欧州先進産学連携人材育成状況の
調査視察報告書

平成 22 年 10 月 31 日
高度 ICT 人材育成支援センター
（欧州視察調査団）
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昨年度 7 月に発足した「高度情報通信人材育成支援センタ（CeFIL：Center for Future
ICT Leaders)」が中心となって、経団連と関連大学の連携で取り組んできた文部科学省研
究費拠点形成等補助金「先導的 IT スペシャリスト育成推進プログラム」を継続・発展さ
せるために、大学教育を産学協同で先進的に取り組んでいる欧州大学及び関係機関を、大
学教員及び関係者と共に視察・調査をおこなった。
日本の産学協同での高度 IT 人材育成は緒についたところであり、学生にとっては理論
と実践との結びつきを実感でき、学問への刺激を受けるとの好評価を得ている。反面、企
業人によるオムニバス講義、PBL(Project Based Learning)や従来よりは長期のインター
ンシップ等の個別評価は十分に行われてはいない。本来、産学協同による高度人材育成は、
大学（院）教育と企業内人材育成との連携をとり、真に協同して PDCA(Plan・Do・Check・
Action)を回し、日本を先導する人材輩出を行う教育体系を目指すことであり、人材が最大
の資源である日本の最重要な課題でもある。
4 年間で文科省の補助金プログラムは終了したが、当初計画（産学協同によるトップ人
材育成）を継続・発展・改善することは、国際競争が一段と厳しさを増している情報通信
分野では喫緊の課題である。同様な認識から産学連携教育に先進的に取り組んでいる欧州
の大学・機関を視察・調査し、今後の産学協同人材育成推進の参考に供する。

１．はじめに

2．調査団メンバー

・(Leader) 大場善次郎 東洋大学総合情報学部長教授/CeFIL 副理事長
・(S.Leader) 峯恒憲 九州大学システム情報科学研究院 情報知能工学部門准教授
・阿草清滋 名古屋大学情報科学研究科 情報システム学専攻教授
・大島信幸 情報処理推進機構 IT 人材育成本部産学連携センター長
・奥野 拓 公立はこだて未来大学システム情報学部 情報アーキテクチャ学科准教授
・甲斐 博 愛媛大学理工学研究科 電子情報工学準教授
・倉持和宏 情報処理推進機構 戦略企画部グループリーダー
・小林隆志 名古屋大学情報科学研究科 情報システム専攻准教授
・村上雄一 経済産業省商務情報政策局 情報処理振興課係長
・大図健弘 CeFIL 事務局
・杉浦 充 CeFIL 事務局
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3．日程

月 12 日(日）12：20 成田発(LH715) 17：20 ミュンヘン着
19：25 ミュンヘン発（LH232） ベルリン着 20：30
MARITIM HOTEL 泊(ホテル着 21：30)
9 月 13 日(月) 13：30～16：00 HassoPlattner Institute 視察・調査
17：10 ベルリン発（LH298） 18：20 シュツッツガルト着
MARITIM HOTEL 泊（ホテル着 19：45）
9 月 14 日(火) 9：15～12：15 バーデン・ビュルテンベルグ連携州立大学視察・調査
18：50 シュツッツガルト発（LH4636） 19：55 ブリュッセル着
HOTEL SILKEN BERLAYMONT 泊（ホテル着 21：40）
9 月 15 日(水) 9：00～12：00 EU 教育文化委員会視察・調査
14：50 ブリュッセル発（SN2259）16：40 コペンハーゲン着
17：30 コペンハーゲン発（KF642）20：20 ヘルシンキ着
RADISSON BLU PLAZA HOTEL 泊（ホテル着 21：15）
9 月 16 日(木) ９:20～12：10 アールト大学（会議に遅刻）
16：00 ヘルシンキ発（KF643）16：40 コペンハーゲン着
SCANDIC HOTEL COPENHAGEN 泊（ホテル着 17：30）
9 月 17 日（金）9：45～12：00 デンマーク科学技術庁 18：30～反省会
同上 SCANDIC HOTEL COPENHAGEN 泊
9 月 18 日（土）10：20 コペンハーゲン発（LH3071）11：50 フランクフルト着
13：35 フランクフルト発（LH710）7：20 成田着 8：20 解散
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今回は 3 大学と 2 機関を足早に視察した。2008 年度にスタートした HPI（Hasso Plattner
Institute）のデザインスクール、2009 年度にヘルシンキの 3 大学（工科大学・経済大学・
芸術大学）を統合したアールト大学のデザイン工房は、多様な人材によるプロジェクト活
動を通しての“創造的、イノベーティブな人材育成”を実践している。
国際化する複雑社会で、社会活動・企業活動を牽引する高度な人材育成を促進するため
に、自動車産業が盛んなシュツッツガルトの有力企業と研究所が合同で実施していた従来
の企業技術者の教育機関を改組・拡充し、2009 年、バーデン・ビュルテンベルグ連携州立
大学を設立、通常の欧州の大学学位と同様に他大学の修士課程への進学も可能である。’12
年には修士課程の開設を予定し、将来は高度な技術研究中心の博士も計画している。
デンマーク科学技術庁が産学協同で推進する“The Industrial PhD”制度では、企業や研
究機関等の提案する博士論文テーマをもとに、企業等の通常業務を遂行しながら企業と大
学で研究・開発を実践し、3 年間で博士の学位を取得する。また、EU が推進しているボ
ローニャプロセスでの欧州大学制度の共通化は 2010 年度までで、次の 10 年計画を策定し

４．調査結果の概要
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ている。エラスムス・ムンデスでの大学人の交流・移動の促進は、最終年度の 2012 年度
までに 300 万人を目標に進めている。国際化・複雑化する社会において、多様な人材の交
流促進により、現在社会に適応する人材育成を推進している。
欧州の大学・関係機関では、“イノベーティブな人材”、“企業・社会活動を牽引する高
度な人材”、“国際化する産業界に対応できる人材”の育成のため、先進的な取り組みを実
施している。
１）創造的、イノベーティブな人材育成
デザインスクールは、年齢、社会的立場や専門領域等の異なる多種多様な人材構成で
のプロジェクト活動を実践することにより、イノベーティブな人材が育成されるとの基
本概念である。講義・演習室には種々の電子機器類はもとより、自在に使える机や教育
道具、機械加工や電気工具等まで、理論と実践を即座に実行する教育環境を整えている。
日本は、文系・理系と明確に区分し、産業界や大学では縦割りでの技術研究開発や学
術活動が主体であり、複合・融合領域での連携やプロジェクト活動は中々進展せず、人
材育成も真に一体とは言えない活動を継続している社会である。イノベーティブな人材
育成に向かって、教育機関だけでなく、社会全体として日本の文化・歴史・風土に合っ
た人材育成環境・体系の整備を急ぐべきであろう。
① HassoPlattner Institute（HPI）：Potsdam/ドイツ
SAP 創設者、HassoPlattner の基金で 1999 年に開設されたソフトウェアシステム技
術者教育・研究機関であり、ポツダム大学に併設された形式を取る。正式な学位はポツ
ダム大学の認証となる。昨年（2009 年）が 10 周年であり、ソフトウェア技術者育成と
して産業界・学生からも高い評価を得ていて、大学評価ではドイツでトップランク（カ
ールスルーエ・ミュンヘン工科大学と同率）である。
前回、’07 年 3 月に経団連が視察した時に、スタンフォード大学と協同でのデザイン
教育等の開始を知った。デザインスクールは、専門領域を異にする多様な人材で課題を
発見し、その解決方法を見つける。“イノベーティブな人材”育成の教育方法として、
スタンフォード大学や後述するアールト大学（フィンランド）でも試行され、日本では、
東京大学が i-School として実験的に実施している。
専任教員は 10 人であり、’10 年度から SOA(Service-Oriented Architecture)をスター
トさせ、全教員は Service-Oriented-Systems-Engineering を共通基盤としている。常
に最先端技術を評価し、“最先端技術を先導する人材”の育成のための教育・研究に取
り組んでいる。複雑な社会では、現実世界の課題に取り組むことが先端技術の創出と人
材育成に有効だとの認識である。
② Aalto University（アールト大学）：Helsinki/フィンランド
‘09 年度に 3 大学（科学技術大学・経済大学・デザイン芸術大学）の統合によりスタ
ートした。イノベーションを起こし得る人材輩出を目指し、異色な多種多様な人材によ
る創造を誘発するデザイン工房活動を中心に置いた教育である。イノベーションを牽引
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する人材の教育は難しいが、前述の HPI のデザインスクール等と同じく、“イノベーテ
ィブな人材”の育成を目指し、多様な人材による実践的なプロジェクト活動を主体とし
た統合大学である。情報システムの創り手・使い手のトップ人材育成が求められる日本
において、国際化及び多様な分野で先導的に活躍できる人材輩出を目指した産学連続化
教育の参考となる。

