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韓国における産学連携 ICT 人材育成調査報告書
2012 年 10 月
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
１. 目的
近年、韓国の情報通信システム製品が国際市場で急速に伸長している。それらを推進
する国際的な高度人材の育成の必要性が一段と高まり、産官学連携での人材育成の先進
的な取り組みの報告が多くなされている。韓国における産官学連携によるトップ人材育
成の直近の実態を調査し、今後の日本での産学連携高度情報通信人材育成の参考にする。
次の項目に重点を置いての調査である。
①産学連携による人材育成状況の調査
・大学と企業の役割分担(講義、演習、PBL、インターンシップ等)
・卒業論文、修士論文、博士論文テーマへの企業の関与状況
②融合型人材育成の取り組み
・情報通信分野と他学問分野の融合について
③国際化を推進する人材の育成方法
・海外への留学生・インターンシップ状況、海外大学との連携等
２. 出張期間
平成 24 年 9 月 16 日から 9 月 19 日まで
３. 調査団
・団長
大場 善次郎 (CeFIL 副理事長／事務局長(東洋大学総合情報学部 学部長 教授))
・メンバー
大島 信幸 ((独)情報処理推進機構 IT 人材育成本部 産学連携推進センター長)
大場 みち子 (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 教授)
菊池 純男 (日立製作所 情報通信システム社 経営戦略室 産学連携担当本部長)
小林 真也 (愛媛大学大学院 理工学研究科 電子情報工学専攻 教授)
東川 淳紀 (ＮＴＴデータ グループ経営企画本部 課長)
峯 恒憲 (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)
山戸 昭三 (筑波大学大学院 システム情報工学研究科 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｲｴﾝｽ専攻 教授)
辰巳 敬三 (CeFIL 代表幹事) (※調査団事務局)
・通訳(調査助言も頂く)
尹 泰聖 (KAIST 技術経営専門大学院 教授)
４. 訪問スケジュール
① 9 月 17 日 AM
１）韓国国家科学技術委員会(NSTC)（ソウル）
２）全国経済人連合会（ソウル） NSTC 入居ビルのレストランで昼食しながら懇談
9 月 17 日 PM
３）サムスン電子 水原事業所（水原）
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② 9 月 18 日 AM
４）KAIST（韓国科学技術院）(大田)
・Graduate School of Innovation & Technology Management
・Computer Science Department
9 月 18 日 PM
５）シリコンワークス社 (大徳)
６）大徳研究開発特区（Daedeok R&D Special Zone）The INNOPOLIS Daedeok
③ 9 月 19 日 AM
７）POSTECH（浦項工科大学）、POSCO（浦項）
9 月 19 日 PM
８）POSCO(浦項製鉄所)訪問 (浦項)

５. 調査結果
１） 韓国国家科学技術委員会(NSTC: National Science & Technology Commission)
<NSTC 出席者>
R&D Planning Division : Kim BoYoul(Director), Reem WooRee(Deputy Director)
Research System Division : Park JinHee(Director), Lim GilHwan(Deputy Director)
Public Relations & Cooperation Division : Park HyeHyun(Director),
Kim HyeIn(Deputy Director),Yoon SeYeong(assistant Director)
<組織概要>
1999 年に設置された韓国の科学技術政策の司令塔機能を担う組織。2011 年 3 月に改組
され、大統領直下の機関として、常設委員会・事務局の設置、国家 R&D プロジェクト(国
防・人文科学を除く)の予算配分権の獲得等、体制・権限を大幅に強化。主要業務は科
学技術基本計画策定、国家 R&D 予算配分と調整、科学技術振興政策の調整、国家 R&D
の評価。日本の総合科学技術会議に近いが，予算配分権限を持つ点が異なり権限が強
い。
[組織構成]
委員長（常任）
：長官級
事務局長
├─計画管理局（4 部）―― 広報連携協力部（今回出席者）
├─科学技術政策局（4 部）―― R&D 計画部（今回出席者）
├─研究開発調整局（4 部+投資戦略審議官）
├─成果評価局（3 部）―― 研究システム部（今回出席者）
└─――運営支援課
<調査結果>
・ 現在のような形態の強い権限を持つ
ようになってから 1 年 6 カ月。2011
年度の国家 R&D 予算総額は 14.9 兆ウ
ォンで 11.4 兆ウォン(約 75%)は NSTC
が決定したことになる。分野別では
IT が 15％で一番多い。NSTC の R＆D
関連予算要求は殆ど認可される。
・ R&D のプロジェクト予算は申請(ボト
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ムアップ)と国家計画(トップダウン)の構成で、基礎研究の 35%程度がボトムアップ
であり、企業参画の場合は、大企業 50%・中企業 40%・小企業 25%の負担で人件費も含
まれる。
・ NSTC は大統領直属で R&D の予算関連全般に関わる。大統領が変わっても、体制は変わ
らないが、科学技術の変遷には依存する。
・ Brain Korea21(BK21)（＊）は教育科学技術部(文科省相当)の各種大学財政支援事業であ
り、NSTC は直接には関与しないが、予算に関わるところがあれば NSTC が関与。R&D
予算が 50%であり、ここには関わる。
（＊）
Brain Korea21：
①世界水準の大学院育成 ②大学研究力アップ、特に若手研究人材育成（大学院・若手
研究者支援が予算の 70％） ③地域に密着した優良大学育成 ④大学入学生の改善（学
士定員削減、大学院門戸開放等）を進める事業。

・ NSTC は中小企業のイノベーションに力点を置き（1 位は IT 分野）、イノベーション
人材育成の理工系学生は教育科学技術部、産業人は知識経済部の担当である。
・ 日本の総合科学技術会議とは年 1 度会合をもっているが今年予定の 8 月会合は延期。
再開は日本からのアクション待ちの状況。

２） 全国経済人連合会(FKI: Federation of Korean Industries)
<全経連出席者>
Im San-Hyug(Assistant Secretary General, Head of Industrial research Div.),
Kim Tae-Yoon(Head of Strategic Industries Team), Kim Min-sung (Assistant Manager)
<組織概要>
1961 年に設立された民間総合経済団体であり、政府に対する政策提言等を行っている。
日本における日本経済団体連合会に相当する団体。全経連 Web サイトの情報によると
会員数は 500(企業-429、団体-67、名誉-4)(2012 年 10 月現在)。
<調査結果>
昼食を取りながらの質疑応答形式で、産
学連携人材育成について議論した。
・ 全経連の構成
会員企業は 400 社以上(大企業中心)
で、全経連事務部門メンバーは 125
人で 5 部門に分かれて活動している。
・ 大学教員について
産業界から大学教員になるのは珍し
い。KAIST の場合に、産業界の教授で
MBA を持っている人はいるが、他大学はほとんど皆無。教授の場合に、産学連携の成
果は殆ど評価されない。
・ 産学連携について
国として産学連携を進めだしたが、関心は薄い。大学と企業の目的が違うので当然だ
し、年数回、各企業の CTO の会合を開催するが、産学連携の重要性の話は殆ど出てこ
ない。産学連携での人材育成も多くはない。現代自動車などは、大学内に研究センタ
ーを設置した。産学連携の面白い例として、大学教授の立場では 3 年以内（任期制）
で論文になる案件に関心があり、企業の立場では知財に関心がある。最近は、大学で
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も知的財産の権利の一部取得に関心を寄せるようになった。企業の立場からは全て企
業の権利としたいため摩擦が起こる。また、商品化にも温度差がある。
大学教授の産学連携は、大学側からは遊んでいるのと同じである。全経連では問題意
識もあり、政府が資金を出す場合の 2 倍くらいを提供することなどを考えてはいる。
企業の大学への期待
基礎研究をしっかりして欲しい。応用研究については企業がやる。企業にはないこと
については応用技術も教えて欲しい。半導体分野の産学連携は、企業にとっては卒業
生の採用に結びつくが、大学側は企業の下請けではないとの反発もある。財閥が大学
経営をし、理事長も企業人の場合、学生に経営も教える。企業が出資をする産学連携
の場合、研究成果の権利所属が問題となる場合がある。
インターンシップ
2 つのケースがある。一つは、採用連携型の場合で、大学からの推薦学生のレベルが
低い時がある。その場合に、採用しないと「アンチ企業」となり、問題である。もう
一つは、企業で 6 カ月という長期の自由応募型の場合で、学生は単位が取れる。一方、
企業は費用もかかり、採用に結びつかない場合もあるため、何のためにインターンシ
ップを実施するのかとの躊躇もある。全経連はインターンシップのプロモーションは
しておらず、個々の企業が対応している。
海外インターンシップ
KAIST は夏季休暇に 3 ヶ月間の海外インターンを奨励しているが、会社人事は評価し
ていない。大学の弱点を補うインターンシップを大学が実施する場合はある。
日韓の交流について
全経連が、日本へのインターンシップまたは韓国への受け入れの窓口となることの可
能性はある。現在でも人材育成プログラムは数多くあり、その中に人材交流プログラ
ムを取り入れることは難しくはない。また、来年度の CeFIL 合同フォーラムへの韓国
学生の参加を打診した際に、可能性はあるとのこと。
理工系人材について
理工系の給与は医者よりは低いが、文系よりは高い。日本で理工系離れが、なぜ問題
になるのか。外国人の採用はマーケティング分野で、米国人であればまずは大丈夫で、
次は中国人である。給与体系、雇用条件は採用枠で決まる。
1950 年代は米国で学位をとると大臣になった、70 年代は重役、今はよくてサムスン
の課長である。
現在、サムスンの博士は 5000 人、ソウル大学の教授も 5000 人である。企業は人の流
動性があるが大学はないので、企業からは産学連携の意義は少ない。
全経連は大企業中心で、財閥批判もあることから社会への発言を控えていたが、今
後はある程度積極的に発言していくべきと考えている。
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３） サムスン電子（水原事業所（工場・研究所））
<サムスン電子出席者>
Lee Changbog(産学協力センター部長), Bang Jinsun（Senior Manager: Communications
Team） 全経連 Kim Min-sung 氏が同行
<組織概要>
1961 年に設立された韓国最大の総合家電・電子部品・電子製品メーカーで、サムスン
グループの中核企業。世界企業ランキング 20 位(2012 年フォーチュン・グローバル
500)、2011 年の売上高は 165 兆ウォン(約 11.5 兆円)、社員数は 21 万人を越える。水
原(スオン)市に大規模な事業場があり、サムスンデジタルシティの名称で過去の工場
と工業団地のイメージを脱皮し、デジタルメディア部門のグローバルヘッドクオータ
ーとして先端技術と環境に配慮した感性と活力があふれる事業場に変貌させている。
[組織構成]
├─ DMC (Digital Media & Communications)
├─ DS (Device Solutions)
├─ 技術院─┬─ CTO Team
│
├─ 産学協力センター ← 今回訪問した部門
│
└─ Lab
└─ 支援部門── 採用グループ
<見学>
会合前にサムスン電子の歴史館、製品展
示館を見学。
・1938 年に発足以来、三洋電機への OEM
から始まり、年代別に分けた家電品、
シリコンウェア・電子機器製品の歴史
と、3 次元 TV など最新製品の PR、最後
の展示では未来の電子社会像を描き、
それへの技術挑戦を示していた。
・見学者へのインパクトは大きく、サム
スンの勢いを感じる展示であり、日本語での案内である。
・年間 30 千人以上の見学者で、日本は 2 位、1 位は中国で最近は増加している。
<調査結果>
産学協力センターの Lee 部長からのプレゼンと質疑を行った。
・各事業部が独自に推進していた産学連携活動を、2 年前に全社レベルで共有するために
総合技術院の下に産学協力センターを設置。
・産学協力センターでは、全社シナジーの追求、ノウハウ共有、産学協力モデルの推進
に取り組んでいる。産学協力モデルは、技術確保型(委託研究や協同研究)、人材確保
型(特別学科運営、カリキュラム運営)、関係強化型(寄付/協賛、社会寄与プログラ
ム)、戦略産学(大学内センター)の 4 つがある。
・2012 年の産学連携予算は 1180 億ウォン（国内 690 億ウォン、海外 490 億ウォン）で前
年比 70％UP、'11 年 710 億ウォンであった。2 年前に産学連携協力センターを作った
（運営予算は技術確保型、人材確保型が 7:3 の比率）。
・国内人材確保型産学プログラムは年平均 200 億ウォン規模で運営（運営費、奨学金）、
5

