に、大学入試制度の多様化と所得水準の分析結果についての報告があり、「このよう

なシンポジウムで報告、議論されたことが、近年問題視されている『理系離れ』、『物理離

れ』に対する歯止めの一助となる」ことが期待される。 

 

3）3 年度(平成 25 年度)事業 

3 年度の事業においては、前年度前々年度同様に主として専門家の招聘による報告と質

疑により議論を深めつつ、並行して本事業３年間の総括としての意味合いを持たせた「提

言案」についての議論を行い、取りまとめを行った。各界の専門家からの報告は以下の通

りである。 

「若手モノづくり人材育成の課題と取組」では企業を取り巻く環境が内部・外部ともに

変化している中で、特に人員構成の変化や若手技術者の技術力・基礎学力低下が内部環境

の変化としてあげられている。社内のテスト結果によれば物理が苦手とみられる社員が存

在したことなどを勘案、現在社内で入社試験の導入を検討しているという。また、モノづ

くりを支える若手技術者の育成・確保の観点から高専機構と協定を締結し、海外インター

ンシップの促進などの取り組みや、女性の活躍支援のための活動を行っている。 

「理数教育の現状と課題」では、大学生の保護者・大学に対する依存傾向の強まりがみ

られるとの調査結果を踏まえ、現在の高校生とその理数系教育の実情などが報告された。

理工系学部志願者が減り続けていること、推薦入試を導入する動きがあるが具体的には検

討すべき問題は多いこと、「困った学生」も存在することなどが挙げられた。研究室を卒業

した OB へのアンケート結果によれば、「詰め込み教育に賛成」する回答が多い。技術開発

を行い、社会実装した際の様々な問題点を考える経験をさせるべきだという。 

「応用物理分野からみた理系人材育成」では、現在の会員数が 22 千人であるが企業所属

の会員が減少していることに危機感を抱いているという。教育事業への取り組みとしては、

リフレッシュ理科教室の取り組みなどが紹介された。理科離れや理系の人材が少ないとい

う問題について、入口である大学と出口である産業界それぞれが課題を共有できているか
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という問題提起が行われた。その解決策として産学連携の取り組み強化や工学部に在籍し

ていて理科教員免許に必要な単位が取得しやすくなるような制度改革が必要だという 

「GSEE の背景、日本とアジアにおける展開」では、GSEE 設立の背景や理念の解説が

行われた。今後 GSEE を浸透させるには地域ごとにサミットを置くことが有効であり、ア

ジアでの展開についての紹介があった。特に GSEE が提供するオンラインでの実験などの

情報交換の場を積極的に活用していく必要がある。また、中等教育の質を高める手法とし

てのオンライン学習を普及させていきたいという。 

「教育再生実行会議 第四次提言」では第三次と第四次の両提言とともに国立大学改革プ

ランの概要についても紹介があった。質疑ではスーパーサイエンスハイスクール、東京都

が導入を予定している 4・4・4 制、達成度テスト、AO 入試、大学の適正規模、国立大学改

革プラン、同プランへの私立大学の反応、東北大・東工大等の事例、グローバル人材育成

事業、教養の教育、卒業試験などのテーマが採り上げられた。 

海外調査はドイツで実施された。産業団体では VDMA,ZVEI,Gesamtmetall の三団体、

企業では Samson 社、このほかドイツ物理学会と科学実験員資格を目指すコースを持つ科

学高校を訪問した。ドイツは職業を中心とした教育体系に特徴を有する。大学には伝統的

な大学の他に職業訓練に重きを置く 2 種類の実践実務能力優先の大学がある。訪問した高

校には大学に進学する前に科学実験員資格を取得してから進学する生徒向けコースが整備

されている。産業界は将来の技術者・技能者確保のための理科数学等の教育の普及啓発活

動に積極的に参加している。 

シンポジウムでは本事業の提言の発表と企業での若手技術者の問題についての講演があ

り、それを受けてパネルディスカッションが行われた。取り上げられた主なテーマをみる

と、企業のグローバル技術系人材の問題、語学力・コミュニケーション、理科教育、大学

のグローバル人材育成などであった。また、大学入試と大学教育についても幅広く議論が

行われた。 

本事業の総まとめとして「提言“MISTEE”教育の推進を！」を「理数系グローバル人

材育成・教育に関する調査専門部会」名で取りまとめ、シンポジウムで発表するとともに

文部科学省記者クラブにて投げ込みを行った。なお、シンポジウムについては日刊工業新

聞に記事が掲載された。 
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2.提言“MISTEE”教育の推進を！ 