２）国際化する社会に対応できる人材
EU の拡大には、各国の歴史・文化・社会体制の融合は避けられない。また、情報通
信システムの発達により国際化が急速に進み、国際化に対応できる人材育成は急務とな
っている。そのためにも、人材の交流と多様な人材による実質的なプロジェクト活動で
の人材育成が実践されている。日本においても、基礎理論を着実に身に付け、実践を通
しての理論と応用を学ぶ生涯学習可能な産学連続化教育体制が求められる。
CeFIL は経団連の支援の下で活動しているが、産学連携教育に企業側にのみ多くを依
存するだけでは限界もある。先進的に取り組んでいる国・大学・機関を視察し、国とし
て取り組むことが必要である。
③ Baden-Wuerttemberg Cooperative State University (DHBW) :Stuttgart/ドイツ
1974 年に企業で活躍する技術者育成機関として発足した専門高等学校は、昨年度
（2009 年度）から連携州立大学と改変され、共同学習概念（Dual Learning Concept）
での“ものつくり”を中核とした技術者育成大学である。シュツッツガルトは自動車産
業が中心で、多くの企業が存在する。高度に発達した科学技術が応用される現代社会で、
“国際化する産業界に対応できる人材”育成が喫緊の課題であるドイツのバーデン・ビ
ュルテンベルグ州が“ものつくり”の復興をめざした理論と実践を学ぶ産学連携の大学
である。学生は、企業テーマを持ち大学と企業での 2 重学習（Dual Learning）を実践
する。大学院（修士コース）を’12 年に立ち上げる計画もある。
④ EU 委員会（教育文化）：Brussels/ベルギー
2010 年度はボローニャプロセス（大学制度の EU 共通化）の最終年度であり、エラス
ムス計画（大学人の容易な移動）は 2012 年度から次の段階に進む。“国際化する産業界
に対応できる人材”育成には、大学制度の共通化と文化や歴史も違う多様な人材の交流
が必須であり、拡大する EU 融合化の理念を進めるにも重要な政策である。
日本の人材育成も、国際化（教員・学生の海外共同研究・研修促進）を考える参考に
すべきである。
３）複雑な社会での、社会活動・企業活動を牽引する人材の育成
博士の学位を有する者の就職問題が顕在化して久しい。社会を先導する人材育成とし
て、従来の大学での教育・研究体系だけでは問題解決は難しいのではないか。
日本の特長である論文博士もあるが、国際化する複雑社会を牽引する優位な人材育成
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体制へと見直す時期である。生涯に亘って理論と実践を習得できる（習得しなおせる）
産学連続化教育体系を、産学官で早急に取り組んでいくべきである。

⑤ デンマーク科学技術庁（デンマーク工学・革新評議会）：Copenhagen/デンマーク
‘92 年度から博士学位可能とし、産業界のテーマを基に大学と企業の協同で、博士論文
作成の研究を 3 年間指導する。“Indutrial PhD”制度は、工学、ビジネス、社会福祉分
野など多領域にわたっていて、博士論文テーマは、企業、研究機関や個人が提案をし、
企業と大学の評価を受けて決定する。テーマごとに募集し、合格者は企業に属して通常
業務を遂行しながら、企業と大学の指導を受けて論文作成をする。“Indutrial PhD”も
“従来の大学 PhD”と同様の学位を取得できる。Industrial PhD も Academic PhD も、
学生は企業もしくは大学に雇用され、生活的には安定した身分のもとで研究に取り組む。
給料は年間 500 万円ほど、違いは雇用主および指導者（Supervisor）が企業側にもいる
かいないかである。当該制度は、企業にはアカデミックへのアクセスや研究成果に、学
生には教育・キャリア形成や経験に、大学にはビジネスへの開放や共同研究への発展な
ど、３者ともに夫々にメリットがあると言う。産学協同での“最先端の経済・社会活動
を先導する人材”育成を目指すには、当該制度を参考に“日本版学位取得制度”を創設
し、修士論文や博士論文を企業テーマでも学位取得可能な体系を考えたい。
１） HassoPlattner Institute ：Potsdam/ドイツ
対応者：・Prof.Dr. ChristophMinel（Institutsdirector/CEO）
・Visiting Prof.Dr.Claudia Nicolai（General Program Manager）
・Ms.Barbara Keller（Relationship Management School of Design Thinking）
・Dr.Karin-Irene Eiermann（Meinel 教授秘書）
・通訳：川辺亮 氏（ベルリ自由大学博士課程学生）
・HPI は ERP(Enterprise Resource Planning)ソフトウエアメーカである SAP の創立者
の一人、HassoPlattner の基金を基
に 1998 年に設立され、昨年(’09 年)
に 10 周年記念を祝った。最初に訪問
した建物は 2010 年完成予定で天井
は透明で、最上階はデザインスクー
ルとして活用予定である。本建物は
企業（富士通、パナソニック等）か
らの資金 25 百万 EUR で、キャンパ
スの建物計画は終了し、今後は緑化
等を進める。 （HPI にて 9/13）

５．視察・調査訪問記
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・HPI の主目標は IT-システム・エンジニアリング分野のトップ人材の育成であり、
Faculty の給料や教育施設等は HassoPlattner 他の資金提供者から支払われる。一方、
ポツダム州立大学の一部の側面もあり（ドイツで学位授与は州立大学が原則）、学生
は HPI の学生であるとともに、ポツダム州立大学生でもあり、他の州立大学同様の恩
典(e.g.年間授業料無料等)を受けることができる。講義・演習のノルマは HPI 内に限
られ、物理・数学等はポツダム大学の講義となる。その場合には、HPI 教員はポツダ
ム大学の教員でもあり、授業担当は可能である。
・学生数は学士 80 人/学年（３年制）、修士 60 人/学年（２年制）で、入学生の選抜は、
①高校卒業試験の総平均、②数学・英語・国語（独語）・コンピュータ科学（授業を受
けている場合）の成績、③動機のレター（これを一番重視している）で行い、修士は、
学士の成績（他大学の場合には、IT-システム・エンジニアリングかそれに近い分野）
である。昨年（’09 年）は 10 周年で BA460 人・MA190 人・PhD30 人・ポスドク 1 人
の輩出であり、学生からは経営者と直接面談できて就職先を選択できることの評価は
高く、企業や諸機関からも高い評価を得ている。コンピュータサイエンス系のドイツ
の大学ではトップランク（カールスルーエ、ミュンヘン工科大学と同率）である。’07
年 3 月訪問の際は 4 位であった。卒業生からの評価や評判は、まだ、よくわかってい
ない。
・教育の特徴は、最先端技術に焦点を当て、IT 企業の要求に立ったコンピュータ科学の
基礎理論の学習(理論と実践力の養成)、インターンシップ・海外訪問での学習、常に多
様な人材との触れ合いで培われるソフトスキル養成である。
3 年生(学士最終年)では 6～8 人/グループで、多くは企業やドイツの研究機関からの
経済・社会的な課題をテーマとしたプロジェクト遂行による卒論を進める。ソフトス
キルとデザインシンキング教育であり、結果は公開発表形式である。教育テーマとし
ては、常に新技術の導入を企業と共同で進めている。
・講義や講演等は殆ど録画し、WEB で公開している。’02 年から中国北京工科大学のコ
ンピュータサイエンスの学生にテレティチングをおこなっている。セミナーや演習は
HPI と北京工科大学の助教授の共同で実施し、学期末には口頭試問試験を受ける。
・PhD の学生は 120 名（ドイツから 100 名、海外から 20 名）で、数人の先生の指導を
受けるテーマであり、6 か月に 1 度、全教授の前で説明しなければならない。この際に、
教員同士が、互いの研究内容を理解する良い機会でもある。
＜デザインスクール＞
・ Stanford Univ. の D(Design)-School(HassoPlattner が 2005 年設立 ) と提携し，
Design-Thinking Course を立ち上げる(2007 年)。イノベーションの創出が目的で、
HPI の外部からもプロジェクトに参加可能で、一般には 5 人プロジェクトである。さ
まざまなバックグラウンドの学生が参加（同じバックグラウンドの学生は 1～2 名）し、
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講義は英語で実施する。2 セメスター制で学生は週 2 日間のプロジェクト演習活動を実
施し、それ以外の日は自身の専門の授業を受ける。文化や歴史も違い、スタンフォー
ド大学のものをそのまま模倣することはできない。構成は、Design-Thinking プロセ
ス（理解―観察―項目の絞り込み（描画）－観念化（概念化）―プロト制作―テスト）、
異領域人材チーム、変更自由な空間施設の 3 つが基本である。
・デザインスクールコースは 1~2 セメスター制で 2 日/週の参加、4～5 人/グループの多
様な学生により、デザインシンキング手法でイノベーティブな開発をし、企業に採用
されたものもある。Basic Course と Advanced Course に分かれる。BC は 40 人学生
で 1 日，3 週，6 週のコース（9 週＋1 日）／セメスター×2 セメスター制で、AC は
40 人学生で 12 週／セメスター×2 セメスター制のコースである。
‘10 年の Cross Disciplines では、46 大学（うち 14 が外国）の 52 の分野から 82 人
が参加し、異なる大学から 14 人の教授と 14 人の講師が参加（週 2 日間，プロジェク
トに参加してレビューやコーチなどでプロジェクトをコントロール）。発表は、企業な
どが参加して，プロジェクト内容を評価する。個人の評価ではなく、グループ活動評
価である。
・‘08 年スタートの Design-Thinking 研究プログラムは、毎年，HPI と Stanford が 6
プロジェクトずつ（合わせて 12 プロジェクト）を実施、資金は 15 万ドル。テーマと
して地下鉄でのモーバイル利用・本の推薦方法・公園入場者案内、企業テーマでは自
動車禁止の都市消費生活等である。
・卒業生は、MA/PhD＋D-School の証明書で、イノベーティブな（？）T 型人材である。
・’05 年から海外の研究スクールを開始し、ケープタウンやイスラエルとも提携している。
また、海外パートナーシップを進め、米国、中国、スカンジナビア、ルクセンブルグ
等と提携している。
＜研究＞
・研究は最先端技術に関わるものが多い。
教員は Full Professor and chair : 10
Lectures, Assistant Professor, Assistants, Co-workers : 100
PhD-Students:120 : 100 from Germany, 20 from foreign countries

