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1.CeFILについて
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１-１ ＣｅＦＩＬについて 組織の概要
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正式名称：特定非営利活動法人 高度情報通信人材育成支援センター

英文名称：Ｃｅｎｔｅｒ ｆｏｒ Ｆｕｔｕｒｅ ＩＣＴ Ｌｅａｄｅｒｓ

設立母体：日本経団連加盟の有志企業１２社

理事長 ：黒川 博昭 （富士通株式会社相談役）

事業内容: 大学におけるコンピュータエンジニアリング教育の支援

コンピュータエンジニアリング教育における教材等の開発

実践的教育に関する啓発

設立時期：平成２１年７月１日

将来的にナショナルセンターの設立を目指している



１-２ 設立の背景 ソフトウェア開発規模の爆発的増大

出典：「産業構造審議会 情報経済分科会 情報サービス・ソフトウェア小委員会」資料
平成17年8月経済産業省 商務情報政策局 情報処理振興課

原出典：日経エレクトロニクス 2000年9月11日号 134ページをベースに追加、修正

情報家電に組み込まれている組込みソフトウェアの規模は爆発的
に増大。 → IＣTは産業の「コメ」になっている
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オブジェクトサイズ

1995年1990年 2000年

ハイビジョン・テレビ

インターネット・テレビ

携帯電話・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５００万行

通信機能搭載型カーナビ・・・・・ ３００万行

ＨＤＤ内蔵ＤＶＤレコーダー・・・・・ １００万行

薄型テレビ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６０万行

第三世代携帯電話組込みソフトウェアの
規模は、第三次オンライン期の都銀基幹
システムソフトウェアの規模に匹敵。

（数百万～数千万行）

音声誘導
CD-ROM

VICS対応
カーナビ

DVD
カーナビ

I-mode
対応

ITS対応

蓄積型
データ放送

3/4G対応

デジタル携帯電話

パケット通信対応

I-mode対応

Java対応

携帯電話

テレビ

カーナビ

具体例 （ソースコード）

（参考）

 MS Windows 3.1・・・・・・・・・・・・・300万行

 MS Windows 2000・・・・・・・・・・6000万行

 Linux（RedHat（2002))・・・・・・・・3000万行
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１-３ 設立の背景 日本の国際競争力への危機感

トップのレベルアップ、

育成スピードの短縮

ICT先進国標準
スタートライン

産学連携による

実践的ICT教育（大学院）

従来の
スタートライン

大学（院）

2-3年

8-15年

▲従来は企業内で一から育成 ▲実践的ICT教育を受けた場合

スペシャリスト

プロ候補

スペシャリスト

新人教育・トレーニー教育、
現場 OJT

プロ人材 プロ人材

プロ候補

高度な社内教育

トップ

トップ

わが国の国際競争力強化を担うトップ人材 “候補生”として、
■ 情報通信技術に対する幅広い基礎知識や、理論と応用力
■ ソフトウェア開発やシステム・インテグレーションに関する実践力
に関する教育を施し、5-10年後、プロジェクトマネージャ、ICTアーキテ
クト、高度組込みソフト技術者、CIO候補生として活躍できる人材の育
成を目指す

国際競争力に必要なのはＩＣＴ

→ 諸外国に追い越された

危
機
感

基盤としての情報通信技術

製造 流通
サービ
ス

・・・
情報
通信

ＩＣＴ分野での遅れが命取りに

日本経団連が国際競争力強化を担うトップ人材”候補生”の育成の支援を決断

6



２００５年６月 提言 「産学官連携による高度
情報通信人材の加速化に向けて」を公表

２００７年４月 モデル拠点開校

２００７年12月 提言「産学官連携に
よる高度情報通信人材の加速化に向
けて」でナショナルセンターを要望

２００９年７月 高度情報通信人材育
成支援センターを設立

大学支援

１-４ CeFIL 設立の経緯
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１-５ ＣｅＦＩＬの活動のイメージ