本事業の提言は「理数系グローバル人材育成・教育に関する調査専門部会」名で発表

されている。また、本提言を一言で表したものが「“MISTEE”教育の推進を！」である。

MISTEE はミスティーと読み、数学・情報・理科・技術・工学・英語の英語名の頭文字

を連ねたものである。各科目の教育を重視していこうという趣旨である。 

1）提言要旨 

本事業の提言は、四つに分けられており、まず「提言の前提」として製造業が求める

技術系グローバル人材とは何かを明らかにしている。その前提のもとで三つの提言を掲

げている。まず、初等中等教育における理数教育、次が大学における理工系教育、三つ

目が製造業の課題である。 

初に「小中高における理数教育の改善」として 5 つの提言を掲げている。これが提

言 A である。提言 B は「製造業として期待する大学理工系教育」である。ここには 3 つ

の提言が挙げられている。 後の提言 C は「製造業が取組むべき 3 つの課題」である。

これは、産業界が単に教育界に注文を付けるのみならず、産業界としてもやるべきこと

はやっていくという「自らが襟を正していく姿勢」を表明したものである。 

（1）提言の前提．製造業が求める技術系グローバル人材 

提言の前提．製造業が求める技術系グローバル人材 

1．「技術力」と「創造力」の双方のスキルを備え、新しい価値を生み出せる。 

2．十分な学識（MISTEE）をベースに、多様性を受け容れながら、「外国人と対等に
渡り合える」実行力を有し、「新興国のライバルに打ち勝てる」活力を有する。

3．「理数系の高い能力」と「企業人としてのモラル(倫理観)」のバランスが取れて
いる。 

（2）提言 A. 提言 B. 提言 C 

提言Ａ．小中高における理数教育の改善～５つの提言 

1．小１から理科を学習させることとし、中学 3 年の理科の学習内容を世界トップ
クラスの水準に戻す。 

2．理科と算数・数学の教科書を充実し、自学自習を可能にする。 

3．高校においては、原則、数学Ⅱと数学 B 並びに理科 2 科目を必修とする。一
方、SSH やそれに準じる理系進学コースにおいては、数学Ⅲと理科のすべて
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の科目を必修とする。 

4．公立の小中学校と高校に理数英才クラスを導入する。 

5．スーパーサイエンスハイスクール(SSH)については、時限付のプロジェクトで
はなく、恒久的な制度とし、科学英才高校に改組する。 

提言Ｂ．製造業として期待する大学理工系教育～３つの提言 

1．大学の入学者選抜では、たとえ AO や推薦であっても、学力試験を併用する。

2．技術者としての国際水準の学力を確保・維持するため、学部、学科単位で必要
な科目は必修とする。 

3．英語や多様な分野のリベラルアーツを充実させ、基礎学力等に裏付けられたコ
ミュニケーション能力・文章力を養う。 

提言Ｃ．製造業が取組むべき３つの課題 

1．企業は、自らの求める人材の能力・学力を明確にする。 

2．企業は、採用時に面接に加えて学力試験を行う。 

3．企業は、①奨学金制度、②寄付講座、③インターンシップ等を通じて高校・高
専・大学の人材育成に積極的に協力する。 

  