学校支援費用としては学課施設費、施設投資費、プログラム運営費等である。
・サムスン電子が投資している産学連携大学は下記のとおり
特別学課

特別プログラ
ム

国家事業参加

プログラム

学校

年間育成人数

半導体システム工
学課

成均館（ソンギュングヮン）大

80

IT 融合学課

高麗（コリョ）大、延世(ヨンセ)
大、成均館大

100

金型 Track

光州科学技術院(GIST)、西江(ソ
ガン)大、亞洲(アジュ)大

20

半導体プログラム

ソウル大、KAIST、西江大

75

Talent Program
（電気/電子/SW）

主要 14 大学

160

IT 名品人材事業

延世大、浦項工科大

―

合

計

435 名

・特別学課運営
韓国でも理工系離れがあり、特に電気・電子・システム関係が目立ってきているので、
優秀な人材確保を主眼に置いている。教員側のメリットは、学生の就職が良好で資金
も取得できる。優秀な学生が増えることが一番のメリットではないか。
① 成均館大学半導体システム工学課：優秀な半導体向け技術人材養成及び確保
高校 2 年生の段階で選抜し優秀な学生が集まっている。
- 第 1 期('05～'10 年)：100％半導体設計人材養成
- 第 2 期('11～'15 年)：ソフトウェア及びディスプレイ専攻深化課程開設による
戦略分野人材早期養成。コース人員構成は、半導体 30 名、Software 30 名、Display
20 名の学生の予定。ソフトウェアコースでは人文科学/社会科学/素養教育など
の幅広いカリキュラムを含み、より創造的なソフトウェア人材養成を目標として
いる。'10 年までは半導体主体であったが、ソフトウェアの重視から、ソフトウ
ェア 30 名、表示関係 20 名の採用となった。サムスンがソフトウェア重視の戦略
を国内に示すことは、大学等に大きな影響を与える。
② IT 融合学科：IT 分野向けの優秀な修士・博士人力養成及び確保
- 第 1 期('07～'11 年)： Mobile Phone 学課（移動通信中心）
- 第 2 期('12～'15 年)： IT 融合学科（ソフトウェア強化）
現在までに、修士・博士 129 名、特許、論文、アルゴリズム/ソースコード/DB、
報告書等が多数出ている。
・特別プログラム
- カリキュラムは大学とサムスン電子が共同で設定するが、基礎（物理、数学）をし
っかり教えるよう要求している。また、PBL 型チーム演習については、パッケージ産
学連携とよぶグループ課題解決型演習を教授 3～5 人、修士・博士 10～15 名で実施
している。テーマはサムスンが提案をするが、大学側に任せている。余り、企業が
表に立つと優秀な学生が逃げる傾向である。
- 学生は優先的にサムスン電子に就職する。優秀な学生は大学に残り教授になるが、
最近、企業の研究所の先端的な設備、資金の豊富さ、技術レベルも高いためにサム
スンに来る教授が増えている。
6

- タレントプログラムは、'06～'10 年はサムスンの指示が多かったが、'11～'14 年か
らは ICT+SW、機械、素材など多様化し、大学の特長を反映するようにしている。
- 国家レベルでソフトウェア人材が不足しているが、学生の人気がない。そのため、
社会に対して、ソフトウェアが重要であるというサムスンから発信するメッセージ
は 大 き な 影 響 を 与 え る 。 そ の 一 環 と し て 、 ソ ウ ル 大 学 内 に CIC(Center for
Intelligent Computing)というソフトウェア共同研究センターを 2011 年に設立した。
技術交流としてファカルティメンバーシップ・ワークショップ、共同研究としてス
マートリアリティ・ビッグデータ等をテーマとしている。アウトリーチとしてイン
ターンシップなどを行い、教員へのインセンティブ、就職面での家族・学生への人
気向上、ソフトウエアトップ人材確保という、大学・社会・企業の Win-Win 関係の
確立に努めている。4～5 年後にはトヨタとの共同を検討している。
- 世界の大学から良い技術アイデアを募集する GRO(Global Research Outreach)という
制度を実施している。サムスン電子が基本の計画をして募集する。テーマ(10～15 分
野)決め→海外大学(国内)提案→選考→契約→推進の流れで、10 万米ドル/年（Max3
年間）を提供する。やり方は HP やインテルをベンチマーキングしたものである。LG
や POSCO も同様な取り組みをしており、GRO 制度はトヨタでも実施している。
- 工場側の人材面の実績では、優秀な人材確保にはタレントプログラムの方が良いと
の意見である。
- 韓国でも日本と同じく大学入試に IT の問題は出ない。
・IT 名品人材事業
大学を選択し、多様な学科・教授が参画し、多くの企業の支援の下に産官学での融合
型人材育成を目指す知識経済部の国家事業であり、韓国版"MIT メディアラボ"構築事
業とも言われている。初年度('11 年)は、延世大の未来融合技術研究所が開設され、
サムスン電子、LG 電子、LG ディスプレイ、仁川市など民間と政府が共同で 170 億ウ
ォン/年を出資、10 年間で 1700 億ウォンを投資する方針で、スマートシティ、スマー
トリビングなどの 5 つの IT 融合分野の研究に重点をおく。'12 年に、POSTECH と韓国
ニューヨーク州立大学（SUNY Korea）とのコンソーシアムによる"未来の IT 融合研究
所"が開設された。
・サムスンは韓国では図抜けた人気企業であり、入社するには TOEIC900 点以上（但しソ
フトウェア開発者 750 点以上）だが、中国語資格保有者・公認漢字能力資格保有者や
韓国工学教育認証院が認めた工学教育プログラム履修者は優遇される。'11 年からはソ
フトウェア競争力強化のために、ソフトウェア開発能力の高い人材受皿としてソフト
職群（S 職）を新設した。因みに、12 年のサムスン新入社員の TOEIC 平均点は 841 点
であった。
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４） KAIST(Korea Advanced Institute of Science and Technology)
<組織概要>
科学技術分野の理論と応用力を身につけた高度人材を養成する基礎・先端科学研究中心の
理工系国立大学。
1981 年に工学系大学院大学である韓国科学院(KAIS、1971 年設立)と研究機関である韓国
科学技術研究院(KIST)と統合して設立された。1989 年に KIST を分離し、韓国科学技術大
学(KIT、1984 年設立)と統合して学士課程を置くとともにキャンパスを大田市(大徳科学技
術団地)に移転した。2009 年には韓国情報通信大学(ICU)が統合された。
2012 年 3 月現在、
6 大学(Colleges)、
1 学部(Schools)、32 学科/専攻(departments / majors)
の構成で、理工系だけでなく人文社会系も含めた「総合大学校」となっている。学生数は
10,396 名(学部-4,710 名、修士課程-2,529 名、修士博士課程-1,024 名、博士課程-2,133
名)(2011 年 10 月時点)。
[大学の構成]
├─ 自然科学大学（物理学科、数理科学科、化学科、ナノ科学技術大学院）
├─ 生命科学技術大学（生命科学科、バイオ/脳工学科、医療科学工学大学院）
├─ 工科大学（都市環境、機械工学/宇宙システム/海洋システム、化学バイオ分子、
│ 材料科学、原子力/量子、エネルギー/環境/水/持続大学院、グリーン交通大学院）
├─ 情報科学技術大学（電子工学、電算学科★、情報通信工学◆、産業システム、
│ 知識サービス、産業デザイン、Web サイエンス、情報セキュリティ大学院）
├─ 文化科学大学（人文社会科学、文化技術大学院、科学技術政策大学院）
├─ 経営大学（経営大学院、金融大学院、情報メディア経営大学院）
└─ イノベーション学部（経営科学、技術経営専門大学院★）
★:今回の訪問先、◆:旧 ICU
①技術経営専門大学院(Graduate School of Innovation & Technology Management)
<KAIST 技術経営専門大学院(MOT)出席者>
Choi Mun-Kee(Management Science 学科長 (兼) 技術経営専門大学院長)
Kim Karp-Soo 教授、Koo Bon-Jae 教授, Sung Kwangjae(KJ)教授, Oh Wooyoung スタッ
フ, Yoon Taesung 教授(通訳及び調整)
<調査結果>
・ ソウル大学でも同様な専門学科があ
る。
・ PBL 型演習については、チームで行う
パッケージ型演習はある。複数教員
と学生がチームを組み、チームベー
スで実施することを心がけている。
・ 多様な人材による、融合型コースを
目指しているが、未だ不十分。
・ 契約学科（＊）について
カリキュラム制作は企業側が概要や
ビジョンを提案し、大学側がカリキュ
ラムを作成する。例として、SDS、サムスン電子向けの特別コースがある。
- 教員構成:教員の資格審査は論文であり、大学の教員には企業人はいない。
- 卒業生の就職：殆ど契約企業へ就職する。優秀で大学に残る場合には、共同研究
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等の契約をする場合がある。
KAIST やソウル大学等の有名大学には、採用条件型契約学科は原則的にはない。しか
し、ソフトウェア人材不足から、KAIST で LG 電子と採用契約型の「組み込みソフトウ
ェア」の修士課程(30 人規模)を設置した。
（＊）
契約学科：
2003 年 5 月に法的根拠を持つようになり、産業界が必要な経費の 50％以上を負担しなが
ら、採用を条件とする採用条件型契約学科と所属の従業員の再教育や職務能力向上のた
めの再教育型契約学科がある。2012 年 4 月、105 大学の契約学科に 12,274 人が在籍、
採用条件型 41 学科（1,054 人）、再教育型 385 学科(11,220 人)であり、短大 1,303 人、学

部 6,599 人、修士 3,880 人、博士 512 人が在学している。
・ 教員の募集は公募で行われ、定年制(テニュアー)教員と 3 年の契約制教員があり、後
者が 2/3 で 3 年間の研究実績(論文)が重視される。非常勤（兼任制）には企業教員も
いる。韓国の大学教員は大学間の移動は殆どない。理由は、3 年契約後に再採用され
ないのは研究実績がないことの証明であり他大学は雇用しないし、実績ある教授が
他大学へ移動しようとする場合は当該大学側が慰留のために処遇改善を図ることが
要因である。教員は厳しい評価の中での教育・研究となる。
・ 教育科学技術部で産学連携強化のための LINC（＊）事業が 50 億ウォン/年・校で実施さ
れている。産業界の経験を持つ人が 1000 人(55 歳前後の人も多い)既に採用され、定
年制・契約制の教員である。
（＊）
LINC(Leaders in INdustry-university Cooperation:産学連携先導大学)：
'12 年に開始された、大学-企業間で大学教育システムの改善、就職ミスマッチ解消、大学
と地域発展を牽引する産学連携先導大学の育成を目的。'12～'16 年の計画（2 年間：基盤
造成と充実、3 年間：成果創出と拡充）で、'12 年は 1700 億ウォンで、50 校支援（技術革新
型：平均 30～50 億ウォンで 15 件、現場密着型：平均 20～40 億ウォンで 35 件）をしている。