・’10 年からは SOA(Service-Oriented Architecture)をスタートさせ、全教員のテーマは、
Service-Oriented-Systems-Engineering を共通基盤としてつながっている。クラウド
や仮想化技術にもプロジェクトや教育・研究を拡張している。
・Prof.HassoPlattner…企業基盤と統合概念であり、毎セメスターに Hasso Plattner
自身による 2 週間集中講義がある（その時には、HassoPlattnerLoboratry を利
用するが、傍の林の利用機会が多い）。
・Prof.Meinel…インターネットや遠隔教育
・Prof.Patrick…HCI、Micro Soft
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・Prof.Doller…画像処理（３D）
・Prof.Giese…モデリング
・Prof.Hirshfelt…ソフトウェアアーキテクチャー
・Prf..Nanmann…IS
・Prof.Weske…ビジネスプロセス工学
・Prof.Polze…OS
・Dr.Weinberg…Design Thinking

２）バーデン・ビュルテンベルグ連携州立大学：Shuttgart/ドイツ
（DualeHochschule Baden-Wuerttemberg(DHBW))
対応者:・AyferSen(MA:Central International Affairs Coordinator)
・Prof.Dr.-Ing.Joachim French(バーデン・ビュルテンベルグ連携州立大学教授)
・1974 年にバーデン・ビュルテンベルグ州の有力企業等 35 社と研究所の合同での理論
と実践を教育する機関(Beufsakademie)として発足。当初,既存の大学内に設立するこ
とも検討したが、既存大学は企業で活躍する技術者の養成に積極的ではないために
Beufsakademie として設立した。企業労働者（Employee）の技術力向上が目的であり、
パートナー企業の大・中・小企業によっての技術力の違いはない。2009 年に連携州立
大学となり、学位認定をし、大学修士課程への進学も保証された。DualeHochschule
の名前からわかるように専門学校と企業との連携から発展した大学である。
・DHBW の運営費は通常の大学に比べ非常に低い。その理由は企業講師比率が高く自
前の教員が少ないことと研究・実験設備は企業施設を利用できるからである。
・ドイツ教育体系は大学段階で、従来の大学、連携大学、専門大学校であり、バーデン・
ビュルテンベルグ州では、9 従来大学、26 専門大学校、9 芸術大学、6 教育大学と連携
州立大学の 8 か所である。従来の大学は研究者育成であり、連携大学は技術者育成で
ある。学生にとっての就職先は大企業に人気があるわけでなく、より主体的な活動が
でき、貢献できる中小企業に人気がある。
・学生は一般の大学入試を受け資格（Abitur）を取得し、企業で選考されて最終の入学
試験を受ける。入学時に企業と契約を結ぶため，企業が学生を派遣することになる。
企業は学生に月 800 ユーロ（課税後）と半期 500 ユーロの授業料を払う．学生は企業
に属し、企業テーマを基に学習する。学生は 3 年間でのドロップアウトは 5％以下であ
り、卒業生の 85％が同じ企業で働き、15％は転職や他大学へ進学する。ドイツの普通
の大学では、年限内での卒業は 30％～40％である（修士（5 年間）で平均 7 年間位）。
・現在、学生は 9,500 人/年(過去の学生数 90,000 人)であり、62％がビジネス、32％がエ
ンジニアリング、6％が社会福祉である。現在では、10,000 パートナーの企業・研究機
関であり、企業は 60％が中小・小企業でドイツ企業が 90％である。景気により学生数・
パートナー数も影響される。企業負担は 50 千 EUR/学生・3 年間である。
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・教員は専任が約 500 名であり、30～40 名の学生を指導する。講師は約 15,000 人で時
間給 35EUR であり、交通費も支払う。勿論試験作成、採点にも支払いをし、企業の技
術者（定年退職者を含む）が多い。講師は PhD の学位を有する必要はないが、学生を
指導できる経験と能力が求められ、学生が講師を選ぶので講師は必然的に淘汰される。
教員はネットワークで連携し、講師(企業や研究機関の技術者)はフレックスタイムを
利用し、2～4 時間/週で 30～40 時間/セメスターの担当時間であり、退職者は 20～250
時間/年（最大制限）の人もいる。講師は大企業からが多く、企業報酬は 100％そのま
ま支払わられる。
・’09 年、学生数は 25 千人であり、理論講座（大学での講義・演習）は 6 セメスター(DHBW
キャンパスのどこか 1 か所)×3 ヶ月(1.5 年)、実習（企業での実習）が 6 セメスター×
3 ヶ月(1.5 年)であり、1 セメスター期間中に理論（3 か月）と実習（3 か月）がある。
実習では、1 期目はレポートとプレゼンテーション、2 期目は 8～15 週間のプロジェク
トを実施後にプレゼンテーションと試験で判定、3 期目は小さいプロジェクトを基に演
習・研究を実施。
各セメスターの最終に試験を実施し、試験は厳しく落第者は企業を退職する。取得
単位は 30credits/セメスター×6 で特別コースを含めて 210 ポイントが卒業条件。大企
業からの学生だけでなく(例ダイムラーベンツは 2％以下の学生)、小・中小企業からの
学生も多い。
・’09 年は、400 人の海外学生（国際的な企業が海外支店や工場から送り込んでいる）で、
インド・メキシコからの学生もいる。
‘12 年には、修士課程を設ける計画であり、将来は応用研究を主体とした博士課程も設
ける予定という。その場合には、論文発表等に制限があるのではないかとの質問には、
特許や企業機密保持の問題もあるが、博士学位は可能と判断している。

３）EU 教育文化委員会：Brussels/ベルギー
対応者：・Dr.Ralf Von Ameln(Member of the External Speakers Team)
・Ms. Maria Kristin Gylfadottir(Higher Education –Erasmus)
・Ms.ErikaZuderell(Organization)
①EU の機構について
・EU 機構について、1957 年 6 か国からスタートした歴史経緯を説明。
・EU の 3 組織の説明。条約を厳守する EU 国会があり、執行機関としての各セクション
があり、各国大臣クラスによる Council of the EU にて全体調整を実施する。
・EU 国会を進める Presidency は半年ごとの持ち回りで、’10 年(1～6 月)スペイン・‘10
年（7～12 月）ベルギー、’11 年ハンガリー・ポーランドの予定。各国により取り上げ
る課題が違う。
・会議形態での投票権は、EU への貢献度や人口で決まっていて、独・仏・英・伊は 29
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票、等であり総数は 345 票で 65％の賛成と参加国(27 か国)の賛成 65％で決定する。
・説明者は、広報担当の外部説明者として執拗に EU の高い理想を繰り返し説明する。
その理念を説明することは、経済力の違う国々を融合することの困難さを力説してい
るようにも感じた。
②教育・文化について（ボローニャ（Bologna）とエラスムス（Erasmus Mundus））
・ボローニャ（Bologna Process）は’92 年マーストリヒトでスタートし、教育内容・教
育制度の標準化を目指す。EU 加盟国だけでなく、47 ケ国が参加する。
・EU は’99 年リスボン条約（165 項目）…’00 年の成長と仕事のリスボンアジェンダによ
り、これ以降は、政治家の教育と訓練に対する重要性の共通認識のもと、共同の教育
方法のベンチマークにて確認をする。学生の移動、大学 3 段階（BA,MA,PhD）、Create
a European Credit System(ECTS:DiplomaPolicy）,質の標準化（カリキュラム・統治
形態・基金の改革）を進める。次のステップ,’20 年に向けてのフレームワークは、①生
涯学習・移動、②教育の効率化、③平等・集中、④アントレナーシップである。４～6
歳の幼児教育・15 歳までの理数教育・30～34 歳の教育を EU 全体で進み、教育なし人
口を 10％以下にしていく計画である。
・エラスムス・プログラムで、学生の移動、スタッフの移動、教育の共同を進めてきた。
教員の移動はほとんどなく、大学スタッフは 5～6 週間の研修で、旅費等で EU すべて
の領域をカバーしている訳ではないが、2,500EUR を奨学金として提供する。大学教
育は国が優先であり、近年、学生の移動が徐々に増加している。’09 年で、約 20 万人
がエラスムスでの移動学生で、平均 6 か月の他大学での学習である。 エラスムス計
画完了の’12 年までにエラスムス学生移動は合計で 300 万人を目標としている。エラス
ムスの効果は個人レベルであり、統計的計測は今後の課題である。
31 参加国の全学生の 0.85％がエラスムス学生であり、出し側と受け入れ側が固定化
しつつあり、スペイン・フランス・ドイツの受け入れが多く、英国ではエラスムス学
生ではなく留学生として多くの海外学生が学んでいる。エラスムス推進策として国際
化も進めていて、米国・カナダ・豪州・ニュージランド・韓国と連携している。日本
からは、29 人の学生が参加し、日本の 45 機関が提携している。
・EU の課題において教育は高い位置ではなく、相互の協同は義務ではなく、共通化を目
標としている。EU のサポートは財政面と機能面である。