2）提言の各論 

（1）提言の各論 

Ⅰ．提言の各論 （付属資料） 

１．序 

本資料は、一般社団法人日本機械工業連合会内に設置した「理数系グローバル人材

育成・教育に関する専門部会」において、平成 23～25 年度にかけて行われた国際交流

事業における活動を総括してまとめられた提言である。 

この提言の狙いは、主として製造業の立場から見た初等中等教育から高等教育に至

る理数系教育の見直し・改善を訴求することにある。 

本提言の背景には、製造業の国際競争力を左右する鍵は、優れた技術系人材の確保

と育成にあるというコンセンサスや、企業側の若手技術系人材には理数系基礎学力が不

十分な人材がみられるとの指摘、企業は採用後に本来教育機関が担うべき教育機能の一

部を負担している状況などが挙げられる。 

具体的にみると、まず、提言の前提として、グローバル化が進む現代の製造業が求

める人材像を検討している。次に、全部で 3 つからなる提言のうち、A では小中高にお

ける理数系教育改善のあり方について、B では大学における入試と理数系教育改善のあ
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り方について、C では製造業が取り組むべき課題を挙げている。 

このうち A と B は、理数系教育の改善のあり方を提言としているが、これは単に「学

ぶ量を増やす」といった量的拡大だけを狙っているのではなく、例えば物理のような学

習を進める過程で「応用力や創造力を身につける」、或いは、「物事の本質を理解する力

を高める」といった質的充実を狙いとしたものである。 

２．提言の前提：製造業が求めるグローバル人材像 

グローバル化が進む現代の製造業が求める技術系人材とは、理数系の高い能力や優

れた技術力を持ち、企業の社会的責任を認識しながら、グローバルに仕事ができる人材

である。 

近年は市場のグローバル化に伴いグローバル人材が注目されているが、企業が求め

るグローバル人材とは、語学に堪能であるばかりでなく、以下のようなスキルと能力を

備えている人材である。 

提言の前提．製造業が求める技術系グローバル人材 

1．「技術力」と「創造力」の双方のスキルを備え、新しい価値を生み出せる。 

2．十分な学識（MISTEE）をベースに、多様性を受け容れながら、「外国人と対
等に渡り合える」実行力を有し、「新興国のライバルに打ち勝てる」活力を有
する。 

3．「理数系の高い能力」と「企業人としてのモラル(倫理観)」のバランスが取れて
いる。 

提言の前提としての技術系人材像に至る考え方 

一方、現状の企業の若手技術系人材に対しては、基礎学力不足と能力不足という２

つの問題が指摘されている。例えば、「工学的センスに欠ける」、「設計力が不十分」とい

う問題のほかにも「本質を知ろうとしない」、「原因の追及ができない」、「工学系の基礎

知識（4 力学（材料力学，流体力学，熱力学，機械力学）など）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弱い」などが指摘されている。 

また、コミュニケーション力やリーダーシップなどのソフトスキルについても既に

多くの指摘があるとおりである。 

グローバル人材については、企業は激化するグローバル競争を念頭に、多様な価値

観を受容しながら、外国人と渡り合い、競い合うといった能力に注目をしている。また、

成長著しい新興国に負けない活力についても重視している。 

さらに、企業人のモラル（倫理観）は、製品や企業それ自体の信頼性の基盤となる

ものであり、事業のグローバル化の中でその重要性は一層高まっている。モラルの涵養

については、本来は家庭教育や初等中等教育の範疇で培われるべきものであるが、モラ

ルは学習に対する取り組み姿勢にも関わる問題でもある。理数系の能力とモラルの双方
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がバランスよく備わっていることの重要性を再認識し、その育成に取り組んでいく必要

がある。 

 