社会、企業のイノベーション

トップＩＣＴ人材
技術と社会の融合化力、

解析力、ソフトスキル、実践力

社会人教育（学び教え合う場）
社会科学・人文科学・最先端技術

トップ人材育成評価

専門応用、最先端技術工学、課題解決、
事例研究、経営工学、社会と技術

専門基礎（情報学概論、ソフトウェア工学、
計算機入門、情報数学、プログラミング、・・・）
教養（人文科学、社会科学、自然科学）

大学院

学部

産
学
連
携
講
座

（PB
L

・最
先
端
技
術
・・・）

大学・
産業界

大
学
シ
ス
テ
ム

教
育
研
究
セ
ン
タ
ー

（実
践
の
場
）

・事例研究・開発
・教員スキル向上
・学生の実践訓練

ＣｅＦＩＬ
（人材育成ハブ）
１．大学改革と人材育
成に意欲のある大学と
連携強化
２．人材育成に有効な
教育カリキュラム、教
材等の研究・蓄積
３．大学教員の実践力
向上
４．他団体と連携して
人材育成の裾野拡大
５．リカレント教育の研
究・場の創成

国（各省庁、独法）、地方
自治体プロジェクト

海外機関
・企業

研究
機関

企業

日本経団連
高度情報通信人材
育成部会

産学連続化教育

国
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産業界（経団連）重点支援拠点

筑波大学

連携校 連携校

協力校 協力校 協力校
ユーザー系企業

各種製造業
（組込みソフト)

ＩＴ企業
産学連携

高度情報通信人材育成

政府
 文科省 先導的ＩＴスペシャリスト育成推進プログラム （2006年度 6.3億円）

 経産省 産学協同実践的ＩＴ教育訓練基盤強化事業 （2006年度 1.5億円）

 総務省 高度ＩＣＴ人材育成プログラム開発事業 （2006年度 2億円）

応募・採択

九州大学

全国の大学に呼掛けた結果、筑波大/九大拠点を重点支援拠点に決定

連携校連携校

１-６ 経団連による連携支援（2006年4月）
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 社会ニーズに応える実践重視カリキュラムを産学共同で策定

し、毎年共同で改良

 産業界の一線級の技術者を教員として派遣

常勤教員によるきめ細かい教育指導（筑波大２名、九州大

３名）、延べ１００人の非常勤教員

 企業幹部や技術者と学生とのさまざまな交流機会の提供

（フォーラムや企業説明会等）

 中長期インターンシップの実施（Ｍ１夏休み毎年約５０名受け入れ）
（１～２カ月程度の期間で実施）

１-７ これまでの支援内容

CeFILが活動を継承して展開
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 習得技術の活用方法を学び、業務遂行能力やヒューマン

スキルなど実践力を養成するPBLや演習科目を重視

（注）：ＰＢＬ（Project Based Learning）とは：

学習者がチームを組みプロジェクトを遂行してその体験から学びや気付き

を得る教育手法

 業界の実務の一部を体験する中長期インターンシップ

 視野を広げる企業トップや一線級技術者によるオムニバス
形式の最新業界動向の講義

 ＩＣＴ業界の魅力を醸成したり、社会でＩＣＴがいかに活用さ
れておりＩＣＴ業界がいかに重要かを認識させる科目の充実

１-８ カリキュラム作成の考え方
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筑波大学コース 九州大学コース

Web書籍注文管理システム
（学内システム）

生産管理システム
（地場企業）

学生情報管理システム
（学内システム）

就職支援システム
（学内システム）

講義支援システム
（学内システム）

バスロケーションシステム
（地場企業）

ロボット制御ソフトウェア
（組込み先端技術）

クラウドコンピューティング
（先端技術）

高速データマイニング
システム （先端技術）

バングラデシュ貧困層自立
支援システム （海外企業）

ソフトウェア再利用性向上を
目的とした分析設計
システム （地場企業）

次世代通信プロトコル部品
（地場企業）

学内システム統合
（学内システム）

１-９ ＰＢＬテーマの例
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実践研修型

見学・体験型

実践/共同研究型

指導を受けながら
実務の一部を担う

用意された内容を体験

戦力として参画

例タイプ

3

2 １～３ヶ月

２週間程度

６ヶ月～１年

期間

ＣｅＦＩＬインターンシップの狙い

1

企業インターンシップにより、

①社会での実際の仕事および求められるレベルの高さや進
め方を実感させる

②学内で培った技術力やヒューマンスキルのレベルを自己

評価させることで以降の学習意欲を高める

③将来的には国際的に通じる人材の育成を目指す

経団連インターンシップの対象

一般のインターンシップ

ＣｅＦＩＬインターンシップ

検討課題

１-１０ インターンシップの充実

13

海外研修 テーマを持った研修 ３カ月以上 将来的に拡大したい部分4
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１-１１ 今後の活動