４）アールト大学：Helsinki/フィンランド
対応者：・Mr.JussiHannula(Design Factory Project Manager)…工房見学
・Dr.Mari-Anna Suurmunne(Director of International Affairs)…大学概要
・Dr.Riikka Maki-Ontto(Director of Academic Affairs)…アールト大学教育
・Dr..Atso Andersen(Head of cooperate Relations)…アールト大学企業連携
・LeenaPlym-Rissanen(Manager ,International Campus Development)
12

①デザイン工房見学
約束時刻に遅れたために、直ぐに工房(Design Factory）の見学。’07 年から試行さ
れ、昨年（’09 年）に工房が設立され、学際的な分野の専門家が同じ屋根のもとで国
内外の企業の支援（資金・テーマ・人的な面）をえて、プロジェクト活動で実際の製
品製作を実行している。自在に変更可能な空間や、電気機器製作道具や金属加工機器
等まで準備し、企画から計画・実践・テストまで可能な工房である。夏季休暇中であ
ったが、多くの社会人（学生？）や学生が建物の中で、自由に活動していた。
・600 人の学生（8 か月（長期の場合）～3 か月）で、構成員は教員・企業人・学生と多
様であり、プロジェクト体制で色々なことに挑戦する。イノベーティブな人材を輩出
することが目標で、小プロジェクトは大学教員テーマであり、グループ構成は多様性
を意識して決定、大規模プロジェクトは殆どが企業テーマ又は連携テーマである。
グループは 4～5 人（Max7 人）で、
大規模は小規模グループの集合体と
なる。プロジェクトの単位数は、
10credits~30credits であり、個人評価
はしない。
・研究者は 50 人で、ビッグプロジェク
トに関わる。
（右図：Aalto Univ.デザイン工房前）
・視察途中に、企業からの学生 2 人の
自己紹介で現在やっていることを伺っ
た。1 人の女性は簡単な日本語を話し、
2 回/週に朝食を作りに来て、皆さんと色々と接触しているようだ。食堂には多様な姿
の学生（？）が数人、食事をしながら議論していた。
また、ノキアからのメンバー（3 回/週）は現在進めているプロジェクトを説明した。
両者ともデザイン工房のことを情熱的に語った。全体の雰囲気からも、アールト大学
の自律的かつ意欲的に学習する文化・環境を醸成する目的の活動にもなっていると感
じた。
・工房全体を通して、電子機器類は勿論、電工器具や機械加工器具など多くのものがあ
り、工学・ビジネス・社会におけるイノベーションをキーワードに活動していること
が伺える。
②大学概要の説明
・ ’09 年に 工学 (Helsinki University of Technology) ・経済 (Helsinki School of
Economics)・芸術工学(University of Arts and Design)の 3 大学による統合で、目標
は、工学・ビジネス・工学デザインと芸術の分野で国際的な研究・パイオニア教育・
最先端への挑戦とイノベーションを目指す世界的な大学になること。フィンランドで
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番目に大きな大学で、4,300 人のスタッフ、300 人の教授（工学 200、経済 60、芸
術 40）、学生は約 20 千人である。
変革へのオペレーションは政府と企業（国 5 億 EUR、企業寄付 2 億 EUR の資金で
スタート）であり国が主体、特許や権利は企業に所属（学生・大学・企業間の契約で
あり、色々な条件はある）、デザインシンキングを基本とする大学であり、ビジョン
（国・国際・ノルディック）を求め、大学とビジネスの結合を推進する。法的には、’09
年 1 月から変革がスタートし、運営費用は年間 4 億 EUR で国が主たる財政責任をも
っている。
アールト大学は、学際的なトップ研究、教育開発、従来の領域を超えること、革新
的であることをめざし、遂行のポイントは、意識革命、資金の自由さ、教員の意識（ビ
ジネス、イノベーション）である。推進には、新大学の概念を大学関係者（ステーク
ホルダー）で共有することが一番難しい。
③教育について
・学生数は 20 千人で、大学所属の過去の卒業生は 75 千人の大規模大学である。フィン
ランドの工学・芸術分野の MA の 40％、PhD の 60％が毎年アールト大学卒である。
ビジネス分野では MA の 25％、PhD の 25％がアールト経済大学の卒業生である。
フィンランドでは、生徒/教員比率が低下傾向故の対策が必要であり、学生への新コ
ンセプトと学際領域の教育を開発する。アールト大学として、新しい学習レベル達成
の開発をし、専門分野の訓練は勿論、社会を先導する学際的な専門家を育成する。
学際的な教育として、3 大学の連携と大学で学ぶ人への開放を行い、最初の学際分
野の MA コースとして英語使用の国際デザインビジネス経営（IDBM）と創造的サス
テナビリティ（CS）を設けた。
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・学生数

工学 経済 芸術工学（単位） ‘09 年の学位
BA（3 年）6100 2000 700 (180)
工学 経済 芸術
MA（2 年）6100 900 1000 (120)
1163 207 197
PhD(4 年) 2800 300 200 論文
153 19
6
合計 15000 3200 1900 （20100 人）
工学系の MA 取得は、3,000 人中の約 1/3 であり、修論テーマの評価を企業テーマは
企業で実施し、大学テーマは教員評価となる。
・教育内容（単位数）
BA 基礎 60～80、専門 50～60、卒論 10、選択 20～30、英語等 0～30
MA 方法論 10～12、専門 40～60、修論 30、選択 24～40
PhD 共通的な博士課程研究（実践と理論）
、専門研究と論文作成
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・入学と卒業について
学部へは高校卒業資格または同等の資格、SAT 相当でハイレベルの成績と志望動機
のレポート（最重要視）で判断。修士は、同じまたは関連する分野の学士の資格、英
語の公的な証明で、TOEFL 合計 92 以上(Writing22) 、IELTS（英国の試験）合計
6.5 以上（Writing5.5）等、入学許可部門の査定及びプログラムスタッフの評価による。
アールト大学の卒業生の就職は有利である。’09 年の MA（科学技術）の卒業生の 80％
以上（’08 年は約 90％）が就職し、就職先はデータ処理サービス 16.3％、通信 16％、
教育・研究 15％であった。修士論文テーマは 40％以上が製造企業、27％大学、14％サ
ービス業で、就職は MA テーマ先 38％、個人的な縁 15％、研究と関連する機関 14％
であった。
経済分野の MA は、80％以上が就職し、金融業関係 32％、一般的な管理部門 18％、
マーケティング 15％で、組織での地位はマネージメント 18％、専門家 51％、一般労
働者 22％である。就職先は研究との関連 29％、インターネット 21％、学校のキャリ
ア支援 18％であり、工学系との違いは大きい。
アールト大学は、卒業後の就職では他大学に比較し容易であり、理論と実践教育は
関係者から 87％の高い評価を得ている。