３．提言Ａ：製造業から教育機関（小中高）への要望（案） 

製造業が期待する小中高における理数系教育の改善点をまとめたものが提言 A であ

る。 

提言Ａ．小中高における理数教育の改善～5つの提言 

1．小１から理科を学習させることとし、中学 3 年の理科の学習内容を世界トップ

クラスの水準に戻す。 

2．理科と算数・数学の教科書を充実し、自学自習を可能にする。 

3．高校においては、原則、数学Ⅱと数学 B 並びに理科 2 科目を必修とする。一方、

SSH やそれに準じる理系進学コースにおいては、数学Ⅲと理科のすべての科目

を必修とする。 

4．公立の小中学校と高校に理数英才クラスを導入する。 

5．スーパーサイエンスハイスクール(SSH)については、時限付のプロジェクトで
はなく、恒久的な制度とし、科学英才高校に改組する。 

提言Ａに至る考え方 

産業界において、理科離れ、工学部離れ、製造業離れが指摘されるようになって久

しい。特に製造業における若手技術系人材の問題は、理数系基礎学力の低下や能力不足

の問題となって顕現化しつつある。 

上記のような現状にあっては、産業界は本来の先進的な研修を行う前に、基礎的な

再教育といった研修を実施しなければならず、従来以上に企業内教育研修の必要に迫ら

れている。こうした教育研修の過重負担は産業の国際競争力に影響を与えるものであり、

望ましいことではない。国として理数系教育を徹底して見直し、さらに強化する必要性

があることは明らかである。 

産業界は企業内教育研修を従来以上に強化する必要に迫られている。こうした企業

内教育研修負担を軽減することは、産業の国際競争力強化につながる。国として理数系

教育をさらに強化することの必要性があることは明らかである。 

理数系教育を強化するには高等教育以前の初等・中等教育に遡る必要がある。産業

界としても大学・高専などの高等教育段階だけでなく、それ以前の段階の小中高教育に

も積極的な関与の必要性を強く認識するに至った。 

実際に理科に対する児童・生徒の反応をみると、小学校時代には世界的にみても高
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い興味・関心を示すものの、学年が進み、中等教育になると低下していく。自然現象を

前にして感動したり、疑問を感じたりという経験が重要であり、将来の課題発見能力の

目を育むことになるといわれている。理科に対する興味・関心を持続し、深化させるこ

とができるような制度的な工夫が求められる。 

こうした観点から提言の 1.では「小１から理科を学習させることとし、中学 3 年の

理科の学習内容を世界トップクラスの水準に戻す」としている。現在、小１と小 2 には

「理科」という科目はなく、「生活科」が置かれている。「生活科」は「理科」とは異な

る。理科教育は小 3 から始まる。小 1 の早い段階から理科に親しむことが必要である。

また、中学の理科の学習内容を世界トップクラスの水準に引き上げるべきである。 

提言の 2.では、「理科と算数・数学の教科書を充実し、自学自習を可能にする」とし

ている。自学自習が可能な教科書であれば、両科目ができる子・好きな子には学習内容

の先取りが可能となり、遅れている子には繰り返し学習することができるようになる。

教科書は、自学自習が可能となるように充実させる必要がある。 

提言の 3.では、「高校においては、原則、数学Ⅱと数学 B 並びに理科 2 科目を必修

とする。一方、SSH やそれに準じる理系進学コースにおいては、数学Ⅲと理科のすべて

の科目を必修とする」としている。一般の科学リテラシーの向上を図る観点から、理系・

文系を問わず高校における数学Ⅱと数学 B 並びに理科 2 科目を必修とすることが必要

である。 一方、理系進学コースにおいてみられる物理などの未履修者を排除するとい

う観点から、SSH や理系進学コースでは、数学Ⅲと理科のすべての科目を必修とするこ

とが必要である。物理を通した原理を理解する力、論理的な思考力を養うことに注力す

る。 

提言の 4.と 5.ではそれぞれ「公立の小中学校と高校に理数英才クラスを導入する」

「スーパーサイエンスハイスクール(SSH)については、時限付のプロジェクトではなく、

恒久的な制度とし、科学英才高校に改組する」としている。経済成長の根幹となるイノ

ベーションを担う将来の科学・技術系人材は、優れた教育システムに支えられた理数系

英才の中から生まれると期待される。我が国周辺の理数系教育に熱心な国々では、並々

ならぬ意気込みと熱意をもって理数系英才教育に邁進している。我が国においても世界

と戦える力量を備えた理数系人材の早期発掘と育成を推進していくことは喫緊の課題で

ある。 

 

４．提言Ｂ：製造業から教育機関（大学）への要望（案） 

提言Ｂは厳しい国際競争にさらされている製造業の立場からみた高等教育への期待

とメッセージである。 
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提言Ｂ．製造業として期待する大学理工系教育～３つの提言 