これまでの活動をベースに大学支援の連携校を拡大

当面の活動内容

常勤、非常勤講師の派遣

PBLの題材提供と支援

インターンシップ受入機会の提供

教員に対する情報の提供

テクニカルトリップの機会の提供

大学支援

情報収集

啓発活動

教材情報等の収集と展開

実践的な教育活動の普及のための啓発活動の
継続



２.近年のＩＣＴ人材需要の動向
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厚生労働省2010年5月21日発表の「平成２１年度大学等卒業予定者の就
職状況調査（平成２２年４月１日現在）について」から。

グラフ制作:Garbagenews.com 

２-１ 大学生の内定率の推移

・大学全体で言うと就職を取り巻く
環境は厳しい

・来年度卒業者の就職状況は
さらに厳しいことが予想されている」

・この中で生き延びていくためには
社会が求める人材像に合致した
人材を育てること
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２-２ ＩＣＴ人材の需要にも変化が①

・ＩＴベンダー、ユーザ企業共に昨年までの傾向と違い
量的なＩＣＴ人材の不足感がやや緩和しているとの調査結果

独立行政法人 情報処理推進機構の「ＩＴ人材白書2010」では

・特に従業員規模１００人～３００人程度の中企業での
余剰感が顕著

景気全体の影響が顕著に反映

IT人材の「量」に対する不足感 従業員規模別IT人材の「量」に対する不足感
出典IPA｢ＩＴ人材白書2010」 出典IPA｢ＩＴ人材白書2010」



18

２-２ ＩＣＴ人材の需要にも変化が②

・しかしＩＣＴ人材の質に関する不足感はまだまだ
大きい
・質に関する不足感は従業員規模の大きな会社ほど
顕著になっている

高度ＩＣＴ人材へのニーズはまだまだ大きい

IT人材の「質」に対する不足感 従業員規模別IT人材の「質」に対する不足感
出典IPA｢ＩＴ人材白書2010」出典IPA｢ＩＴ人材白書2010」
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２-３ 企業の求める人材は

アプリケーションスペシャリスト続いてプロダクトマネージャや
ＩＴスペシャリストが多く在籍

プロダクトマネージャーが最も多く次いでアプリケーション
スペシャリストがランクされる

企業で必要とされる人材は実際のシステムを設計する
実践的人材

複雑で大規模なシステムが多くなるにつれて実施の
システムを経験したプロジェクトマネージャーが重要に

企業におけるIT人材の職種分布

IT企業の今後拡大したい職種

・現在 ＩＴ企業の中で最も多いＩＴ職種は

・今後増やしたいＩＴ職種は

実践力を持った人材へのニーズは高まる
ことがあっても尐なくなることはない

出典IPA｢ＩＴ人材白書2010」

出典IPA｢ＩＴ人材白書2010」
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２-４ 企業の要求と実際のスキルのギャップが発生

（理 想）
益々大規模化複雑化するシステム開発を背景に経験
豊富なアプリケーションエンジニアを活用していきたい。
その為に、学生時代から実践的経験を積んだ人材を
積極的に採用する必要性が高い

②学歴・経歴による能力差が小さい

①経験を積んでいる新卒者の割合が極端に低い

③スキルレベルが年々低下している

（現 実）

現在のIＣT業界での問題

採用、社内教育等企業内の
システムを見直す必要性も
高いが、必要とされる高度
ICT人材をさらに育成して
いく必要性は非常に高い
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２‐５システム関連業務に携わる新卒就職者のスキルレベル