５）デンマーク科学技術庁：Copenhagen/デンマーク
対応者：・Klaus Ammitzboell(Head of Section The Industrial PhD Programme)
・Ms.Merete Jorgensen(Novo Nordisk A/S:MBA MSc Director)…企業から
・Prof.HenrikStang(デンマーク工科大学土木学部)…大学からの立場
①インダストリアル PhD（I-PhD）について
‘70 年に設立され、学生は企業と大学に所属し応用研究を 2 年間実施する。’92 年に博
士学位取得が可能となり 3 年間研究となる。賃金は企業と国からの資金の半分であり、
残りは大学としての研究費となる。一般的に、通常の大学でも、デンマークの PhD 学生
は大学もしくは企業に雇用されて、安定した身分で研究に取り組む。
I-PhD は学生・企業・大学にとって互いに有益な制度である。学生は教育・キャリア・
企業と大学の経験を得て、企業はアカデミアへのアクセスと優秀な学生の確保ができ、
大学側はビジネスへの開放と実世界への窓口を得て共同研究等へ発展する。
学生（教育、キャリア、経験）、大学（ビジネスへの開放、共同研究へ発展）、企業（ア
カデミックへのアクセス、研究成果）の 3 点を頂点とした 3 角形の互いに補完する連携
体系として表現可能である。
・デンマークの企業または支社がある企業及び公共機関から博士テーマを基に候補者が募
集され、博士コース学生は応募から 2 か月で決定する。応募者の 53％が合格し、企業に
雇用され、同時に大学に所属して博士研究を開始する。3 年間で I-PhD を 85%（結果的
に 90%以上）が学位を取得する。同時に、従来の大学博士（Academic PhD）も取得する。
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学位取得後は 58％が企業に戻り、42％は他企業に行く。
’09 年は 184 人応募で 98 人合格、’10
年は 204 人応募で 140 人合格（中国人学
生 13 人）である。’09 年のテーマは工学
41%、
農業 5%、健康 11%、自然科学 15%、
社会 21%、人間関係 6%であり、大企業
（200 人以上）64%、中小企業 18%、小
企業（50 人未満）18%であった。68％が
研究所のテーマではない。
（右図：デンマーク科学技術庁中庭にて）
・企業・大学・学生の満足度は非常に高く、学生の 98%、企業経営者の 94%以上、大学経
営者の 94%以上のものが満足している。I-PhD と従来 PhD 取得者の比較のアンケートで
は、プロジェクトには I-PhD 出身者が相応しいが“完全に良い 32%”“完全に否定は 9%”
で、研究所での活躍では“完全に良いは 5%”“完全に否定は 62%”であり、I-PhD 取得
者はプロジェクトが適職のようだ。I-PhD の学位取得後は、65％が R&D 部門で活躍して
いる。
同様な制度はフランスやノルウェーにもある。フランス制度の Cifre は 1981 年設立で、
6,000 以上の企業と 4,000 以上の研究所の参加によって博士課程を提供している。
・国・企業・公的機関による PPP(Public Private Partnership)での機関運営で、他の PPP
にはイノベーションコンソーシアム、応用技術サービス、知識パイロット研究、デンマ
ーク国立先端技術基金等がある。
②企業からの説明（NOVO Nordisk 医療品会社：インシュリン等）
・NOVO Nordisk は 76 か国 29,000 人以上の社員、9 億米ドルの売り上げ、1.4 億米ドルの
研究費（’09 年）の会社で、東京にも支店がある。
・’98～’10 年では I-PhD には 92 人が合格し、現在 31 人が博士課程で研究中。卒業生の 58％
が会社に就職している。従来博士との相違は、実際的な経験と企業ベースの研究テーマ
である。
③大学からの説明（Civil Engineering の教授：I-PhD 教育の 5 年間の経験から）
・5 年間、400 の I-PhD プロジェクトで活動している。I-PhD 学生は挑戦的・注意深く・
広い視野であり、大学側からの説明は難しいが、プロジェクト完了後は共同研究が多い。
・ICT は Engineering&Science の分野で、多くのプロジェクトがある。
・1 プロジェクトは１Million DKK で、その半額が賃金となる。
・I-PhD も A-PhD も MA の取得が条件であるが、I-PhD の 90％は会社の推薦を受けて参
加する
・政府としては、キャリアアップであり、小企業の発展を期待している。
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・知的権利は企業比率（貢献度が高い）が高いが大学側もパテント保護をする。学生発明
の場合は、大学と企業が半々である。スタート前に知財の権利契約をしている。
・論文テーマは企業・大学・候補者自身など色々なところから提案があり、企業と大学が
個別に評価する。その結果、テーマとして採択されると、公募に入る。
・学位を取ると、一般的には 10％位サラリーが上がる。I-PhD には企業の資金が重要で景
気により左右される。イノベーションが I-PhD の目標になり、大学と企業の連携が強く
なる。A-PhD は研究所・政府・国際機関等からの支援がある。
・基本は大学・企業のスーパバイザー2 人で指導し、定期的なミーティングで討議し、1 人
/1 プロジェクトで、産学連携のプロジェクトもある。
・博士課程の学生（A-PhD）は大学に 32 万 DKK/年で雇用される。
・海外（香港・シンガポール・中国等）からの応募も増えている。
質疑
（１）大学が I-PhD に興味がある理由？
理論のビジネスの実社会への適用。大学は 2/3 が外部資金である。
（２）科学的な到達は？
報告書としての公開である。
（３）なぜ、新しい制度が必要だったのか？
I-PhD も MA 学位が必要であり、これまでの大学は閉じていたため、企業との連携
が難しかった。
（４）I-PhD の学生の企業での扱いはどうか？
通常の会社の仕事から解放されるように監視するが、通常は、PhD プログラムの仕
事以上を要求される。企業も学生をチェックしている。
（５）イノベーション促進の手段は？
企業と大学とのコネクション探索は、最初に学生が行動を起こし、大企業の場合は
大学側を知っているので、問題はない。
欧州視察調査の印象では、各国は社会・経済活動のグローバル化と国際競争が日常化
してきた現代において、人材育成の重要性を重要な政策として着実に実行している。
日本においても、人材育成面に関わる各省庁や関係機関・企業は議論の段階から実践の
段階に来ているのではないか。
１）イノベーティブな人材育成をスタートさせよう
ドイツの HPI やアールト大学ではイノベーティブな人材育成にたいし、専門領域の違
う人材（社会科学・人文科学・理工学系・芸術系等）、海外を含めての企業人・学生等々
が同じ屋根のもとで、社会や企業のテーマプロジェクトを推進するデザインスクール
（工房）を立ち上げている。デンマークのインダストリアル PhD の結果からも言われ

６．今後の課題
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ているが、イノベーティブなプロジェクトを進める人材育成は、多種多様な人材によ
るプロジェクト推進が有効である。日本でも、拠点を決めての産官学共同のデザイン
スクール（工房）をスタートさせ、新しい教育開発と人材育成を進めたい。
２）真の産学連続化教育体制を確立しよう
人材育成は幼児から老人まで広範囲に亘るが、まずは、経済活動の中核的役割を果た
す、高等教育と産業界での連続化教育体系の整備が必要である。社会・経済活動に複
雑に深くかかわってきている科学技術、特に ICT の分野で、先導的な人材・革新的な
人材（トップ人材）の育成は強く求められる。人材育成にも、最先端の情報通信技術
の利活用は避けては通れない。高等教育を主管する文科省、産業の発展を推進する経
産省、国際化する情報通信分野に関わる総務省はもとより、労働者の生活向上を課題
とする厚労省等々が強く連携して、産業界・関係団体と協同でのトップ人材育成を推
進すること。欧州は、エラスムス・ムンデスで大学間の教職員・学生の移動を推進し、
文化・歴史の違いを超えてのプロジェクトによる人材交流により、新しい人材育成を
試行している。日本の現状、やや形式的な産学連携の人材育成では大きく後れをとる
であろう。その対応として、デンマークの科学技術庁のように、研究者（A-PhD）育
成とプロジェクト推進者（I-PhD）の育成体制を分離する。その上で、両者の人的移動
が自由にできるようにすることである。
３）国際的に活躍する人材の育成を促進しよう
高等教育を量拡大から質向上へと重点を移さなければ、現在の国際競争には後れを取
るだろう。各国は革新的な人材育成に対し、専門領域の深化は勿論だが、理工学・社
会科学・人文科学・情報科学の領域を超えたグループ活動教育を進めている。創造的
な人材育成のみならず革新的な人材は、複雑な課題に直面することから輩出するとの
考えからである。大学も基礎研究に拘らずに、HPI やアールト大学のように、1 企業や
1 産業界では解決できない問題をテーマとして、積極的に応用研究にも関わっていくべ
きでしょう。そこから、新しい人材も輩出されるだろう。
４）大学と産業界での強い連携による人財育成を
自動車産業の盛んなシュツットガルトを中心としたバーデン・ビュルテンベルグ連
携州立大学やデンマークの I-PhD 制度のように、企業テーマを基に理論と実践を学び、
学位を取得する試みもある。産学連携での人材育成で、大いに参考にしたい。特に、
地方の活性化には企業と拠点大学との強い連携で、地方の課題をプロジェクトテーマ
や修士・博士論文テーマに取り上げ、問題解決と理論と実践に長けた人材育成に適用
し、すぐにも着手すべきことである。
５）学生・企業・大学の協調と活性度を向上させる体制を確立しよう
デンマーク科技庁の I-PhD 体制を参考にし、学生にとっての”教育・キャリア・経験”、
企業での“最新のアカデミア研究知識へのアクセスと若い技術者との連携”、大学での
“ビジネス関連問題への関わりと産学協同研究”等の互いに有益であることを確認し、
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複雑で難しい課題を自由に討議し、テーマを決め、多種多様な人材が同じ場に集い、
プロジェク体制を取り、トップ人材の開発と技術・研究開発とを並行的に進める体制
づくりを始めたい。多様な専門領域のメンバーによるプロジェクト活動は国際的でイ
ノベーティブな人材輩出へと繋がるとの認識から、既に、欧州では産学連携での融合
領域型の高等教育が始まっている。
今回の欧州視察・調査は、近年、新しい産学連携での人材育成に焦点を当てている大
学・関係機関を対象にした。準備期間も短いこともあり宿泊するホテルが毎日違い、訪
問先から、夕方に出発する飛行場へという強行軍の連続であった。団員の協力により、
当初予定の目的を各自は達したと思う。この結果を、各大学・関係機関での産学協同に
よるトップ人材育成へと反映して頂き、関係大学・機関へ資料を提供するとともに、継
続的な「高度 IT 人材育成」への取り組みが、真の意味での産学協同で推進されることを
願っている。
（文責：大場善次郎）