・ MOT 研究科の就職率は 100％でほとんど国内企業就職。技術経営専門大学院（MOT）の
人材育成方法が評価されているのかは不明確であり、就職が良いのは KAIST の学生で
あるからだと思う。今後の課題である。
・ ICU と KAIST の統合効果
ICU は理論(大学)と実践(企業)の融合を目指したが、融合する相手の学科がなく、
KAIST への統合後、MOT の場合は順調に融合化が進んでいるが、人間関係を含めて今
後の課題である。他に、IT と他部門の融合として、自動車システム・ファイナンシャ
ル工学・生命工学等も進み始め、産業界との連携でのイノベーションを期待している。
産学連携を進める時に KAIST の場合、近隣の政府関係の研究所との協力も必要であり、
KAIST の理事会の 2/3 は産業界から来ていて、産業界とどのように結びつくかいつも
議論になっている。
・ 国際的なインターンシップは、インドの韓国 SK 建設(プラントエンジニアリング)や
ソニー(米国)などに行っているが、米国主体で 1 学期間・夏休みに行く場合が多い。
なお、技術経営専門大学院があるエリアに「KAIST 情報技術アカデミー サムスン SDS
マルチキャンパス 産学協力事業」という建物が隣接していた。

②Computer science 学科
<KAIST CS 学科出席者>
Kim Myungchul(教授, 兼務 Director, Graduate School of Information Security)
Han Taisook(教授)
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<調査結果>
・ PBL はグループ活動として 3・4 年生には実施している。学科がテーマを提案し、実施
する。開発工期は厳守であり、論文・発表は大変。近年はスマートフォン向けアプ
リケーションの開発が多い。
・ 実践的な教育について
韓国は企業からの教員は少なく、大
学人と企業人の役割は違うとの認
識。産学連携では政府からの資金を
前提として、企業教員を雇用してい
る。大田では企業人教員は殆どいな
いが、ソウルキャンパスの大学院実
践教育では企業講師は多い。
・ スキル教育
企業の要請は基礎教育重視(Science)であり、スキル教育の実践は大学院である。
・ インターンシップ
卒研の代わりに、研究所・企業研修も可能である。学科にオファーが来たテーマに学
生が応募する。3 年生でゲーム開発会社に 8 週間以上のインターンシップでゲーム制
作をしたケース、マイクロソフトでの 6 カ月のインターンシップも行っている。
卒業生の半分は大学に残る。学生は大企業志向だが、インターンシップでベンチャー
企業とのマッチングを行いその会社に就職するケースも多い(就職者の 50%)。
・ 現在の重点分野
IT の教育テーマは産業界のトレンドを重視、セキュリティ、Big Data、金融工学、ソ
ーシャルネット等を実施。勿論、コンピュータサイエンスが最重要。HCI 分野は、KAIST
の特長を活かし、他学科との融合での教育を実施している。
組み込みシステムでは OS とソフトウェアの２コースを設け、他学科との融合型教育
を実施している。大学院ではサムスン電子との学際コース（グラフィック、電気電子）
がある。
・ チーム演習はキャップストーン科目（＊）として実施している。学んだ知識を総合的に
活用しての演習となる。ソフトウェアエンジニアリングは事前必修科目である。チー
ム演習では、ドキュメンテーション、発表力も身につけさせる。メンタリング制を設
けて教員が指導するが、優秀な学生だけに叱ったりすると落ち込んでしまうケース
もあり、難しい。プロジェクトごとのコンペも行い、優秀なチームには企業から賞
品がでる。
・ CeFIL 合同フォーラムへの KAIST からの学生参加を手始めとして交流をしないかとの
打診に対して KAIST は OK である。
（＊）
キャップストーン科目：
最終学年で、学んできた知識と涵養してきた能力を総合化して複雑な課題やリアルな課題
をグループで解決し、まとめて、発表して評価を受ける科目である。
KAIST の Computer Science では、チームとして、複雑な実世界のソフトウェア開発を実施し、
発表する。OS・ネットワーク・データベース・人工知能・ユーザインタフェース・ソフトウェア工
学の知識を統合してシステムを開発することにより、最終学年の総仕上げとなる。
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５） シリコンワークス社
<シリコンワークス出席者>
Han Dae-Keun 社長, Sung I.K.(Deputy General Manager of Marketing Team),
Kim Mi-Jung(Manager of Marketing Team:日本語で説明), Kim Soeng-Jun(Manager of
Planning & Management Team), JO Brgan BH.(KAIST イノベーション推進室、同席)
<組織概要>
1999 年設立のシステム IC のファブレス(fabless)ベンチャー企業で韓国ファブレス業
界１位。韓大根社長は LG 出身のエンジニア。大田の本社とソウルに研究所２箇所とテ
ストセンター１箇所を持っている。
FPD(Flat Panel Display)のコアコンポーネントなどを開発、
Apple 社の Macbook や iPad
にも採用され急速に発展、2010 年 6 月に KOSDAQ に上場。2012 年度 400M$売上目標。
売上の 40％が Apple 向け製品。
従業員は 373 名(内,R&D 人員は 302 名)で、Head Q.に 300 人、ソウルのテストセンタ
ー20 人、研究所 50 人である。外国人採用 44 名(ベトナム、中国)。KAIST 出身者は 10
人程度。
[組織構成]
[R&D 人員構成]
Others Ph.D.
CEO
12
15
├─ ビジネスユニット
├─ R&D
BS
R&D
MS
140
302
135
├─ System Tchnology
├─ Marketing
├─ Finance
└─ Strategy
<調査結果>
・ 事業概要
- 組織体制は、ビジネスユニット、
R&D 、 System Technology 、
Marketing 、Finance 、 Strategy
の 6 事業部門で、研究開発に重点
を置いての会社運営である。
- ディスプレイ関連製品が主であり、
新しい分野としてパワー関連
（LED,PowerIC）、タッチセンサ
ー、Automotive 機器と拡充して
きた。特に自動車用途の機器に重
点を移している。
・ 社長は LG の出身者で、最初は LG の仕事を受注しソニーとも関係をしていた(日本語
は堪能である)。2007 年に製品がアップルに採用されてから急成長している。2009 年
からはアップルの売り上げが 40％である。
・ 韓国の学生は大企業志向であり、採用活動時に企業の魅力をどう持たせるかで苦労し
ているが、インターンシップや共同研究などを通じて人材雇用に尽力している。産
学連携の目的は人材雇用。各産業協会やリクルート会社での採用説明会などで知名
度向上に努力している。
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・ 将来ヴィジョン(Vision 2020)
FPD(Flat Panel Display) solution から Smart & Green solution、Automotive solution
へ展開し韓国 No.1 から Global Top 10 を目指している。グローバルトップ 10 を目指
すにあたっては、グローバル人材育成が課題。従業員 3～5 年生を大学に派遣してい
る。現在、KAIST に 6 名派遣している。
・ 新技術開発では、最初にデザイン・シナリオを作成して初期段階でチェックするこ
とを重視しており、多様な人材構成でのミーティングを実施している。
・ 新入社員教育は外部に委嘱し、各部門でも実施している。近年、急成長で 100 人/年
採用し、退職者は 4～5%である。
・ 半導体関連は人材不足で人脈を通じて引き抜きが激しい。技術流出も課題だが、頭
に残ったものの流出は防ぎようがないが特許には力を入れている。

６） 大徳研究開発特区（Daedeok R&D Special Zone）
<特区本部出席者>
Yul Park-Sung (Ph.D., Innopolis Expert Adviser, Tech Analyst)
Song Lak-Kyoung (KAIST 技術経営専門大学院教授)
<組織概要>
1973 年に国家 R&D 促進のため設置された韓国初のイノベーション特区。大田広域市の
北側の大徳バレーにアメリカのシリコンバレーや日本の筑波学園研究都市などを参考
として造成され、大学、政府/企業研究機関、ベンチャー企業が集積している World
Class Innovation Cluster である。
<調査結果>
Yul Park-Sung 氏から特区の説明を受け
た。なお、KAIST 技術経営専門大学院の
Song Lak-Kyoung 教授はほぼ Innopolis
Center に常駐し、スタッフ(約 10 名弱)
や KAIST の OB により 20 件/月以上のコ
ンサルティングを行っている。
・ The INNOPOLIS Daedeok(大徳イノベ
ーション地区)は、1973 年に国家
R&D 促進のため設置された韓国初の
イノベーション特区。日本のつくば学園都市がモデルで国の研究機関が集積してい
る World Class Innovation Cluster である。
・ 特区には５つの Zone がある。
ZoneⅠ,Ⅳ：科学技術、ZoneⅡ,Ⅲ：Industrial Area、ZoneⅤ：開発中。研究者は 45,526
人（7,661 人 Ph.D.）
、5 大学、企業・研究機関、ベンチャー企業 1000 社以上がある。
企業の対象分野は IT-40%、Nano&Others-38%、BioTech-22%である。地区全体で 66,764
件の特許を所有している。
・ 特区の経緯
1960 年代：Poor Country
1981-1990：R&D Capacity Expansion Period
1991-2000：Marketing in Period
2001-2005：Cluster Formation Priod
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2006：Innopolis Period
の段階を経て発展。
・ 2005 年には「World Class Innovation Cluster」としてスタートし、現在 1000 以上
のベンチャが存在。どうやって商用化するかが最大の課題。
・ R&D 成果の事業化企画、技術移転、グローバルネットワーキング、税制優遇などの経
験を海外に販売している。トレーニング、コンサルティング、プロトタイプを作る
スペースもある。

７） POSTECH(Pohang Univ. of Science and Technology)：浦項工科大学
<POSTECH 出席者>
POSTECH：
Park Seong-Jin (Ph.D.,応用量子工学部機械工学科 准教授、POSCO 研究所)
Yang Jung-Hee(国際連携マネージャー)
GEM(Graduate School of Engineering Mastership):
Yoon U-Sok(教授), Lee Hye-Jin(主幹研究員), Wan Sung-Hyun(主幹研究員(企業リエ
ゾンセンター))
<組織概要>
1986 年に浦項製鉄所(現・ポスコ)が 1 兆ウォンを投資して設立した私立大学。
<調査結果>

①POSTECH
Park Seong-Jin 准教授から POSTECH 全体
の概要説明を受けた。
・ 予算は 3000 億ウォン/年で、POSCO は
35%、ほかには複数企業が会員制で出
資している。研究費が 50%。
・ 毎年 300 人の学部生を選抜、学部生の
70％は修士課程に進学、修士の 50％
が博士課程に進学、現在は学部生
1300 人・大学院生 2000 人で海外留学
生は７％。学部は基礎技術知識習得、
大学院は実践的能力育成を目指す。博士取得者 2,500 人は韓国第 1 位。
・ 世界で唯一の鉄鋼専門の大学院コースを持ち、80％の学生が POSCO の技術者。POSCO
の技術研究所は現場の研究、POSTECH 大学院は未来技術研究と人材育成を担う。
・ 学生 3300 人と教員は全寮制で、学費はとるが全額を奨学金で返還している。19 専攻
で、教員は学生 5.6 人/教員である。教員には米国大学出身者が多く、企業人は少な
い、今後は多様化を考えている。世界的な大学ランキングを意識しての教員数で
（KAIST も同様であった）、理工系で 28 位である。世界で 79 大学・研究機関と提携
をしている。
・ 現在、OB が起業した会社は約 100 社で 4,000 億ウォンの売上規模、40%がソフトウェ
ア会社である。POSCO が力を入れている新素材は有望で、POSCO クラス(50 兆ウォン/
年以上の売り上げ)の企業をもう一つ作りたいという願望。
・ 情報工学(電気電子・ソフトウェア工学・コンピュータ学科)の修士・博士論文テー
マはアカデミック中心である。
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・ 情報工学関連の学生は 50 人で、高校 2 年生の物理・数学に強い学生を対象とし、応
募者は 320 人位(約 6 倍)で人気は高い。就職が良いからだろう。
・ 校舎中央通り両側に胸像が立っていたが、一部台座だけであった。将来の韓国のノ
ーベル賞受賞者のためであり、物理・化学系は有望な研究が進んでいるとのこと。