出典：高度情報通信人材育成WG参加企業を対象とした調査（２００５年）

全 体

新卒者用のＩＴ技術研修を受けなくても業務に即従事できるレベル

新卒者用ＩＴ技術研修により業務対応可能なレベル

新卒者用ＩＴ技術研修を受けても業務に従事できないレベル

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

22% 68% 10%

69%25% 6%

10% 83% 7%

51%5% 44%

新卒就職者全体

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

16% 64% 20%

21% 65% 14%

6% 84% 10%

0%
28% 72%

情報系および関連学部・
学科出身の新卒就職者

ＩＴベンダー企業

組込みソフト企業

Ｉ Ｔユーザ企業
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0.00 

0.50 

1.00 

1.50 

2.00 

2.50 

3.00 

3.50 

4.00 

4.50 

5.00 

大学卒（情報／工学系）のスキルレベル

全員

２５歳以下

２６～３０歳

３１～４０歳

４１～５０歳

５１歳以上

出典：特定非営利活動法人 ＩＴスキル研究フォーラムの調査による

２‐６ ITスキル標準によるスキルレベルの評価

0.00 

0.50 

1.00 

1.50 

2.00 

2.50 

3.00 

3.50 

２００９年

２００４年

総合スキルレベル（全体）

総合スキルレベルは情報系を卒業したか
どうかでは差がついておらず、情報系の
スキルレベルも年々低下

入社後の教育、業務アサイン等の問題も
あるが、学生時代の経験等にも左右される
部分があり、改善が必要



3. IＣT業界での人材育成の状況

23



24

3-1 これまでの日本のIＣT企業における人材育成の特徴

大学で取得した知識は企業で生かせないことが前提

新入社員教育で一から教育を実施
(経験者も未経験者も一律の教育）

かなり長い期間が見習い期間に

OJTを主体に教育を実施

大手ほどではないがかなりの期間が見習い期間

ソフトウエアハウスの中では大手ベンダーの教育を期待

特にオープン化するまでにはユーザ企業の要員も含め
ベンダーが教育を実施

大手ITベンダーを中心に

中規模ベンダーでも

学校での教育に期待しないことが当たり前の世界になっていた

これはかなり特殊な世界、他の業界ではある程度の期待あり
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3-2 海外のIＣT企業における人材育成の特徴

ITに関する実践的知識を有して
いる人材を確保することが基本

企業が行う人材育成はマネージ
メント系の能力育成が主体

専門能力の形成伸長は
従業員個人の義務

個人が努力することにより
さらなる能力を会得

新入社員の段階で日本の三年先を
行っているともいわれる

日本の様に全くの素人がその職に
つくことはありえない

欧米の企業を中心にプロフェッショナルの採用が一般的
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３-３ IＣT業界の環境変化

オープン化

技術の移り変わりの早さ

多様性の出現

開発管理方法の変化

従来は国内資源で国内競争、海外資源の活用と国際企業との競争への変化

競争激化による利益の減尐

それぞれハードウエアに依存したものよりも共通なソフトウエアが中心になり各ベンダーでの教育よりも
共通のソフトウエア知識が重要に変化。

ソフトウエア、ハードウエア共に技術変化が激しく個別のベンダーで把握することが困難に、寧ろそれぞれ
開発を手掛けたメーカーでの教育が重要になってきた。

開発する案件の形も多様化、開発する手法も多様化することで個別ベンダーですべてを教育する
ことがむつかしくなってきた。

従来は国際競争の波にさらされることはなかったがオープン化の進展等により国内に海外企業も
入るようになり、逆に海外での開発コストの低さから海外での開発が重視されるように。

従来は国際競争の波にさらされることはなかったため利益率も高かったが海外企業利用によるコスト
競争、海外企業との競争により利益率が低下傾向に。

従来は国内中心の開発方法から海外を含め開発管理を行う必要が出てきており、開発手法だけでなく
管理方法jも小尾聞く変化をしてきている。

技術面での環境変化

経営環境の変化
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３-４ 企業内教育費は減尐気味

円
企業における一人当たりの教育訓練費の推移

厚生労働省「就労条件総合調査」から

①バブル崩壊後企業の経費節減の動きが
顕著に

②教育の中でも意識改革教育の様な社員の
行動に関する教育が増加

③個別の技術を磨く教育は個人の責任に 自分で学習できる基礎を身に
つける必要が

技術教育はさらに削られる
傾向に

教育訓練費はその中でも
削られやすい費目
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抱え込んで教育することが困難に