７．おわりに
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別添資料

①欧州先進産学連携状況視察に参加して
名古屋大学情報科学研究科教授 阿草 清滋
9 月 12 日から 9 月１9 日の間、ドイツ、ベルギー、フィンランド、デンマークの 4 カ国
の産学連携状況の視察は、日本の状況と比してとても興味深いものであった。
その主な観点は
１）制度の違い
２）連携の歴史の違い
３）産学の意識の違い
である。
ヨーロッパ、オーストラリア等では職業人教育として 3 年制の大学がある。日本、アメ
リカの大学は 4 年制が基本であり、その教育の同等性についての議論は本質的な問題があ
る。4 年制では全人教育として Liberal Art がそれなりの意味を持つ。3 年制となると専門
教育に必要な Liberal Art に絞り込まざるを得ない。その割り切りが職業人教育に徹底する
ことになっている。
JABEE(日本技術者教育認定機構)では諸外国との相互認証も行っているが、3 年制の扱い
に関しては議論がある。情報関連は Washington Accord から外れて、Soul Accord を制定
している。情報関係の技術者教育は、これまでの工学分野の教育と同じではないであろう
との見識に基づいているが、オーストラリアなど 3 年制の大学教育の認証も視野に入れて
いるのも制定の理由のひとつである。今回の視察の成果を CeFiL の産学連携教育に直接的
に取り入れようとすれば、CeFiL が推進しようとしている産学連携の大学教育とは、どの
ような大学かを大学制度の変革まで視野に入れての議論が必要であろう。
ヨーロッパの大学教育は研究者教育と技術者教育が明確に分離されており、学生も中学、
高校の段階からどちらに進むかを意識していると聞く。日本では大学は高等教育機関であ
り、かつ中心的研究機関である。少なくとも基幹的大学はそのような意識を持ち、教員評
価においても研究評価は欠かせない要素である。今回の視察においても教員は研究もしな
ければならないとのことであった。教育と研究のロードバランスを如何に取るかは重要な
議論であるが、教育支援、研究支援の staff の配置などを総合的に調査しなければ、適切な
議論とならない。
ヨーロッパの産学連携の歴史の長さを見ると、日本での産学連携による教育には地道で長
期的な方策が求められる。教育はその成果を議論するにも 10 年という時間的なスパンが必
要であり、その成果を基に次の方策を検討するとすれば、今回の視察で示されたような 40
年の歴史によって、今の教育体制が出来ているというのも納得できる。CeFiL の活動も長
期ビジョン、中期ビジョンを明確に示し、直近の課題に対応すべきであろう。
１．調査団員の感想（所感）
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グローバル化が進み、企業競争の激化に伴って、また、それが終身雇用制の崩壊に結びつ
き、それまで「職業人教育は企業内教育で」行っていた意味がなくなったことが、新卒者
に実践力を要求することに繋がっている。大学教育に基礎力を求めた時代から、大学教育
に実践力を求めるようになった。日本の大学教育がアメリカ型の新制大学へ変わってから
60 年経ており、その歴史を背負った大学が、この世界経済の変化に対応して大学教育シス
テム、指向を変革するにはかなりの時間がかかる。CeFiL の活動は変革点としては重要で
あるが、その成果の評価はかなり長い時間軸上で行われるものと思われる。
アメリカの大学の教授との議論の際に、「アメリカの大学の一番優秀な学生はベンチャー
を興し、次に優秀な学生はベンチャー企業に就職する。その次が大企業で、公務員、最後
が大学の先生だ。」と聞いたことがある。大学での研究に参加する中で、学生は成果がビジ
ネスに結びつくかを常に意識している。また、ビジネスに失敗すると、再度大学に戻って
研究に参加し、ビジネスチャンスを探す。アメリカの大学は産業育成の場所として機能し
ている。
ヨーロッパでは企業と雇用関係を持つ形で大学に在籍している学生が多いようである。今
回の視察先が産学連携を推進している大学等であったこともその理由であろう。この形態
は産が学に教育を委託しているのが明確であり、学生を介して、教育に関しての産の要望
が大学に直接的に伝わる。大学においても学生確保のためには産との連携が必須となる。
このような直接的な産学連携を強化しないと、建前での産学連携に陥る危険性がある。
今回の視察参加は産学連携のあり方を考えるのに非常に有意義であった。しかし、それ以
上に参加メンバーとの談話で得るものが多く、この人のつながりは最大の収穫である。皆
さんには盗難騒ぎとかご迷惑をおかけし、助けて頂いた。記して謝意を表したい。
最後に CeFiL の今後の活躍を祈念して、視察の感想とする。
②欧州出張所感
(独)情報処理推進機構（IPA）

人材育成本部 産学連携推進センター長
大島信幸
今回、2007 年の経団連高度情報通信人材育成部会の欧州訪問時のレポートや 2008 年
のスーパ連携大学院北欧視察のレポートによる予備知識を持って参加したが、改めて欧
州での産業界、大学間の深い産学連携に基づく人材育成の実態を把握することができた。
また、ＥＵではボローニア政策など 10 年のスパンで中長期ビジョンを明確にして取り組
んでいることもわかった。IPA でも情報系の学部学生を対象にした産学連携 IT 人材育成
に取り組んでいるが、国情の違いで欧州の施策をそのまま取り入れることは難しいかも
しれないが、参考になる点も多く CeFIL とも連携して今後の活動に活かして行きたい。
主な感想は下記のとおり。
＜産学連携実践教育が定着＞
欧州の多くの有力大学ではその周辺に企業が集まり、企業の研究開発や実践教育を大
学に委託したり学生をチームに入れた産学一体でのプロジェクト実践や研究開発が一般
的であり、学生は実践力、イノベーション力を身につけることができる。また、多くの
企業がパートナシップを結び、積極的に大学と連携した実践教育に参加している。
IT
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これは、日本でも各地域での大学と地場産業との連携の理想とするモデルである。
欧州では就学時から雇用契約を結ぶことも一般的に行われており、企業人も就職後に
スキル向上のため大学で教育を受けたり共同研究に参加したりすることができる仕組み
も充実している。このようにアカデミック技術知識教育と産学連携実践教育を両立させ
た教育が定着化している。
特に北欧各国では、技術系高度人材育成は国の投資ととらえて、政府も産学が連携し
た教育、研究開発に積極的に投資を行い、デンマークでは Industrial Ph.D（産業博士）
とよぶ新しい学位制度を定着化している。
今回訪問時の Q&A で産学連携によるプロジェクトや研究開発の知財権のルール、企業
教員の資格認定、評価、待遇の実態、実践教育を受けた学生の就職後の活躍度なども聞
くことができ大変参考になった。
＜異分野融合によるイノベーション力向上策＞
HPI の D スクールと Aalt 大学の Design Factory という異分野融合によるＴ型人材育
成の現場も見学した。IT も含めて異分野の学生同士のチーミングにより視野を広めてイ
ノベーション力向上を狙っている。ベンチャ起業、大企業での新ビジネス創出両面で有
効な教育手法と考えられ、日本の大学でもこれに近い取り組みを行っている大学がある
が、限られたコマ数の中でどうアレンジしてゆくか、他の学部、専攻との連携方法が検
討課題である。
＜EU 全体での高等教育政策と高い人材流動性＞
EU では Education and Training を大きな政策の一つに取り上げ、ボローニア政策の中
長期ビジョンにより、ＥＵ全体での教育の品質向上を目指し、実践力強化と創造性・革
新力強化両面での人材育成にとりくんでいる。またエラスムス計画に基づき EU 内の他
の国に学生が留学しており、教員の国間の異動も活発で EU 内人材交流にも寄与してい
る。EU 各国では共通語の英語と同属言語を用いておりコミュニケーションの壁もないよ
うである。