②GEM(Graduate School of Engineering Mastership)
Yoon U-Sok 教授からエンジニアリング大学院の説明を受けた。
・ '11 年 6 月に設立。企業連携を強くし、カリキュラムや研究テーマは企業ニーズに基
づいて、プラントエンジニア育成を中心としている。ほかに、新素材研究は産業技
術院、鉄の研究は POSCO 研究所と POSTECH の鉄鋼大学院が主導している、
・ 現在プラント産業は米国が断トツのシェアであり、韓国は 10%規模。今後はプラント
エンジニアの育成が重要でありトータルな教育を行う。プラントエンジニアは米国
独占で中国も育成に力を入れている。教員には実務経験者を採用。
・ プラントエンジニアは今後重要で、フロント側(上流側)設計、プロジェクトマネー
ジメントの両方ができる人材育成を産官学で実施している。学生には、企業人・役
人もいる。
・ 学生は 50 人
（企業出身 80%、アカデミック 20%）
で、殆どがテーマを抱えて入学する。
現在、研修(インターンシップ)は半期であり、海外研修(短期留学・米国中心)22
人・国内研修 28 人である。28 人中 22 人(17 機関)がインターンシップ中である。
・ ILC(Industrial Liaison Center)と
いう産学連携組織があり、メンバ
ーシップ制で会費(ダイヤモンド、
プラチナ、ゴールド等)により、大
学院の関与度は違う。
・ 連繋はインターンシップ(国内 6 か
月・海外 2 か月：エンジニアリング
クリニックとよぶ企業が課題を出
し解決するインターンシップ)、コ
ンサルタント、技術開発等を担当
する。
・ POSCO では採用前提型奨学金制度があるが、単位取得、TOEIC700 点以上など条件にマ
ッチしない学生は奨学金の返納が必要。採用率は 30%。
③POSCO
POSCO 人事部門の方の説明を受けた。
・ 奨学金制度について
現在、若年層の就職難・失業が大きな問題となり、就職のための勉強中心で、入社後
の教育が大変になっている。企業は融合型人材が重要で、大学で多様な勉強を期待し
ていることから、奨学金制度を導入。
・ 現在、20 大学を対象とし、大学 2 年生を教授推薦で募集している。採用時に会社のテ
ーマを研究することになっていて、採用率は約 30%である。200 万ウォン/年を 90 人/
年に奨学金を渡し、累積で 272 名が奨学生である。選考基準を満たさなくなった場合、
就職しなかった場合は全額返還制度を取っている。また、TOEIC700 点以上などの成
績条件を満たさないと奨学金返還制度もある。
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・ 文系・理系でわかれていて、学部 3・4 年生は POSCO で実習させ、ビジネスマナー・
鉄鋼プロセスなどを習得させ、4 年生はグローバル経験として海外派遣にて、現地の
歴史・経営・芸術等の科目を学習させる。
・ 大学の勉強以外に、e-Learning にて、POSCO の歴史、文化、鉄鋼プロセス等の 8 科目
を学ばせている。
・ 成果は、現場適用性がよく、上流工程・プロマネ等に強くなっている。

８） POSCO(浦項製鉄所)見学
<POSCO 案内者>
Suh Ji-Won（秘書グループ、チームリーダー）：日本語で案内(大阪で 3 年滞在)
<組織概要>
1968 年に会社創立、1973 年に粗鋼生産能力 103 万トンの第 1 期設備を竣工し、4 回に
渡る拡張事業の末、1983 年に粗鋼生産能力 910 万トン規模の浦項製鉄所が完成。1992
年には光陽製鉄所が竣工。2000 年に民営化。2002 年 5 月に浦項総合製鉄から現在のポ
スコに社名を変更。
<見学内容、所感など>
・ 工場内視察、圧延(ホットストリッ
プミル)工場見学、歴史館見学。
生産量は POSCO 全体で 3400 万トン/
年（浦項製鉄所 1600 万トン/年、光
陽製鉄所 1800 万トン/年）と世界で 3
位であり、敷地面積当たりの鉄鋼生
産は効率化されている。
日本語の案内者により、バス車内か
ら製鉄所全体を見学、一部圧延工場
だけ工場内の見学を実施。敷地面積 900 万平方メートルは新日鉄大分製鉄所の 1.5 倍
であり、更に拡張していた。
・ クリーン化に対し、かなりの費用(緑化維持・道路清掃・監視モニター・製鉄所美化
運動(看板・建屋塗装)・広報活動等)を使っている。日本企業より多いだろう。
・ 製鉄所の生産量は、1600 万トン／年
・ 建設時には日本からの援助(新日鉄中心)でスタートしたはずだが、歴史館などの説
明では全く触れられてはいない。逆に、大型高炉を短期間で立ち上げるときに、日
本からは無理だと言って断られたが、韓国人の力で達成したと強調している。
・ 歴史館・広報展示場は製鉄所の大型模型やビデオを使っての製鉄所紹介・鉄鋼プロ
セスの説明などに力を注いでいる。小中学生の見学ルートになっているとのこと。
子供の時に製鉄所・技術への興味を抱かせ、韓国の重工業への関心への啓蒙活動に
は大きな支援となっているであろう。
・ 浦項製鉄所と光陽製鉄所の大きな模型で製鉄所の鳥瞰ができ、見学者には分かり易
いし、ビデオ紹介はダイナミックな製造過程で感動させる工夫をしている。
・ 直接還元製鉄法として POSCO 開発の Finex 炉について新技術として盛んに宣伝し、現
在 2 基稼働だが、さらに 1 基増設中であった。POSCO としては、新設備と設備更新に
積極的に投資をしている。日本の 1960 年代を彷彿とさせる。
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６. 今後の産学連携人材育成の課題
１）人材育成施策体制の統合化
国際化する現在、韓国ではイノベーション施策を重視して、R&D 全般を統合的に推進
するために R&D の方針・計画・予算配分・評価等を行う機関 NSTC（National Science &
Technology Commission）を設けている。2011 年 3 月に全省庁に関わる R&D を統合する
機関として改組・設立したばかりで、十分にはその機能を発揮していないが、予算関
連を職掌している強みがある（NSTC 職員の談）
。日本において東日本大震災やリーマン
ショックからの復興に対して、R&D によるイノベーションを牽引できる人材育成は喫緊
の課題である。NSTC 設立の経緯を参考にして、日本に優位性を発揮する機関・組織・
機能の統合化体制を期待する。
２）イノベーション創出を担う人材育成の融合型教育体制の推進
KAIST・サムスン・POSCO 等が進めている産官学での融合型教育プログラムを参考に
して、国際的な高度人材の育成のための産官学協力推進体制を早急に確立すべきであ
る。
韓国の評価では、
ICT 分野の理論と実践力養成の ICU
（Information & Communications
University）の成果はあった。しかし、ICT を基盤とした社会･経済活動を牽引するに
は、融合型教育でイノベーション創出を担える人材育成が重要であり、単科大学の限
界もあって KAIST と統合した。欧米でも、デザインスクールやデザイン工房等を開設
し、イノベーション創出を担う人材育成の融合型教育を始めている。
日本においても、先進的に取り組んでいる産学連携での人材育成はあるが、融合型
教育の重要性に対する共通認識を持って、優先的に取り組む体制を始めるべきである
３）産官学で可能なことを早期実践
韓国も理工系離れがあり、産業界も積極的に大学へ関与して“モノ・コト”つくり
の分野でイノベーションを起こせる人材育成に関わっている。具体的には、若者の就
職難の中、採用条件型契約学科や産学連携先導大学等の制度で、卒業生の優先的な採
用、インターンシップ受け入れ、奨学金の支給・学科運営費用等で資金を出している。
大学と企業の役割は別であり、カリキュラム等は大学で決定するが、産業界は資金や
環境を提供し基礎力(数学・物理等)の重視と実践力養成を協力している。
国際社会の変化に対して、産官学による迅速な人材育成改革は見習うべきである。
４）産官学での人材育成のあり方の共通認識を持てる体制
韓国では大学と企業の役割が違うとの認識が強く、企業から大学教授への移動は少
ない。しかし、徐々にではあるが、POSTECH の GEM(Graduate School of Engineering
Mastership)での企業教員採用やサムスン電子の特別プログラムの産学連携人材育
成・共同研究での企業研究設備の充実等で大学教授の企業への移動も始まっている。
融合型教育への共通認識の下に、サムスン電子の進める産学特別プログラム等に大
学は積極的に参画している。日本もイノベーション創出を担う人材育成の必要性を共
有する体制を、早急に整備することが重要である。
５）複雑な課題に産官学協同で取り組み、課題解決の過程での若い人材育成
現実世界の複雑な課題をグループで取り組むことから、人材の成長が著しいことか
ら、教育方法として PBL やキャップストーン科目が広がっている。複数の教員と学生
のグループにより、実社会テーマを下に実施する体制を産官学で築き上げたい。
６）産学連携人材育成面での日韓交流
全経連、KAIST、POSTECH でも快い返事を頂いたインターンシップ派遣、PBL やキャ
ップストーン発表会への代表団の派遣などの学生間交流を具体化していきたい。
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７）産学協同によるトップ人材育成の実施体制
新入社員が就職のための勉強主体で、入社後教育が大変になっていることから、2011
年より大学 3 年生から採用前提の奨学金制度を POSCO は開始している。大学のカリキ
ュラム以外に独自の 8 科目を e-Learning で学ばせ、企業研修では企業の事業内容・歴
史・現場実習等を、海外研修では現地の歴史･文化･慣習･芸術･人材交流等を経験させ
ている。厳しい評価をして、合格しない場合や TOEIC の点数が 700 点以下の場合は奨
学金返済を義務付けている。
日本で真に国際的な融合型人材の育成をするには、企業群が協力して、大学の講義・
演習以外に企業群独自のカリキュラムや実習などを付加する同様な制度を設けてはど
うだろうか。知識や技術修得に熱心で、大学のカリキュラムに満足していない意欲あ
る学生への環境を整えるべきだ。
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７. おわりに
CeFIL 活動の一環として、前回の欧州視察調査('10 年 9 月)と今回の韓国の視察調査の
報告書で記載した通り、直面する国際的な環境･エネルギー問題、人口･食糧･失業問題な
どの複雑な課題を前にして、産業界は“イノベーション創出を担える人材”を強く求め
ている。それに呼応して、高等教育機関は産官学協同で、“融合型教育”“デザインスク
ール”
“往還型教育”をはじめ国や地域の特色を活かした高度人材育成に取り組んでいる。
これらを参考にして広い視野から、産官学が協力して、明日を担う人材育成を最優先課
題として実践することを期待しています。
尚、今回は韓国を牽引している大学や企業を訪問し、産学連携の現状の視察調査がで
き、調査団は十分な成果を得られました。これは、事前の計画段階から、訪問先への連
絡、調整及び訪問先対応者の時間調整までして頂いた、“豊信産業株式会社(本社大分)
鈴木則夫代表取締役社長(元新日鐵)、KAIST 技術経営専門大学院 Yoon Taesung (尹泰聖)
教授、韓国全国経済人聯合会東京駐在 Kim Bong Man (金俸萬)課長、POSCO JAPAN 株式
会社 Lee Youn Jong (李沇鐘)経営管理部次長”及び訪問先で対応して頂いた方々のお
陰です。
調査結果を、今後の産学連携人材育成へ活かすことが、訪問にご尽力頂いた皆様への
報恩になると考えています。心から御礼申し上げます。
今後とも、ご支援・御協力をお願いいたします。
以
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上