抱え込んで教育する意味が希薄化

OJTの効果も疑問視社内教育の効果にも疑問が

３-５ 環境変化に伴う人材育成面での変化

オープン化

技術進歩の高速化

開発管理手法の変化

利益減尐による教育費用
縮減の要請

IPAｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ委員会のｲﾝﾀﾋﾞｭｰ調査の結果

◆ＩＴ人材の学習時間確保ができていない
◆育成する側の育成スキルの丌足
◆教育ニーズの把握ができていない
◆計画的なｼﾞｮﾌﾞｱｻｲﾝができていない
◆経験による成長の企てができていない
◆研修受講のﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝが低い

◆学習デザインのないOJT
◆Off-JTによる補完のないOJT
◆指導する側の技量に左右される
◆技術の変化が激しくﾄﾚｰﾅｰとﾄﾚｰﾆｰの
関係が作りにくい
◆OJTという名の放置

「ITスキル標準ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙｺﾐｭﾆﾃｨｰﾌｫｰﾗﾑ2010」（7/9）での話題



29

３-６ 求められる人材の変化

従来の知識も実践力もなく受動的に勉強を行う人材は丌必要に
高度な知識を持って積極的に開発にあたる人材の必要性が非常に高まってきている。
企業側で多くの知識を一律に教える事が無くなるため自分で知識を獲得する行動も求められる。

これから求められるのは実践力を持ち、プロアクティブに行動を
起こせる人材

IＣT開発をこれからけん引するのは学生時代から実践力を身につけ、情報システムに
何が必要か理解して先見性を持ちながら仕事を進められる人材

海外企業と同様にプロ人材が求められる
特にオフショア開発など海外のソフトウエア開発業者とも付き合って開発していくの
には初めからプロとしての実力を持つことが重要に

全体の人材需要が高いため一足飛びについていくことはできないが
変革していく必要がある。
まだまだ情報系の卒業生が多いわけではないのですぐに変革は難しいがこれまで以上に
変革していく人材が求められる。

これまでの環境変化によって



４. 大学への期待

30



31出典：日本経済団体連合会「産学官連携による高度な情報通信人材の育成強化に向けて」（2005年6月21日）

４-１企業ニーズと国内大学での情報工学教育のギャップ

ＩＴサービス企
業のニーズ

諸外国の大学の
カリキュラム

プロジェクトマネジメント
モデリング手法
設計手法 など

情報基礎理論
プログラミング
アルゴリズム など

日本の大学の
カリキュラム

デジタル回路
応用理論
特殊応用分野 など

経団連会員企業へのヒヤリング調査の結果によるニーズと大学教育のギャップ
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４－２ 大学が重視する項目と企業のニーズ

企業が大学教育に望んでいることと大学が重視する項目にまだまだギャップが

特に実践力を伴う項目について大学側での認識が低い傾向に

「企業が期待する教育と大学が重視している教育のギャップ」2007年IPA 「IT人材市場動向予備調査」

逆に理論的な学習を企業側が軽視する傾向に



４-３最近の日本企業の日本の大学卒者への評価

33

一般に日本の大学での教育内容が企業で実践的に使えていないこと

日本の大学の卒業が容易なため大学卒業時の能力レベルが必ずしも
高くないことあるいは相対的に内向的な学生が増えていること

日本の大学を卒業した日本人を採用しない例が増えている

パナソニック、２３年度は海外採用を過去最多に
（2010.3.24 21:50 ）
パナソニックは２４日、平成２３年度の採用計画を
発表した。全体の採用予定者数は前年度より約１
０％増の１３９０人。そのうち約８割にあたる１１００人
は海外で採用する計画で、海外採用予定数は前年
度比約１・５倍で過去最多。同社は新興国を中心に
海外での販売強化を重点戦略に掲げており、現地の
人材を積極採用することにした。
一方、国内の新卒採用予定数は前年度比約４割減
の２９０人。３００人を割るのは、オイルショック後で採
用を絞った昭和５１年度（１５６人）以来という。
同社は中国、東南アジアを中心にリクルートセン
ターを開設し、平成１６年度から海外採用を開始。１８
年度以降、海外採用者数が国内採用者数を上回り、
海外での採用者が増加している。