③欧州先端産学連携人材育成視察の感想
東洋大学総合情報学部長・CeFIL 副理事長 大場善次郎
2009 年 7 月に発足した CeFIL は、経団連人材育成部会が発案し取り組んだ「産学連携に
よる高度 IT 人材育成支援」活動を継承して 1 年間が過ぎた。主に、文科省補助事業拠点校
の九州大学と筑波大学の２校との協同で、企業人による講義・演習、PBL、長期インター
ンシップ等を開発してきたが 2010 年 3 月で補助事業も終了した。現状のままでは、国際競
争が厳しい経済界の高度 IT 人材不足の危機感はおさまらずに、一層強くなっている。経験
し蓄積した産学連携での人材育成方法を普及し発展させる取り組みと同時に、国際的な高
度 IT 人材育成方法を開発することが喫緊の課題でもある。次のステップアップのために、
近年、欧州も産学連携での高度な人材育成に、積極的な新しい取り組みを始めている 3 大
学と 2 機関を視察・調査した。
創造的な人材と共に、イノベーティブな人材育成の取り組みとして、技術・ビジネス・
社会福祉・芸術等の分野を統合して、多様な人材による社会・企業における課題解決に向
かって、実践的 PBL を実行するデザインスクール等の教育コースがアールト大学や HPI
22

で始まっている。担当教員やスタッフは、コース開発の一番の課題は関連する人間の意識
改革だと言っていた。また、デンマークの“Industrial PhD”は、企業テーマを基に複数の
大学教員と企業人で研究開発の指導を行い、学位を取得すると同時に従来の博士学位も取
得できる。欧州では、修士・博士の論文テーマに対して企業提供も多く、IT の実践的研究
開発の取り組みから新しい発見もあり、人材育成にもつながっている。学位取得後も、ア
カデミアと産業界との共同研究として継続することも多いと言っている。企業・大学・学
生 3 者の夫々にメリットのある好循環である。
このような先行事例を参考にして、日本のトップ IT 人材育成に関係する部門は意識改革
をして、課題提供や有する知識・ノウハウを持ち寄っての国際的に活躍できる人材開発を
早急に始めるべき時だと感じた。教育の受益者負担として被教育者（学生）の負担が増え
ているが、より広く長期的視点に立てば、理論と実践力のある国際的に活躍できる人材輩
出の最大の受益者は国である。トップ IT 人材育成に、産学官で真摯に取り組んでほしい。
高度に発達した科学技術分野での“ものつくり”の研究開発・設計・製造・保守の実践
的な分野で、国際的な競争を支える人材育成を産学連携で進めているバーデン・ビュルテ
ンベルグ連携州立大学は、日本の地方の大学の今後のモデルになるだろう。企業のテーマ
を基に、大学と企業の両者の環境下で、理論と実践を学び一つのことを成し遂げていき、
学位を取得していく。この方法も、企業テーマを基にした PBL が基本となっている。日本
の大学人・企業人及び関係者は大いに海外への視野を広げて、高度 IT 人材育成教育開発を
急ぐべきである。
デンマーク科技庁を訪問する道中で、産学連携テーマでの知的財産の扱い等が問題にな
るのではないかとの質問に、デンマーク在住の日本の方が、デンマーク人は「互いに信頼
しあうこと」が誇りであり、デンマークの財産だと国民は思っていると言っていた。
そう言えば、ある本＊で「ほとんどの人は他人を信用しているか」との調査で、日本は「そ
う思う」「ややそう思う」が 3 割以下でフィンランドは 7 割超だと書いていた。複雑で融合
領域での課題解決が求められる現代社会では、グループ活動が必須である。相互信頼を取
り戻すべく、地域・社会をはじめ初等中等教育・高等教育・企業教育の在り方も真剣に考
えていかなければならない。（＊「分かち合い」の経済学 神野直彦 岩波新書）
真に連携しての理論と実践に強い社会力のある人材育成を産学連携で実践していくべき
だと改めて感じた。
今回は、短期間に盛り沢山の、産学連携での新しい教育方法を推進している欧州視察・
調査であった。用意周到な準備もできなくて、調査団の方々に多大な負担をかけ、最後の
日には災難にもあったが、多くの実りある視察・調査であった。
参加頂いた皆様に、心からお礼申し上げます。この結果を、夫々の立場で、今後の産学
連携での高度 IT 人材育成面に活かすことを願っています。
CeFIL として、真の意味での産学連携によるトップ IT 人材育成支援のために、視野を広
げ、議論し、人的ネットワークの拡大にもなるこのような視察・調査も並行的に行う計画
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をしています。今後とも、関係部門のご支援とご協力をお願い致します。

④CeFIL 欧州先進産学連携状況視察報告
公立はこだて未来大学システム情報科学部情報アーキテクチャ学科准教授
奥野拓
IT 人材育成の海外事情の視察を目的とした大学等の訪問には今回が初めての参加であっ
た．訪問に先立ち，公開資料および事前入手資料等を参照して各大学および機関に関する
事前知識を得るとともに，ボローニャプロセスとリスボン戦略を中心とした欧州における
高等教育の標準化・連携・強化の取り組みについて概観して臨んだ．今回の訪問では，特
にリスボン戦略以降の欧州における産学連携による IT 人材教育の成果とイノベーション教
育の取り組みの現状を中心に新たな知見を得ることが期待の中心であった．これらは本学
において取り組んでいる次のような教育活動の参考となるものである．前者に関しては，
企業の協力による PBL を軸とした実践 IT 人材育成講座 (寄附講座) の活動と，その継続的
な実施を目的として本年度設置された高度 ICT コースの取り組みである．一方，後者に関
しては，情報システムコースと情報デザインコースの併設下におけるコース横断的テーマ
を含む通年の PBL 科目の実施であり，プロジェクトは学生・教員ともに異コース混合で構
成される．
今回の視察を通して，大学，企業，学生が win-win-win の関係で継続性を持って連携で
きるようにシステム化された産学連携教育が実現されていることを実感した．これは数十
年に亘る継続的な取り組みの結果として確立されたものであるが，それを支える要因の幾
つかは，本学および日本の高等教育機関において今後進めるべき産学連携教育の方向性に
重要な示唆を与えるものである．以下に，必ずしも全訪問先に共通するものではないが，
特徴的な成功要因と思われる点を挙げる．
まず，高倍率の下で選抜された，学力とモチベーションの非常に高い学生を対象とした
教育を行っているという点である．対象とされる産業領域はビジネスから社会福祉まで多
岐に亘るが，特に IT 産業での連携が多くの割合を占めているという現状は，欧州における
IT 産業の地位が依然として高いことを反映している．また，企業の提供するプロジェクト
テーマと学生のマッチングにも相当の注意が払われており，モチベーションの維持に繋が
っている．
次に，産学連携教育プロジェクトの遂行の責任を負うファカルティについては，教育に
重点的にコミットし，その成果により評価されるという点である．結果として，ファカル
ティのリソースを産学連携教育におけるカリキュラムの開発とプロジェクトのマネジメン
トに集中できることから，質の高い教育が実現可能である．
最後に，企業から大学への強い期待がある．これは，産学連携プロジェクトに参加する
優秀な学生の供給という面と，プロジェクトの遂行を支える教育カリキュラムの構築・運
用という面からの期待であり，上述の二点の要因により担保されるものである．この強い
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期待の下で企業は産学連携プロジェクトを積極的に立ち上げ，講師を大学にほぼボランテ
ィア的に派遣している．結果として，通常の大学における教育コストを上回ることなく，
むしろより低いコストでの運用が実現されている．また，多くの企業の協力により多数の
プロジェクトが継続的に立ち上げられる結果として，学生と企業間の適材適所のマッチン
グが可能となる．結果として，学生と企業の双方にとって満足度の高い PBL が実現されて
いる．
一方，イノベーション教育に関しては，やはり，全般的に米国 IDEO 社をルーツとする
イノベーションの手法とそれを教育スキームとして実践しているスタンフォード大学の
d.school の影響が大きい．
具体的な実装方法として，イノベーションデザインを専攻するコースを設けるのではな
く，いわゆる T 型人間を育成するために，異なる専門領域の学生をひとつのプロジェクト
に一定期間参加させることが行われている．すなわち，本質的に複数学生による PBL の形
式となる．
本学においても，上述の通り多領域のテーマによる異コース混合の PBL を通年の必修科
目として実施しているが，その課題のひとつが，学生の個別評価方法である．その点に関
する質問に対して，プロジェクト全体の成果を評価し，個人評価は行っていないという回
答を得た．また，プロジェクトは非常に高い遂行率で学生の脱落は稀であるということで
ある．このような状況の根底には，産学連携教育の成功要因として挙げた学生のモチベー
ションの高さとファカルティのリソース集中が存在していることが伺われた．
以上が今回の視察全体を通して特に印象的であった点である．残念ながら，本学におい
て取り組んでいる産学連携教育や PBL においては，上で挙げたいずれの成功要因について
も十分であるとは言えず，その実現には様々な障害が存在する．また国内の他大学におけ
る取り組みにおいても基本的には共通の問題を抱えているものと考えられる．今回の視察
で得られた知見に基づき，より効果的かつ継続性の高い産学連携教育と PBL の実現に取り
組んでいきたい．
今回の視察のもうひとつの成果は，国内において主体的に IT 人材育成の推進に取り組ん
でいる方々と知りあうことができたことであり，また，各機関の訪問前後に非常に有意義
な意見交換を行えたことである．このような機会を与えていただいた CeFIL および参加メ
ンバーの皆様方に感謝するとともに，今後とも情報交換させていただきながら IT 人材育成
に取り組んでいきたい．