【参考資料-１】 調査団メンバーの感想
◆韓国における産学連携人材育成調査・視察の感想
CeFIL 副理事長兼事務局長（東洋大学総合情報学部長）
大場 善次郎
CeFIL の設立後 3 年間経過し、当初の目標であった産学連携高度 ICT 人材育成の「ナシ
ョナルセンター」設置は難しい状況であるが、具体的な活動である「PBL」
「産業界の現状
を知るオムニバス講義」
「先端技術紹介の講義演習」及び産学連携教育課題の検討等は順調
に進んでいる。しかし、国際化の進展と ICT 分野の革新は急速で、
「求められる人材像」も
変わってきている。CeFIL の方針や活動も変わらざるを得ない時期である。
国際競争が一段と激化する ICT 分野での韓国の伸長は目ざましく、その源泉である人材
面でも産学官による高等教育改革が試行・実践されている。産学官が協力しての人材育成
への対応は大いに参考になる。
以下に、特に印象に残った点を上げる。
１．イノベーション人材育成への取り組み
実世界の複雑な課題の追求型教育がイノベーション人材輩出に重要であるとの共通認
識で、産学協同教育が実践されている。
例えば、'09 年に ICU(Information & Communication University)が KAIST に統合さ
れた理由は、イノベーションを興す人材は多様な人的環境が重要との認識で、多くの学
科を有する KAIST に統合したとのこと。今回訪問の KAIST の技術経営大学院は多様な
教授陣構成で、企業や他分野との融合教育は順調に進んでいる。しかし、教員の心の壁
が課題として残っているとの言であった。サムスン電子も産学連携に対し特別学科（含
む IT 融合学科）などで大学への資金提供、共同研究での人材育成支援をしている。
産学官が一致協力して、多様な環境を設けてのイノベーション人材育成の取り組みは
参考にすべきである。
２．ソフトウェア人材の育成
韓国でも、電気・電子・ソフトウェアの人気は低落傾向であり、次世代にとっては憂
うべき課題との認識から産官学で高度なソフトウェア人材育成を強化している。
例えば、'11 年にサムスン電子はソウル大学に CIC(Center of Intelligent Computing)
を設立し、共同研究や企業の実テーマの提供などで、融合領域型のソフトウェア人材育
成を支援している。中でも、若者の就職難時代に、図抜けた人気企業のサムスン電子へ
の入社を前提としたソフトウェアコース(1 学年 50 名)を設けたことは、親は安心感、大
学は共同研究・優秀な学生の獲得、企業は優秀な人材確保という、社会・大学・企業の
Win-Win の関係として高く評価されている。韓国で断トツのサムスン電子の産学官連携
での高等教育への参画については注視すべきことである。
３．産学官連携での人材育成実践の迅速さ
大統領の指導性、大企業(サムスン・ポスコ・ヒュンダイ等)の国際戦略方針、トップ大
学の米国留学経験者の多さ等から、R&D での方針はまとまり易い印象である。従って、
次世代に重要となるソフトウェアやプラント建設等の領域での人材育成に迅速に対応し
ている。
例えば、国家戦略ともなっているソフトウェア人材育成のサムスン・LG、ソウル大学・
KAIST の協同での融合型教育の実践、POSCO・現代等の POSTECH でのプラントエン
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ジニア育成の大学院など、
‘11 年から開始している。
イノベーション人材育成など国家戦略となると、間違っていれば変更すればよいとの
考えで、産学官で具体的に取り組む方式は見習うべきである。
４．学生・教員の日韓交流の実践
今回訪問した全経連、NSTC、KAIST で日韓交流による相互インターンシップ、PBL・
キャップストーン科目等の発表会への代表団の派遣などの提案には、可能性は高いとの
了解を得ている。H25 年度開始を目途に具体化していきたい。既に、一部の大学でも実
行しているが、英語力のギャップが大きな壁になっていることは解決すべき課題である。

◆所見
(独)情報処理推進機構（IPA）IT 人材育成本部 産学連携推進センター長
大島 信幸
昨年度、ＩＰＡで実施した海外主要国の産学連携ＩＴ人材育成実態調査でも韓国の政策、
教育システム、雇用状況などの調査と、ＫＡＩＳＴ、漢陽大学訪問ヒアリングによる調査
を行い、国家戦略に基づく「契約学科制度」など注目すべき制度などの予備知識を持って
参加したが、国主導のもと、産業界発展のため産学連携による効果的な IT 人材育成活動が
推進されている。主な所見は下記のとおりである。
（１）企業ニーズを強く反映した大学での人材育成活動
今回訪問した、KAIST（韓国科学技術院）、サムスン電子訪問時、契約学科や特別コー
スの運営についても説明を受けたが、今後の企業の求める人材像に基づき、大学の教育
カリキュラムなどにコミットしていることを実感した。大学で企業教育をおこなうとい
うことではなく、大学では基礎理論、基礎技術をしっかり学び、技術のトレンドをとら
えたカリキュラムを産業界からも要望を出し、これらの要望を受け大学で設定、改良し
ている。POSCO（浦項製鉄所）が出資して設立した POSTECH（浦項工科大学）でも産
業界の将来を見据えて研究・教育コースを設置し、企業ニーズを強く反映した研究と教
育を実施している。
また、教育科学技術部で、地域の大学と企業の産学連携強化による同伴成長促進のた
めの「産学連携先導大学事業（LINC（Leaders in Industry-university Cooperation）プ
ログラム）
」が現在約 50 件程度実施されており、地域の産業発展に寄与している。
CeFIL で推進している同タイプの中長期実践型インターンシップも浸透しているよう
で、KAIST Computer Science 学科では、8 週間以上のインターンシップを実施してお
り、卒研の代わりにできるとのこと。長期の海外インターンシップも数件実施している。
日本では、韓国の採用を条件とする学科運営は適用が難しいかもしれないが、産業界
の発展に寄与する産学連携 IT 人材育成活動は継続的に必要であり、IPA でもこれらの活
動に資するノウハウや教育コンテンツの提供や地域連携団体の掘り起こしなどの活動を
継続してゆきたい。また、今後産業界から、求められる IT 人材像を明らかにして、大学
での教育ニーズを大学に提示することが必要である。
CeFIL では、実践的インターンシップの産学のハブとしての運営が行われているが、
海外インターンシップも含め受け入れる産業界のニーズに合った運営の充実が期待され
る。
（２）産官学連携によるイノベーション創出と産業振興
1973 年に国家 R&D 促進のために大田地区に設置された韓国初のイノベーション特区
である「大徳研究開発特区」は、米国のシリコンバレーや日本のつくば学園都市をモデ
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ルにして造成され、多くの大学、政府／企業研究機関、国の研究機関や、R&D 成果を基
に起業した 1000 を超えるベンチャカンパニーが集積する World Class Innovation
Cluster である。これらの経験、ノウハウを海外に販売しているとのこと。R&D 成果の
事業化企画、技術移転、グローバルネットワーキング、税制優遇などの国の支援もあり
急速に発展してきており、産官学連携によるイノベーション創出と産業振興の活力とス
ピードを実感した。
（３）イノベーション、Ｒ＆Ｄ促進、産業振興における国のイニシアテイブ
「韓国国家科学技術委員会（NSTC）」は大統領直下の機関として国家Ｒ＆Ｄプロジェ
クトの予算配分権を有しており、日本の総合科学技術会議より権限が強い印象を持った。
また、IT が分野別では最も多い 15%の予算を配分されており韓国の IT の重要性の認識
を感じた。
サムスン電子や POSCO の歴史館でも、国策として世界に冠たる企業に発展したこと
を一般や子供たちにも誇示し、POSCO では建設時の朴正煕当時大統領の功績を大きくＰ
Ｒしていたが、開業当時は、ともに日本企業（三洋電機、新日鉄）の支援によりスター
トして、その後急速に発展し日本企業のシェアを侵食していったことに対して、複雑な
思いで見学した。

◆CeFIL 韓国における産学連携 ICT 人材育成調査の所感
公立はこだて未来大学
大場 みち子
「CeFIL 韓国における産学連携 ICT 人材育成調査」に参加し、産学連携人材育成と大学環
境についての所感をまとめる。
１．産学連携人材育成の取り組み
今回の調査において、韓国における産学連携人材育成の取り組みには大きく２つのタイ
プがあり、現状では前者のタイプが主流であることが分かった。
（１） 企業独自の出資による人材育成
企業の出資による人材育成モデルとして、サムスン電子の大学への特別学科設立、
POSCO の 自 社 採 用 を 前 提 と し た 奨 学 金 な ど の 資 金 的 援 助 と POSCO の 大 学
（POSTECH）設立の２つのタイプがある。日本では CeFIL や IPA がハブになり複数企
業が参画する産学連携人材育成とは、各企業主導で求める人材像に沿った教育や巨額な
出資規模である点が大きく異なる。各企業としては、自社のビジネス拡大と共に社会貢
献という位置づけがある。
サムスン電子では、産学協力センターを設立し、産学協力モデルの推進として新技術
の創出や人材育成に長期的な視点で取り組んでいる。具体的には IT 系の大学を中心に学
科開設、施設、能力開発プログラムの運営、奨学金などを支援し、ハードウェア中心か
らソフトウェアを重視する教育へのシフト、IT の他バイオやエナジーへも注力し、基礎
科目へも力点を置き、融合人材の育成を目指している。
POSCO の出資による浦項工科大学校 POSTECH では基礎技術の習得を目標とする学
部と実践力の育成を目指す大学院からなる。全寮制で授業料は奨学金としてリターンバ
ックされるしくみで実質的な費用負担はなく、研究費 1500 億ウォンは韓国 No.1 という、
潤沢な資金が POSCO より提供されている。大学院では企業の課題を研究テーマとして
持ってきている。インターンシップは国内６ヶ月、海外２ヶ月などを実施する。一方、
20 大学を対象に POSCO への採用を前提とした奨学金制度が運用されており、POSCO
21

現場実習や海外グローバル体験などのカリキュラムが用意されている。
（２） 政府主導による産学連携人材育成への取り組み
「LINC (産学連携先導大学)」は教育科学技術部が 2012 年から開始した国として産学
連携の５００億ウォン／年の巨額な取り組みであり、産業界から教員を積極的に採用し
ている。ソフトウェア、サービス、融合人材育成の強化を目指しているようである。KAIST
Computer Science 学科では政府からの要請でもあり産学連携のコースが実施されている
とのこと。
全国経済人連合会との昼食の場では、産学連携も開始したばかりということであったが、
上記の通り、２つのタイプの産学連携人材育成が推進されていることが分かった。
２．大学環境と PBL
産業界から教員になるのは珍しく、大学内での産学連携タスクの実行も評価が低い。
KAIST での教員採用では研究実績（論文数）に依存しており、産業界からは招待教員とい
う形である。
KAIST MOT では大手企業を中心に就職するが、KAIST CS 学部では卒業生の５０％が
ベンチャー企業へ就職する。日本の MOT 修了生の就職が厳しく、IT 系学生が大手志向で
あることとは対象的である。
韓国での PBL は学生がチーム演習について敬遠する傾向にあり、教員も積極的に実施し
ているようには思えない。これは、産業界からの積極的な関与がないからと推察する。日
本の大学での PBL は産学ともに積極的に取り組み、学生のモチベーションも高く、就職時
の差別化にもつながっている。