1．大学の入学者選抜では、たとえ AO や推薦であっても、学力試験を併用する。

2．技術者としての国際水準の学力を確保・維持するため、学部、学科単位で必要
な科目は必修とする。 

3．英語や多様な分野のリベラルアーツを充実させ、基礎学力等に裏付けられたコ
ミュニケーション能力・文章力を養う。 

提言Ｂに至る考え方 

提言の 1.では、「大学の入学者選抜では、たとえ AO や推薦であっても、学力試験を

併用する。」としている。 

企業は、学生時代に「どの程度集中力を発揮して勉学に取り組んできたか」を学生

採否判断上重要な視点と考えている。 

大学入試で出題される問題には、限られた時間の中で解くという制約が課せられて

いる。 入学選抜が学力試験主体になり、学生が入試を突破しようとすると、相応の努

力が必要になり、学生は、持続的に集中力を発揮することになる。物理などの基本的な

原理を学習し確実に押さえておくと、幅広く応用することができる。受験生は努力を集

中・持続する過程で本質を見抜く力を身に付けることができる。 

このように大学の入学選抜方式が学力考査主体に変われば、大学入試の学力重視と

いうメッセージが浸透し、学生の学習インセンティブが高まる。ひいては学力低下や能

力不足の問題に歯止めがかかり、学力向上、能力向上への糸口になると期待される。 

提言の 2.では「技術者・研究者としての“国際水準の学力”を確保・維持するため、

学部・学科単位で必要な科目は必修とする」としている。これからグローバル採用が本

格化すると、技術者・研究者を志望する学生は、従来同様、就職後に海外勢との競争に

さらされるだけでなく、採用段階から海外の応募者と競合する場面が増えてくる。この

ような学生にとって、国際水準の学力を確保するために不可欠な科目は必修とする必要

がある。 

提言の 3.では「英語や多様な分野のリベラルアーツを充実させ、基礎学力等に裏付

けられたコミュニケーション能力・文章力を養う」としている。コミュニケーション能

力や文章力とは、日本語で論理の構築ができるとともにそれをわかりやすく伝えること

ができる能力である。その養成には、レクチャー主体の受け身の授業ではなく、いわゆ

る「Show & tell」等といった自らの考えを発表・討議する訓練や実習・演習をはじめと

してグループ学習などを含むアクティブラーニング、実社会における貴重な就業体験機

会である長期インターンシップ、海外インターンシップの拡充が必要である。 
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５．提言Ｃ：製造業が取組むべき３つの課題（案） 