国際的に展開している企業では必ずしも研究開発拠点が日本で
なくとも構わないこと

寧ろ海外の学生の方が優秀で積極的な人材が多い

Ａ社では採用する日本人学生を
ボストンキャリアフォーラムで確保

Ｂ社では中国で主となる研究開発を
行うことを検討 ボヤボヤしていると

日本の大学生は
就職棄民になる危険性が

日
本
の
大
学

の
現
状

グ
ロ
ー
バ
ル

な
視
点
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４-４ 日本の大学院在籍者の推移

この20年近くで修士課程の学生は2.5倍以上に増えている.



４-５ 研究型人材と開発型人材

35

従来大学院修士修了の学生は研究者としての期待が高かった

人数では企業の中での研究者の割合はそんなに高くない
（ほぼ10％程度で概ね比率の増減もない）

寧ろ、伸びが期待されるのは開発系人材
総務省「科学技術研究報告」各年版による

日本の製造業における研究者の割合

％人

管理面、開発面を含めて
今まで以上に高い能力化要求される

開発するシステムの複雑化大規模化

オフショア開発が拡大する可能性が大きい

大学院で高い専門性と実践的な教育を受けた
人材の開発フェーズでの活躍が今後さらに
重要なキーになってくる

オフショア開発を行っている企業の今後の動向

出典IPA｢ＩＴ人材白書2010」

修士課程進学者が増加

研究の重要性は今後とも高いが



４-６ 諸外国のＩＣＴ人材育成①

中国  2001年、中国の大学35校にソフトウェア学院を新設

 2002年、国務院が「ソフトウェア産業振興アクションプラン」を公布

 実用性、国際性を重視したカリキュラム、ダブルディグリー推奨

 ソフト人材は4年間で90万人、約3倍に(2002年プランの目標は80万人)

韓国  1997年、情報通信部、IT関連機関がICU(情報通信大学)を設立。エ
リート学生を選抜し、実践と国際性を重視した短期集中教育(学士3年、
修士1.5年)

 情報通信部長官がICU理事長、設立以来9年間で約800億円資金を
投入(政府7割、民間3割)

 2009年、KAIST(科学技術院)と統合し、IT・ﾊﾞｲｵ・ﾅﾉ等融合型強化

米国  2004年以降、米国ＩＴ産業の競争力に関する政官民による提言多数

 ｵﾍﾟﾚｰﾀやﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏから、ｱｰｷﾃｸﾄやｱﾅﾘｽﾄ、設計者などより高付加
価値な人材への将来的な需要シフトを予測した実践ＩＴ教育に着手

 1999年、連邦政府は政府ＩＴ投資の有効活用のため、連邦CIO大学
(６つの一流大学が参加)をスタート



４-６ 諸外国のＩＣＴ人材育成②

アイ
ルラ
ンド

 積極的な海外投資誘致により、ソフトウェアが国の主要産業の一つに

 大学でのIT人材教育の特徴
(ユニバーシティ・カレッジ･ダブリン、ダブリン・シティ・大学)
段階的なプロジェクト演習を繰り返し実施、学部３年生でのｲﾝﾀｰﾝｼｯ
ﾌﾟを必須。学生数以上に、企業からプロジェクトテーマやインターンシッ
プの提供が有り

フィン
ランド

 ノキアを有するヨーロッパ内でも有数の経済大国かつ電子政府立国

 大学でのIT人材教育の特徴(アールト大学、ヘルシンキ大学)

大学院では、修士論文もしくは企業でのプロジェクト演習で修了を認
定。ほとんどの大学生は夏休みにインターンシップを行う、欧州大陸全
体で経験可

ドイツ  1998年、ポツダム大内にハッソ・プラットナー・インスティチュート設立

硬直的な大学教育、大学での情報工学教育と産業界ニーズのアンマッチの課題を解消
すべく、独ＳＡＰの創業者の一人ハッソ・プラットナーが個人基金で設立した実践IT教育
研究機関

 2009年Baden-Wurttemberg州がCooperative State University設立

Daimler-Benz,Bosch等が設立した職業学校で実施していた実践的教育を評価,州とし
て実践的教育を行う専門大学として設立、ITでは組み込みソフトを教育