◆CeFIL 韓国視察感想
日立製作所情報通信システム社 経営戦略室 産学連携担当本部長
菊池 純男
１. 日本は省庁縦割り，経団連も各委員会縦割りで人材育成活動を行っている。これらの
整理・統合、分担を明確にし，トップダウンで推進する体制を構築すべきである。
２. 経団連憲章では、採用選考活動の一環としてのインターンシップを禁止しているため、
ボランティア的な色彩が強い。一方、韓国では、インターンシップは採用選考活動の
一環として活発に行われており，企業側も人材獲得を目的に学生を受け入れ，インタ
ーンシップで学生を評価，採用する仕組みとなっている。インターンシップは学生、
企業が就職、採用選考を前提として相互に観察し合う良い機会であることを踏まえ、
憲章の見直し議論が必要である。
３. 経団連（産業界）も大学に運営資金を拠出するなどもう一歩踏み込んで高等教育に直
接的にコミットしていく施策も検討すべき時期に来ている。
４. 人材育成施策の面では，韓国は少なくとも５年以上は日本に先行している。企業は，
入社してから教育していたのでは遅いという危機感を持ち，人的支援だけでなく，企
業自らが運営資金を投入し，大学の運営や教育カリキュラムに企業ニーズを反映する
仕組みを採っている。経営戦略は事業戦略と人財戦略がその両輪である。人財育成戦
略は、企業に入ってから育成していたのではグローバルな競争には勝てない。高大連
続化の議論も重要だが、大学教育と企業内教育の連続化も考えていく必要がある。
５. 韓国は，世界に通じる企業が数少ないためか，第 2 のサムソン，POSCO を育てようと
いう機運が強く，ベンチャー育成に熱心であり，そのための環境整備も進んでいる。
日本のつくば研究学園都市を参考にしたようだが、ベンチャー育成面では日本を凌い
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でいるとの印象を持った。
６. 浦項製鉄所(POSCO)の歴史館のビデオ映像では、製鉄所建設にあたり日本側（新日鉄
など）の技術指導・協力があったことについては一切触れられていない。ここは小中
学生の社会見学コースになっているとのことであるが，若い人に歴史を正しく教えて
いくことが重要との認識を新たにした。

◆韓国産学連携人材育成視察の雑感
愛媛大学大学院 理工学研究科 教授
小林 真也
情報通信人材育成に関する，韓国における産学連携の取り組みの視察に参加する機会を
得た．客観的あるいは正確な情報は，報告書に譲り，４日間の視察に参加して，私自身が
特に印象に残った事項や感想を雑記させていただく．したがって，その内容は，小林とい
うフィルタを通したもので，私自身の誤解や，視野が狭窄であることにより，偏りや誤り
が含まれるおそれがあることは，ご勘弁願いたい．
まず，韓国においては，複数の企業が連携した産業界としての取り組みよりも，それぞ
れの企業が独自に取り組んでいる点が目についた．我が国においては，ＣｅＦＩＬをはじ
めとし，複数の企業が参画，連携した取り組みが行われているが，韓国においては，個々
の企業が独自の目的や基金をもって，特別学課や，大学の設置をするなど，それぞれの企
業の考えに沿った産学連携人材育成をおこなっている．また，採用を前提とした，数十名
規模の奨学金制度では，企業側から課題の提示が行われるなど，教育の内容にも影響力を
持っている．企業が求める人材の排出を求め，大学教育に関わるという点に於いて，その
規模の大きさと，あからさまな実行という点で，驚きを感じた．
これらの取り組みに掛ける経費の点では，各企業とも，積極的に負担しているように感
じた．その理由として，これらの取り組みが，求める人材の育成と雇用に直接的に繋がっ
ており，企業にとってのメリットが明らかであるためと思われる．
一方，大学に目を移すと，大学においては，研究志向と実践的教育とが分かれており，
大学教員の多くが研究志向に目が向いている．またその理由が，研究成果では評価される
が，教育への取り組みは評価されないという事も，我が国の現状と似ている．今回訪問し
た教育機関が，研究志向の強い大学であったことも理由として挙げられるが，実践的な人
材育成については，まだ部分的で有り，全体における割合も小さいように感じる．
全体を通し，現状においては，産学連携による人材育成の平均的レベルは我が国との差
は大きくないと感じた．しかし，特別学課など，企業側が，大きく踏み込んだ取り組みが
行われ出している点や，比較的短い期間で，一定のレベルにまで達している点などを考慮
すると，今後の産学連携による人材育成で，我が国を大きく引き離した取り組みが行われ
る可能性を強く感じた．文化や社会情勢の違いが有るために，そのままの取り組みを行え
るわけでは無いが，引き続き，その内容と成果に注視することで，我が国の取り組みの参
考となる事は多いと思われる．
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◆韓国における産学連携人材育成調査に関する考察
株式会社 NTT データ グループ経営企画本部 課長
東川 淳紀
歴史的に政治や法制度、社会システムが日本と近いと言われる韓国が、1997 年の通貨危
機と IMF 管理時代を乗り越えここまで発展した理由の一つに、歴代大統領が IT 立国を標
榜し、様々な IT 関連政策を段階的に実施することにより、国を挙げて IT の強化をしたた
めである。今回、CeFIL の視察に同行し、IT 人材育成について調査をしたが、改めて日本
と似ている点、異なる点が確認できた。
1．似ている点
1-1． 一部の IT ベンダが大学・大学院における IT 教育に、自らの意志で参画している
1-2． 大学教員の雇用流動性は必ずしも高くなく、アカデミアの中で、アカデミックな研
究に走りがちである
1-3． 大学生は、つぶれにくい大企業（IT 関連では、Samsung、LG など）への就職を
強く希望している
1-4． 他国の IT 政策や実現方法等を詳細に調査分析している
2．異なる点
2-1． IT を国の重要な政策と位置付け、IT 産業育成、ベンダ育成だけでなくユーザ強化、
リテラシ強化も国家として実施している。（例：2000 年には、国民 1000 万人を対
象にした IT 教育を実施(1)）
2-2． 一部のベンダは博士の採用に積極的であり、研究人材はトップ大学に匹敵する
2-3． 調査分析した他国の IT 政策を、自国用にアレンジして適用している
2-4． 韓国では大統領の権限が強力であり、政策、組織が大統領の意向に強く影響される
日本では産業界も含め、関係者が多くかつ政治の流動性、定期的人事異動等もあり、議
論がなかなか前に進まないが、韓国を見習うと、少なくとも下記のことはすべきであると
感じた。
・IT ベンダ、ユーザに関わらず、個別の企業および企業グループが、現実の IT 社会の中
で実践的に必要な IT スキルや経験、IT 社会を前提とした考え方が重要であることを学
生に認識してもらうこと
・以上のことを認識し、学生時代に身につけたいという学生に対して、大学・教員と企
業が協力して、機会を提供すること
・政府は上記の重要性を認識し、直接的/間接的に機会提供を促進させるような、中長期
で継続可能な仕組みを作ること
また余談であるが、今回移動途中に韓国の新幹線である KTX に乗車した。日本と同様に
切符は購入するが、改札はなく、ホームまで素通りで、そのまま列車に乗る。車中でも検
札はなく、車掌が手元の端末を見ながら通路を通っていくのみであった。これは電子改札
システムの開発失敗等、種々の背景があるようだが、結果的にはバックエンドに IT を活用
し、乗客には手間をかけさせないビジネスプロセスが実現されていた。日本では、このよ
うな対応はできるのだろうか。また車内ではフリーの高速 WiFi が完備されており、乗車中
は非常に快適に Web アクセスや Facebook 等が出来たことも、付け加えておく。

1

http://www.jisa.or.jp/goglobal/column/20120910_000003.html
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◆CeFIL 韓国視察での感想
九州大学大学院システム情報科学研究院 准教授
峯 恒憲
9 月 17 日から 19 日までの 3 日間，韓国 NSTC，三星電子（サムソン），KAIST （Graduate
School of Innovation and Technology Management: ITM， School of Computer Science：
CS）
，シリコンワークス，Daedeok Innopolis，POSTECH を視察した．本視察の峯にとっ
ての目的は，大学での実践教育，特に Project Based Learning：PBL の推進に役立つ知見
を得ることであった．この 3 日間の視察の感想を，以下に記す．
まず，官庁関係に関しての感想を述べる．初日（17 日）の午前中に，NSTC を訪問し，国
家的な研究開発内容に関する調整を行っている部局があることに驚いた．日本の学術会議
と同様な位置づけらしいが，調整権限がある所が全く異なる．日本での複数の省庁が同様
な施策を行う非効率性を改めるのに非常に重要な組織である，と感じた．その後，昼食を，
日本の経団連に相当する全経連のメンバーと一緒に取りながら，産学連携や企業目線での
大学への要望などについて話をした．日本の CeFIL（経団連の高度 IT 人材育成関連の部署
が NPO 法人化されてできた機関）と異なり，産学連携についての取りまとめを行うことは
しておらず，個々の企業と大学に任せているそうである．ただし，人材育成プランはたく
さんあるらしく，その中の人材交流プログラムにおいて，日本との連携（たとえば，イン
ターンシップの窓口になる等）は可能とのことであった．
2 日目（18 日）の午後に行った Daedeok Innopolis では，国家的な研究開発推進のために，
1)産学官（県）の協調的な開発連携支援，2)ビジネスアイテムの発見支援，3)税金優遇措置
など，研究開発の規則や制度面での支援の 3 つの役割を果たし，イノベーション創出の役
割を担ってきているとのことであった．韓国の研究開発の行い方は，分野を絞って，一極
集中的に行っており，無駄が少ないように感じた． 日本でも，様々な機関や部署の縦割り
行政を改め，Innopolis のような制度や体制作りを始めるべきである．
企業に関しては，初日にサムソン電子と，2 日目の昼食後に，シリコンワークス（LG 出
身の韓社長が設立）を訪問した．3 日目の POSCO 見学は，帰りの釜山空港発の飛行機便の
関係で参加できなかった．
サムソン電子では，全社的な産学連携に関するノウハウの共有を引き受けている産学協
力センターを社内に有していることを知った．ここでは，研究委託や共同研究を通した大
学等外部機関からの技術獲得と，カリキュラムの共同開発や奨学金制度などを通した人材
確保を主なミッションとしている．これらに巨額の資金を投資している．たとえば，国内
では，普通の大学で育成していない金型製造技術者の育成の他，英才教育プログラムに 200
億ウォン以上を投資している．また，今年度は，特に海外（特に米国）の大学への支援（運
営費，奨学金）が大幅に増加（約 400 億ウォン）しているとのことであった．2011 年に，
韓国でも社会的なソフトウェア人材不足が問題となったが，この背景には，社会的にソフ
トウェアよりもハードウェアを重視する風潮がある．そこで，この状況を変えるため，サ
ムソンでは，ソフトウェアの重要性を社会に訴える方策を取っている．ソウル大学に 2011
年に設立した CIC (Center for Intelligent Computing)では，教員と企業研究者との間の技
術交流や共同研究，インターンシップ活動などを推進したが，この取り組みが非常にうま
く行っているため，この取り組みを展開したいと考えているとのことであった．また，サ
ムソンでは，大学で基礎（物理や数学）をしっかり学んで欲しいと考えていると聞き，さ
すがに目先に捕らわれない意見を持った大企業であると，感心した．グループ学習の重要
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性については，パッケージ産学連携を大学側に提案（教授 3～5 名，修士博士 10～15 名）
していると回答しているが，これは修士や博士の教育のためというよりは，共同研究推進
のための一つの方策なのではないかと感じた．このほか，サムソンの担当者の話の中で興
味深かったのは，サムソンの研究開発技術が高く，その環境が良いことから，韓国の大学
教授がサムソンに移る例が少なくないとの話である．
2 日目の午後に訪れたシリコンワークスは，2009 年からアップルとの提携を開始し，急
激に伸びた，工場を持たない設計を中心としたベンチャー会社である．技術開発はすべて，
自社で行っている．技術開発において取り組んでいることとして，製品のトレンドと現在
の部品とのギャップを考えさせ，その改良について社員に考えさせるが，その際，特に設
計シナリオの作成を一番重要視しているとの説明を受けたが，研究開発の基本だと感じ，
大学教育にも生かしたいと思った．また，製品開発には，マーケティング部門の人も参加
して行うとの説明に対して，
「異なる部門の人の間で，コミュニケーションが問題となるこ
とはないのか」と質問をしたが，マーケティンブ部門の人も設計や製品技術（少なくとも
その用語）には通じているらしく，
「無い」との答えであった．
最後に，大学（KAIST の ITM および CS と POSTECH）訪問の感想である．
2 日目（18 日）の午前中に訪問した KAIST の ITM では，複数教員と複数の大学院生か
らなるパッケージ型演習を行っている．IT と他分野と融合した統合型演習は，実施したい
と思っているが，今後の課題とのことであった．この ITM では，サムソン SDS やサムソ
ン電子と共同でカリキュラム設計を行う特別クラスがある．大学側は基礎科目に重点を置
き，企業側は即戦力の応用科目に重点を置く．その結果，学生は多くの科目を学ばなけれ
ばならない状態になっている．学科単位の学際は，人と人との協調が必要になるため難し
いが，ITM では，KAIST の中でも他学科との協調ができている方らしい．一方，ITM の職
員の 1/3 は産業界出身であることから，産業界との結びつきが，よく議論の対象になるそう
である．ITM に続いて訪問した CS では，学部 4 年次にチーム学習を行っている．教員は
一人で 3～4 チームを担当する．演習のテーマ自体は，企業から入手するが，必ずしも企業
ニーズをテーマとするものではなく，具体的に何を行うかは，学生本人に考えさせる．テ
ーマは，学生の興味のことも考え，スマートフォンアプリとしている．これは，Android
が Open Source であることも理由の一つとなっている．この演習は，CS における冠石
（Capstone）科目であり，やりながら学ぶ（Learning by Doing）をモットーとして，ドキ
ュメンテーション力，発表力，発想力などを磨いてもらうことを目的の一つとしている．
評価は，教員の他，学生も他の学生に対して評価を行う制度を取っている．この演習の前
提として，ソフトウェア工学の授業を受けていることを課している．また演習支援のため，
週１回，教員は学生とメンタリングを行っている．教員 1 人で 3～4 チームを担当しないと
いけないことを考えると，教員の負荷は小さくはないと予想される．KAIST の学生は，こ
れまで褒められることはあっても，厳しい指摘を受けることが少なかったらしく，厳しい
指摘に対してショックを受けやすいため，学生とのコミュニケーションが重要だというコ
メントは，興味深かった．また，8 週間以上のインターンシップを奨励し，インターンシッ
プを卒業研究の代わりにしていることも興味深い．
KAIST の CS での学部教育では，特定の分野に依存しないソフトウェア開発に関する知
識・技術力育成に力を注いでいるように感じられた．このような教育のやり方は，ヨーロ
ッパの大学でも同様に行われているが，学部 3 年間で卒業する制度を取る所が多いため，
主に，学部 3 年次に行われている．日本の大学では，4 年次に研究室配属となり，卒業研究
に携わることとなり，4 年から，特定分野の勉強（研究）に特化してしまうこととなる．そ
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のため，ヨーロッパの大学のように，3 年次までに，チーム演習を実施できることが望まれ
る．九州大学の電気情報工学科計算機工学課程では，産官の協力の下，3 年次の 4 月に，3
週間の PBL の入門的内容のチーム演習を行っているが，全学生にシステム開発力を十分つ
けさせるには時間が十分ではないため，この「長期に渡るチーム演習の実施」課題は九州
大学も例外ではなく，現在，模索中である．
3 日目（19 日）の午前中に訪問した POSTECH では，工業大学院を訪問した．ここは，
プラント設計のできる人材，特に，フロント側（上流側）設計とプロジェクトマネジメン
トの両方ができる人材育成を産学官で行うために 2010 年に設立された．ここでの重要な教
育方針は，
「現場を知ること」であり，IT 分野においてはともすれば，忘れられそうな重要
な考え方を思い出させてもらった．