⑤視察感想
愛媛大学大学院理工学研究科 電子情報工学専攻准教授 甲斐博
愛媛大学大学院では ICT スペシャリスト育成コースを平成２１年４月から大学院理工学
研究科電子情報工学専攻の中に新たに作り開始している。従来からある情報工学コースの
ような研究者養成コースと異なり、実務者養成を念頭において企業テーマによる PBL や長
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期インターンシップを中心としたカリキュラムを構成している。大学教員だけでは準備で
きないような教材の提供やインターンシップの実施には産官学連携が不可欠であるが、今
回視察を行う大学や国ではどのような取り組みがされているのか今後の参考にするため視
察に参加させて頂いた。
我々の産官学連携の ICT 教育は始まったばかりであるが、1998 年設立の HPI や 1974
年設立のシュツッツガルト連携大学など比較的長い歴史を持っており、安定した数の企業
がサポートしている。基本的には良い学生を育てることで企業や社会からの高い評価が得
られていると思われるが、シュツッツガルト連携大学のように入学前から卒業まで学生教
育について企業が関わる方法もあることを学んだ。大学入試以外にも学生は企業により選
択され契約するので、学生は大学と企業からプレッシャーをうけた状態で勉強し、３年間
の勉強でかなり成長するとのことである。また、大学としても必然的に安定数の就職口の
確保だけでなく安定数の入学希望者も得られる。我々の大学が社会や企業の要求などに依
存する柔軟な入試ができるかどうか難しいと思うが、見習うところがある制度だと感じた。
但し、産学連携教育でもイノベーティブ人材の育成でも基礎理論の教育はしっかりと行
われている。基礎の重要性は各大学の発表の中でも強調されていると思った。
今回イノベーティブな人材を排出するようなコースを HPI やアアルト大学で見学したが、
専門知識の異なる学生や国籍の異なる学生と気軽に交流できる部屋や設備を大学が用意し
ていることが特徴的であった。まだどちらのコースも始まったばかりでそのような人材が
生まれているのかどうか分からないが、ここでのイノベーション教育は何らかの企業テー
マや社会テーマについて多様な人材がチームで活動することにより新しい切り口を見出す
ことのようであった。そのような手法を学んだ学生が将来社会の構造を変革するといった
大きなイノベーションを創造することが期待されている。当然、コミュニケーション能力
は必須である。EU ではボローニャやエラスムス、エラスムス・ムンドスのような施策で学
生や教員の流動化を図っている。日本の学生も応募できるが他のアジアに比べると数が少
ないそうである。今後のコースプログラムの中に英語でのコミュニケーション能力をどの
ように組み込んでいくかの検討が必要と感じた。

⑥欧州訪問の感想
独立行政法人情報処理推進機構（IPA）戦略企画部評価グループリーダー
倉持 和宏
もともと産学連携による人材育成の分野に直接従事することがなかったため、これまで
予備的な知識を持ち備えておりませんでした。
そんな中、今回、欧州訪問に参加することとなったのですが、事前に 2007 年 5 月の「欧
州高度情報通信人材育成調査ミッション報告書」や 2010 年 1 月の「スーパ連携大学院北欧
視察報告書」（第２回シンポジウム資料集を含む）などの色々なレポートを読ませていただ
き、また、実際に現場へ行き当事者から話を聞くことにより、現在、欧州で行われている
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プロジェクト知ることができ大変勉強になりました。
今回の欧州訪問では、各訪問先でそれぞれのプロジェクトの（数値等の）実績を聞くこ
とにより、当該プロジェクトが右肩上がり延びていることを知り、まだ途上中ではあるも
のの企業と大学が上手く連携して人材育成を進めていることを改めて確認できました。ま
た、わが国でも見習えることが多くあることを実感したとともに、団長以下訪問団のメン
バーの皆様から聞かせていただきましたわが国の現状と現場の生の声（それぞれの想いや
問題点等）も今回の欧州訪問での大きな収穫になったと思います。
この経験と今回構築した人脈を活かして、当方で行っている産学連携 IT 人材育成の進め
方などに反映して行きたいと考えております。

⑦欧州先進産学連携状況視察に参加して
名古屋大学情報科学研究科准教授 小林隆志
名古屋大学では，2007 年より文部科学省先導的 IT スペシャリスト育成推進プログラム
の一環で産学連携による高度 IT 人材の育成を実施している．私はその実施担当として，カ
リキュラム設計や人材育成における産学連携方法の検討と実施を行ってきた．欧州では産
学連携教育がうまくいっている事例が多いと聞いており，今回の視察に参加した．
今回の視察で参考になったのは，まず，ドイツのシュツッツガルト連携大学とデンマー
クの Industrial PhD 制度である．いずれも卒業後の就職先と密接に連携しており，入学時
から就職先がほぼ確定しているというものである．産業界が求める知識や能力を大学にお
いて効果的に教育するためには，学生の学習意欲も重要な鍵であり，このように就職と密
接に関連付けることは，産学連携のあり方のひとつとしてとても参考になる連携方法であ
った．日本でも就職してから数年後に社会人博士として再入学するケースはあるが，デン
マークのような方式を取ることで，博士課程への進学が増え，専門分野に対する知識や研
究能力と技術実践力を兼ね備えた人材が増えることが期待できる．視察直後の国際会議に
おいてデンマークの研究者と話をした際に，大学での研究活動は全体の半分しかできない
という制約から，学生と指導教員の(おそらく企業側の上司も) 負荷は高いという話を聞い
たが，短期間で優れた人材を育成する方式としては優れていると感じた．
ドイツの HPI はトップクラスの国際会議に採択されるレベルの研究を数多く実施してい
る大学としても著名であり，産学連携により人材育成と先進的な研究開発の両立に成功し
ている例として非常に感銘を受けた．学生の作業スペースなど見学した際に，学生たちが
非常に楽しみながら学習している様子が紹介されており，よく考えられた協調学習環境を
整えることは相互学習作用や学習意欲の向上に大きな効果があることを実感した．
また，教育制度そのものではないが，全ての視察先で制度等を説明する担当に教員だけ
でなくサポートスタッフが必ず参加し，制度の説明まで行うことができている点も大変参
考になった．大学教員の人数比率や構成は国によって異なるため日本ですぐに適用できる
ものではないが，優秀なサポートスタッフの存在は不可欠であると考える．教員組織と事
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務組織の中間にあたる組織を設けるなど，産学連携での人材育成を効果的に実践するため
の組織改革も重要であると感じた．
最後に，短期間で効率的に複数の国にまたがる多数の機関を視察することができたのは，
Cefil 事務局のご尽力によるものである．関係者の皆様に心から感謝いたします．
⑧欧州視察の感想
九州大学大学院システム情報科学研究院情報知能工学部門准教授 峯 恒憲
9 月 13 日～17 日の大学等に訪問してのまとめ
 産学連携や学学連携，異分野間連携など，連携がイノベーション実現の鍵．
 連携成功には，長い期間の努力が必要．
 連携の成功には，そのための制度作りが必要．
 連携に取り組む，それぞれ（企業，大学教員，学生）がメリットを得られなければ，
連携は成功しない．
 それぞれの立場や知識・技能にあった連携が必要．
（企業テーマの促進か，基礎研究か）
 これらの連携実現には，推進のための資金と制度，人作りが不可欠




企業と大学および大学間の連携促進
 大学側は，企業の実問題に取り組むことが可能．
 企業側は，大学の基礎研究の知識と教育された学生を獲得．
 学生は，企業に雇用されるなど，生活保障とキャリアパスを獲得．
 学生にとっては，大学卒業後の就職先変更の自由が与えられているのと同時に，
企業側にとっては，試用期間の位置づけで，学生の雇用打ち切りができる．（日本
の制度では，難しい．）
異分野間の連携を開始
 話し合える場と，話し合いを続けるための制度（プロジェクト）の提供
 コミュニケーション面では困難さも伴うが，日々の努力が重要
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