提言Ａと提言Ｂはいずれも教育界に対する製造業サイドの要望であるが、提言 C で

は製造業サイドとして取り組むべき課題を挙げている。 

提言Ｃ．製造業が取組むべき３つの課題 

1．企業は、自らの求める人材の能力・学力について明確にする。 

2．企業は、採用時に面接に加えて学力試験を行う。 

3．企業は、①奨学金制度、②寄付講座、③インターンシップ等を通じて高校・高
専・大学の人材育成に積極的に協力する。 

提言Ｃに至る考え方 

提言 A と B ではそれぞれ産業界として教育界に期待することを列挙している。しか

し、産業界のこれまでの採用方針を省みると、体力・スポーツ・人物重視といった点を

前面に押し出してきており、学力という教育機関による教育力の成果に対してはそれほ

ど大きな関心を払ってはこなかったといえる。そこで本提言ではそうした反省を踏まえ、

産業界の中でも特に製造業として取り組むべき課題を改めて掲げたものである。 

提言 1.では、「企業は、自らの求める人材の能力・学力について明確にする」として

いる。各社が求める人材像や能力・学力については、事業を超えて一律に明確にするこ

とは難しいものの、採用する事業毎に明確化し、職業情報として開示していくことは可

能である。企業は、職業情報を開示することによって、学生にキャリアデザインを考え

る上での手がかりを与え、学習インセンティブに影響を与えることができる。 

提言 2.では、「企業は、採用時に面接に加えて学力試験を行う」としている。学生の

採用過程において、企業が学力や成績をきちんと把握するようになれば、理数系学生に

対する学習インセンティブになる。 

提言 3.では、「企業は、①奨学金制度、②寄付講座、③インターンシップを通じて高

校・高専・大学の人材育成に積極的に協力する」としている。 

インターンシップは、学生に一定期間の就業体験を通じて、様々な気付きの機会を

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しての意義は大きい。

特に、海外でのインターンシップは、学生時代に海外での就業と生活の両方の体験がで

きることから、グローバル人材育成上も有効な手法である。また、学生ばかりでなく教

員にもこうした就業体験機会を提供することによって、教育者もグローバル化の実態や

企業での業務の実際を知ることができるようになり、教育機関に戻った後の教育力アッ
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プが期待できるようになると考えられる。 

インターンシップの期間については、我が国の大勢が 1～2 週間と短期間であるが、

これではせいぜい職場体験止まりであり、十分な効果は期待しにくい。海外では半年か

ら 1 年に及ぶ例や 3 カ月ごと反復する例など総じて長いのが特徴である。インターンシ

ップはさらに拡充し、海外を含めた長期のインターンシップに改善していくべきである。 

このほか、企業は、技術者・研究者を積極的に採用・登用することや海外留学の機

会を提供することが必要である。こうした採用や登用が小中高生の理系志向やグローバ

ル志向を生む端緒となる。 

また、女性技術者・研究者を増やすこともわが国製造業の重要な課題である。それ

には理系女性の採用増とともに理系女性のロールモデルの発信などに加え、現場の変革

や受入側の意識改革も必要となる。 

 

 

 

 

（2）MISTEE について 

今年度の提言には以下の「参考 STEM、MINT に代わる標語  “acronym”  (頭

字語)」が付随している。これは、本提言を一言で表す言葉として MISTEE を掲げてい

るが、アルファベットが表象している意味を説明するためである。 

 

●本提言全体を表す標語 

MISTEE (ミスティー) 

MISTEE の各アルファベットが表象する意味合い（“acronym”頭字語）については

以下を参照。 

 

●MISTEE が表象する意味 

M：数学 Mathematics 

I：情報分野 Information Technology 

S：理科 Science 

T：:技術 Technology 

E：:工学 Engineering 

E：:英語 English 
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○英語圏とドイツにおける“acronym” 

英語圏： STEM 教育 ドイツ： MINT 教育 

S:Science Mathematik       英 Mathematics 

T:Technology Informatik         英 Information Technology 

E:Engineering Naturwissenschaft 英 Science 

M:Mathematics Technik          英 Technology 

 

（3）教育に関する提言の比較 

本提言はグローバル技術系人材と理数系教育を扱っているが、教育に関する提言につい

ては他に経済同友会や経団連から類似の提言が出ている。以下の表は各提言と本提言を比

較したものである。 

なお、表頭の略名はそれぞれ正式には以下のとおりである。 

本部会(提言本文)  (一社)日本機械工業連合会、「理数系グローバル人材育

成・教育に関する調査専門部会」平成 25 年度の提

言本文 

本部会(提言骨子）  (一社)日本機械工業連合会、「理数系グローバル人材育

成・教育に関する調査専門部会」平成 25 年度の提

言本文の骨子部分を箇条書きにしたもの 

経済同友会 1. 公益社団法人経済同友会「科学技術立国を担う人材育成の

取り組みと施策」－経営者アンケートを踏まえて

－2011.6.2 

経済同友会 2. 公益社団法人経済同友会「理科系人材問題解決への新たな

挑戦」－論理的思考力のある人材の拡充に向けた

初等教育からの意識改革－2010.6.28 

経団連 1.  (社)日本経済団体連合会「グローバル人材の育成に向けた

提言」2011.6.14 

経団連 2.  (社 )日本経済団体連合会「サンライズ・レポート」

2010.12.6 
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（4）.新聞掲載状況 

本シンポジウムについては日刊工業新聞 2014 年 3 月 5 日付に掲載される。以下はその紙面

である。 
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