◆2012 年 CeFIL 韓国視察に参加して
筑波大学大学院 システム情報工学研究科 教授
山戸 昭三
2012 年 CeFIL 韓国視察に参加した。本資料は、その所感について纏めたものである。
韓国国家科学技術委員会(NSTC)を訪問した。韓国の高度 ICT 人材の育成シナリオ・プロ
セスについての情報収集を目的としたが、NSTC については予算配分の権限を持っている
ものの調整機能が中心で、｢高度 ICT 人材育成シナリオの立案組織｣ではない。本組織が再
編成されて 1 年 6 ヶ月であり予算配分権限を使ったリーダシップを発揮されるのはこれか
らと思われる。
全国経済人聯合会とのランチミーティングでは、韓国では国が産学連携施策を殆ど行っ
ていないと聞かされた。その理由として大企業が多くの研究者を抱えており良い設備を持
っていることなどが挙げられる。大企業は自社に必要な学生を、自ら大学と連携して採用
している。国や全国経済人聯合会が音頭を取って産学連携を推進するという環境ではない
ように見えた。韓国の留学生にとって日本の大学・企業への魅力が少なくなっている状況
にある点が残念である。
サムスン電子水原事業所では、一企業の意識と言うよりも、国家企業として韓国の競争
力向上を図る使命感を持った企業活動を行い、誇りを持った活動をしている。国家が推進
すべきソフトウェア人材の育成をソフトウェアビジョン（Software Vision）として掲げて
いる。世界を視野に入れた人材育成の仕組みを推進するわかりやすさ、明快さがあった。
サムスン電子水原事業所の近隣地区では、大規模な都市整備事業が行われており、その全
体を｢Samsung Digital City｣と称して高度デジタル実験都市のようなものを作ろうとして
いるようであった。
KAIST 技術経営専門大学院では、LINC というプログラムでは、産業界との連携で 1000
人もの常勤教員が採用され、活発に活動していると言うことに驚いた。KAIST は基礎を重
視しながらも大企業を中心とした産業界からは学際融合的な指向を求められている。政府
からは、KAIST に Innovation (変革)を作れる人材を求めている。韓国国内では中小企業に
対して低い研究開発力で韓国経済の足かせとの認識が強く連携はほとんどない。
KAIST 電算学科では、PBL:チーム学習について、質疑応答を行った。まずソフトウェ
ァエンジニアリング、ソフトウェアプロセス、ドキュメンテーションなどを教える。作っ
たシステムは必ず動かさなければならない。教員は一人で 3～4 チームを指導し、学生も相
当な時間をかけている。韓国学生は、チーム学習を嫌々やっているような印象だが、日本
の学生の方が、むしろポジティブかもしれない。教員から｢学生のメンタリングには時間を
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かけないといけない。最近の学生は子供に頃から大切に育てられており、ちょっとしたこ
とでくじけやすいので注意している。｣という話があり、韓国の学生もひ弱になっていると
思った。これを裏付ける話として、Yoon 先生と韓国の学生気質について伺ったが、昨年度、
奨学金をもらえないことで自殺した学生が 4～5 人もいたという話にとても驚いた。日本人
学生ではまずこのようなことは考えられない。韓国では、兵役についてはじめて大人の男
として認められる文化があり、兵役に行かない連中は、｢子供｣との認識がある。
シリコンワークスでは、売上の約 40%を Apple 社に依存する急成長の中堅企業。社長の
リーダシップに強く牽引されている。特筆すべきプロセスは、デザインシナリオ（＝シナ
リオデザイン、シナリオベースドデザイン）を重視している。これが顧客重視、組織的な
強さの源泉プロセスと認識している。LG ディスプレイ、New-ｉPAD，Mac-book への好調
な供給で当面は好調さを維持する見込みである。
大徳研究開発特区では、慌ただしく説明と見学したため、十分な質疑応答がなかったが、
7 千名以上の理工系博士レベルの人材や最先端の研究施設装備を保有する大徳研究開発特
区はアジアのシリコンバレーと呼ばれている。注目すべきは、成果のコマーシャライズ（商
用化）に方針を定め、この経験を海外に売り出そうとしている点である。大徳研究開発特
区には公共機関が３２機関、５箇所の政府出資研究所、410 の民間企業研究所、980 社のベ
ンチャー企業、６つの大学があるが、物理的に集積する段階から相互に連携しあい、顧客
志向での製品開発に結びつけるプロセスが機能し始めれば R&D 成果の事業化や世界に向
けた開発特区のコンサルティングビジネスのリーダシップを取ることができるのではない
か。
浦項工科大学校 POSTECH は、
POSCO が投資して設立した大学であり、その後も毎年、
巨額の投資を行っている。研究費 1500 億ウォンは、韓国で No1 である。学部では基礎技
術の習得を目指し大学院は実践的能力の育成をしている。博士取得者 2,500 人は韓国第 1
位である。強みは、学生 3300 人と教員は全寮制であり、家族同様の関係を持ち親身になっ
て世話をしているところである。また、2011 年 6 月に設立された GEM：エンジニアリン
グ大学院は、企業連携を強くし、カリキュラムや研究テーマは企業ニーズに基づいて、プ
ラントエンジニア育成を行うことが目的である。韓国では、今後はフロント側（上流）の
プラントエンジニアの育成が重要であり、プロジェクトマネジメントができるエンジニア
の育成が重要であるとの認識がある。Engineering Clinic と呼ぶ制度では、社会人学生が企
業からのテーマを持ってきて卒業するまでに解決策を出すことを目指している。POSCO と
いう巨大企業を知と人材の局面から充足させるミッションを果たしている。想像以上に女
子学生が多い。
浦項製鉄所 POSCO では、正直なところ、製鉄のプロセスは何も知らなかったが、現場
の見学や模型図などを見ることによって概要がわかった。また、製品である鉄の利用先で
あるエンジニアリング企業のコンサルができるような上流工程を知っているプラントエン
ジニアの育成を行っている理由がわかった。国家の高度成長を支える産業の基盤として製
鉄所の存在がある。経緯は兎も角、韓国の高度成長は、浦項製鉄所の稼働から始まったと
考える。
今回の視察は、隣国である韓国について、地理的、歴史的、文化的、経済的背景につい
て多くの気づきを得ることができた。面談していただいた皆様との情報交換の内容や表情、
見学した場所や説明の仕方にも何を誇りとして思い何を言いたいかについても多くのこと
を感じ取ることができた。韓国経済は、大企業が強いリーダシップを発揮して推進してい
る。Samsung、POSCO といった大企業が産学連携を実現している。一方で、中小企業か
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ら抜け出したシリコンワークスのような企業もあるが、依然として韓国社会では中小企業
のステータスは高くない。学生の人気は大企業にあり、大学卒業者の正規雇用の就職率は、
48%前後である。学生の関心は、英語圏でありかつてのような日本への魅力は薄れているよ
うである。知っているようで知らない隣国韓国との相互理解を深めていかなければならな
い。