４-７ 最近の動きに注目
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◆文科省の先導的ＩＴスペシャリスト育成プログラムへの８校の参加

◆いくつかの大学における「高度ＩＴ人材育成コース」の設置

◆既存の大学院、学部でもＰＢＬ等の教育手法が一般的に

◆ ６年一貫教育を目指すなど一貫した教育体制も視野に

◆産業界も大学支援を積極的に実施

◆産学連携に対する理解も深まりが



４-８ 実践的な教育の普及に力を
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情報系の大学出身者のアンケートによると基礎知識に加えチームワークやコミュニケーション、問題解決力、
プレゼンテーション力といったこれまで大学で学んでこなかったことが重要視されている

情報の基礎知識以外に実践的な行動の基礎が求められる

チームや個人でのプログラム開発、インターンシップ等が有効に

同じアンケートによればプログラミングを経験していること、あるいはチームによる行動やインターンシップ
が役に立っていると考えられている。その意味でもＰＢＬの様な実践的な教育を行い経験をことがこれから
重要になってくる

学部、修士課程での一貫した教育を

こうした基礎知識プラス実践力の育成には修士課程だけでなく学部からの連続した取り組みが重要と
なってくる(繰り返して深みを持たせた教育） この為是非一貫した教育についても検討いただきたい

気付きを与えるきっかけも必要

こうした教育が重要であることに対する学生の気付きも必要。特に学部の早い時期から動機づけを行い
実践的教育に参加したいというやる気を起こさせることが重要、この為には、社会の要請についての知識を
得る必要がある。

今後の教育に求められるもの（情報系の学科卒業生のアンケートから）

実践的教育を成功させるために

学生個人の自律的学習が重要

上記のアンケートで一番役立つと答えているのは個人のプログラミング経験。学生自らが自律的に
学習することが重要といえる。



４-９ 情報系学科卒業生が重視する教育内容
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ＩＴ企業に就職するために情報系の学校教育において重要だと思うもの/不足しているもの

出典：ＩＰＡ「ＩＴ人材白書2010」

情報系学科（大学、大学院）で経験したことのうち「役立っている」と回答された割合

出典：ＩＰＡ「ＩＴ人材白書2010」



４-１０ 産学連携による教育の推進
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大学だけの取り組みでは実現困難な科目も

先ほどの情報系の学科卒業生が必要、あるいは役立ったと答えている
内容についてみても大学の中だけで取り組んでいたのでは解決が難しい
内容のものも多い（例えば企業が必要としている知識技術など）
産業界として支援していけるところは連携していきたい

産学連携による教育の重要性

こうした産学連携での教育は、大学自身でできない教育を補完するとともに
学生に対して将来の職業人としての気付きと自覚を持たせ、自発的な行動を
起こさせる意味でも重要な意味を持つ

企業の経験とネットワーク

副次的にではあるがインターンシップなど学生の内から企業を経験することに
よって、いろいろな体験を行うことができ、また人的ネットワークを築くことができ
学校終了後の活動をより豊かなものにすることも期待されている

ＣｅＦＩＬとしても是非こうした取り組みを積極的に応援していきたい

海外では産学連携が一般的に

先にも述べたようにこうした産学連携は海外では普通に行われておりそれぞれ
成果を上げている



４-１１ 実践的教育の自律的展開を
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◆産業界からの大学へ支援すべき内容以外にも現状では大学でなされていない
項目が多いことはこれまでの調査でも明らか
例えばコミュニケーション能力向上やチームワークの育成等

◆これらの項目については当面、企業からの派遣講師等が中心になって
教育を行っていく必要がある

◆こうした教育を行う企業の力にも限界が

◆大学教員の中から是非こうした教育を自ら行おうという自律的な
動きが出ることを期待する

◆産業界からおこる先進的な技術についても学校の先生方に移転し
教育を行っていくことも考えていく

是非 大学と産業界が互いに連携し合い高度なIＣT人材を
輩出して日本の産業を活性化していきましょう

企業の技術者を希望するすべての大学に派遣することは企業側の体力的にも
難しいところが大きい
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以 上