◆韓国視察を終えて
高度情報通信人材育成支援センター
辰巳 敬三
３日間で４都市(ソウル、水原、大田、浦項)９組織を訪問するというタイトなスケジュ
ールで、各組織１時間程度のミーティングではあったが、それぞれで興味深いお話を聞か
せていただくことができ、充実した視察になった。
事前に訪問先の組織概要や人材育成の取り組みについてネット情報で下調べをしていっ
たが、実際にお話しを聞くことで具体的な状況を知ることができ理解が深まった。帰国後、
現地で聞いたお話やキーワードからネット検索することでまた新たな情報が得られ、更に
理解を深めることができたと思う。
今回の視察を通じて、以下の産学連携の人材育成の取り組みが特に興味深かった。
 サムスン電子の産学連携の取り組み
特別学科や特別プログラムによる大学との連携を通じて年間育成人材400人強の規
模の活動が体系的に展開されていることに感心した。また、第1期(2005/6年～2010/11
年)の半導体設計や携帯電話移動通信関係の人材育成から、第2期(2010/11年～)ではソ
フトウェアやIT融合など上位層の人材育成に転換していること、第1期では大学側にい
ろいろな要求や指示を出していたのを、第2期では大学に強制せず大学の意見を反映し
てWin-Winを目指していることを聞いて、PDCAを回しながら着実に産学連携を進めてい
ると感じた。
 国家としての取り組み
サムスン電子で聞いた「特別学科」は、教育科学技術部が定めた「契約学科制度」
として運営されており、サムスン電子が協力している国家事業「IT名品人材」は知識
経済部の事業である。また、KAISTで聞いた「LINC(産学連携先導大学)」は教育科学技
術部が2012年から開始した事業である。国として産学連携の取り組みやソフトウェア
／サービス／融合人材育成を強化しているように感じた。日本における産学連携の人
材育成施策の検討過程で、このような韓国の取り組みがあまり話題になっていないよ
うに思う。きちんとベンチマークして参考にするのがよいのではないだろうか。
なお、韓国では産学連携を強化しているようだと前述したが、全経聯の方とのミー
ティングでは産学連携はそれほど進んでいないと言われていた。この食い違いの原因
を考えるに、サムスン電子のような大企業では財力があって産学連携に積極的に取り
組めるが、中小企業はそのような余裕がなく、韓国全体としてはまだ産学連携が進ん
でいないということではないかと思う。韓国では財閥系企業グループの力が強く(2011
年の10財閥の売上は韓国のGDPの76.5%)、これが問題になっている(12月の大統領選挙
の争点の一つが「経済民主化」)。これは、国家科学技術委員会(NSTC)がイノベーティ
ブな中小企業の育成を重点課題としていたことと符合する。今後は、大企業の人材確
保手段としての採用条件型契約学科よりも、広く社会貢献をアピールするような産学
連携の取り組みに比重が移っていくのではないか。
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今回の視察では、PBL発表会やインターンシップの日韓交流の可能性を探ることも目的と
していたので、全経聯、KAIST Computer Science学科とのミーティングで打診したところ、
賛同の意が得られた。今回の訪問をきっかけとして人材育成活動の日韓交流の取り組みを
具体化していきたい。
今回訪問先へのお礼の品を30個持参したが不足する状況となった。30人以上の方々が
我々の視察チームに対応していただいたということになる。日韓関係が難しくなっている
時期ではあったが、人材育成という観点から多くの韓国の方にご協力いただけたことに感
謝したい。
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【参考資料-２】 韓国の契約学科制度について
2003 年 5 月に制定された「産業教育振興及び産学研協力の促進に関する法律」第 8 条及び同法施行
令第 8 条に基づき、教育機関（大学）と企業の契約により学科を設置・運営することができる制度。
企業の様々な人材の需要に弾力的に対応するために産業界が契約学科運営に必要な経費の50％以
上を負担して運営される。採用を条件とする「採用条件型契約学科」と所属従業員の再教育や職務能力
向上のための「再教育型契約学科」に分かれている。再教育型は2003年から開始され、採用条件型は
2008年から本格的に開始された。産業界オーダーメイド人材育成の必要性と高等学校の卒業生の就職
に対する産業界の関心が高まり、契約学科がさらに活性化するものと見られる。
※2012年7月12日の教育科学技術部 プレスリリースより(翻訳)
 2012年4月1日現在、105校の大学の契約学科に12,274人が在学しており、2011年（11,171人）より
9.9％（1,103人）が増えた。
※年度別の契約学科学生数
（'08）6,176人→（'09）6,589人→（'10）9,216人→（'11）11,171人→（'12） 12,274人
 類型別では採用条件型41学科1,054人、再教育型385学科11,220人であり、学位別では、短大
1,303人、学士課程6,579人、修士課程3,880人、博士課程に512人が在学している。
 採用条件型契約学科の在校生は2011年の34学科931人に対して2012年は41学科1,054人となり123人
が増え、再教育型の増加率（9.6％）よりも高い増加率（13.2％）を示している。
 これは、産業の長期的な発展の方向に合わせて、優秀な人材を事前に確保して人材需給の不
均衡を解消することができ、卒業と同時に産業現場で働くことができるオーダーメイド型教育が
可能であり、新規社員の採用や教育にかかる費用を削減することができる肯定的な効果が作用
したと見られる。
 採用条件型契約学科は契約形態に応じて、産業界単独契約型と第3者契約型に分けることがで
きる。
- 単独契約型は、11校の大学25学科727人が在学しており、サムスン電子、SKハイニックス、
LGイノテックなどの大手企業が主に単独で大学と契約して運営する形態
- 第3者契約型は14大学16学科327人が在学しており、韓国情報通信産業振興院、韓国コ
ンテンツ振興院と韓国インターネット振興院などの公共機関が産業界と大学の間で締結さ
れた契約についてサポートする形
 特に、今年の採用条件型契約学科の中には士官学校、学士・修士将校など将校に任官させる
ことができる制度があるにもかかわらず、役員を育成するための契約学科を設置・運営している
例を挙げることができる。この学科を卒業した学生は、将校に任官され、一定期間、当該分野で
服務をすることになる。
 今年の卒業生を輩出した採用条件型契約学科は9つの大学、15の学科（修士・博士課程を含
む）で、卒業生337人のうち291人（86.3％）が就職に成功した。企業の後援で修士・博士課程に
進学した20人まで含めると、卒業生の92.3％が就職を保証された。
 成均館大学採用条件型契約学科の半導体システム工学科など5つの学科458名が、サムスン電
子、サムスン電気とサムスン物産などに採用される条件で在籍している。今年2月に卒業した218
人のうち進学者20人を除いた198名は、産業界に就職したことが確認されている。
 再教育型契約学科の在校生は2011年の327学科10,240人から385学科11,220人となり9.6％（980人）増
加した。
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※以下の表は韓国のネット記事などを元にCeFILで作成したもの

採用条件型契約学科の運営状況（単位：人）
大学名

2012年

学生数

設置学科

短大 学士 修士 博士

建国大
未来のエネルギー省
慶南科学技術 スポーツ産業部
慶北大学
モバイル工学科
ナノ半導体工学科
モバイルソリューション学科
高麗大学
ナノフォトニクス工学
サイバー国防学科
サムスンIT 融合学科
釜山大学
次世代電子基板回路専攻
西経大学
美容芸術学
半導体システム工学科
IT融合学科
成均館大
移動通信工学科
超高層長大橋梁学科
世宗大
防衛システム工学科
全州大
炭素融合工学
海軍学専攻
忠南大
次世代電子基板回路学科
忠北大
ビジネスデータ融合学科
11の大学、25 の学科
モバイルソフトウェア学科
加川大
ゲームプロジェクトのトラック
高麗大学
金融のセキュリティ学科
光云大
組込みソフトウェア学科
東国大
知識情報セキュリティ学科
成均館大
組込みソフトウェア学科
コンピュータ学科（情報セキュリ
崇実大
SW学科
延世大
知識サービスのセキュリティコー
竜仁大
3D 先端映像制作学科
忠北大
情報保護経営学科
韓国産業技術 デジタルエンターテイメント学科
翰林大
ユビキタスゲーム工学科
湖西大
デジタル技術経営学科
高句麗大
グリーンエネルギー
ハンドクメディア
立体映像メディア学科
大学院大学
14 大学、16 の学科
合計
22 大学/ 41 の学科

1

1

13
15
7

8
10

2
21
9

6

37
18
36

11

9
39

契約
関係企業
形態
単独 コーロンなど4企業
?
契約
サムスン電子
SKハイニックス
サムスン電子
LGイノテック
陸軍
サムスン電子
サムスン電機
?
サムスン電子
サムスン電子
サムスン電機
サムスン物産
海軍
?
海軍
?
?

30
7

344

30
20
30
12
11
482 202
32
20
24
28
27
12
9
22
26
12
9
8
40
9

43

727
第3者
契約

?

(*)
（株）ニックステックなど

（株）バルンソンインタラクティブなど

33
16
33
33

60 234
542 436

43

327
1054

(*)第3者契約 ： 韓国情報通信産業振興院、韓国コンテンツ振興院と韓国インターネット振興院などの公共
機関が産業界と大学の間で締結された契約についてサポートする形態
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【参考資料-３】 韓国・知識経済部の IT 名品人材事業について
1. 事業の概要 ※2010年5月26日の知識経済部公告第2010-224号より抜粋(翻訳)
 事業の目的
・ MITメディアラボのように優秀な人材に破格的研究費（1人当たり年間1億ウォン水準）をサポートするIT
名品人材研究所を設立してグローバルITを主導する通渉型創意人材養成(IT Consilience Creative)
 サポート分野 : ITコンバージェンス
※ナノ素材、バイオチップ、u-ヘルス、知能型ロボット、人工知能、生体模倣など
 支援規模 : 10年に1つ選定、'11年1つ追加選定予定
 支援金額 : 研究所当たり年間50億ウォン水準
 サポート期間 : 最大10年間のサポート
 サポート内容 : 研究人件費、研究機器、材料費などの実質的な研究実践活動に必要な研究費支援
 運営方針 :
・ 破格の教育課程の用意 → 研究・実習中心の教育、徒弟式・多学際教育、自律的な学位コースなど
・ 独創的な研究環境づくり → 研究テーマの自律選定、教授陣の研究に没頭環境づくりなど
・ オープンシステム運用 → 産学間の研究者交流、様々な国際交流と協力など
・ 画期的なインセンティブを提供 → 研究成果報酬の拡大、特許技術無料利用など
2. 採択大学の概要
2.1 延世大学 未来融合技術研究所 Yonsei Institute of Convergence Technology (YICT)
Yonsei Institute of Convergence Technology http://www.yict.kr/
IT Consilience Creative Program http://www.yict.kr/yict/01_about/02_it.html
 2010年にソウル大、KAIST、高麗大、POSTECHとの競争を経て、延世大が採択
 IT融合分野で、様々な分野で通渉(Consilience)能力を持ってリーダーシップを発揮する人材を養成する
という意味のダ・ヴィンチ型の人材を10年間で計320人余りを養成する計画
 グローバル融合工学部を新設 (学部課程-3年、修士・博士統合課程-4年)
年間30人の学生を受入れ(奨学金・宿舎・生活費支援)、集中的カリキュラム、1:1徒弟制(多数の教授/
研究員を投入)、海外研修 など
 スポンサー : サムスン電子、LG電子、LGディスプレイ、SKテレコム、仁川市、Innowireless、Infinity
Telecom、知識経済部、NIPA
2.2 POSTECH/韓国ニューヨーク州立大学(SUNY Korea)コンソーシアム "未来のIT融合研究"
Future IT Innovation Laboratory (i-Lab)
Department of Creative IT Excellence Engineering(CITE) http://cite.cafe24.com/directorsmessage_n.html
 2011年に京畿道-成均館大、大田-KAISTコンソーシアムなどとの競争を経てPOSTECH/SUNYが採択
 創意IT融合学科(CITE)を開設し、学部3年、修士・博士3年の3+3の学制を介して人文学的素養を備えたIT
プロフェッショナルを育成する計画 ※「韓国のスティーブ・ジョブズを育てる」との報道記事あり
学部 3年制 60名(20名/年)、大学院 3年制 60-75名(20-25名/年)( SUNY Koreaで10名/年)
100％全額奨学金と生活費支援、6カ月以上米国ニューヨーク州立大学海外研修無料サポートなど
 パートナー : 政府系(知識経済部、NIPA、慶尚北道、浦項市、大邱市、亀尾市)、企業(POSCO、POSCO
グループ企業各社、サムスン電子、LGイノテック、SKテレコム、Vadas、Image Next、I&C Technology)
 初年度の学部生20人の募集に対し369人が志願し、競争率が18倍を超えた。
★通渉(consilience、統摂) : ハーバード大学教授のエドワード・ウィルソンの「Consilience: The Unity of
Knowledge (知の挑戦：科学的知性と文化的知性の統合)」という著書で知られるようになった用語
以 上
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【参考資料-４】韓国・教育科学技術部の産学連携先導大学(LINC)事業について
1. 事業の概要 ※産学連携先導大学（LINC(*)）育成事業公告より抜粋(翻訳)
(*)
 事業の目的
LINC : Leaders in INdustry-university Cooperation)
・ 大学-企業間、産学連携を通じ、大学の教育システムを改善することで、就職ミスマッチ解消と大学と地
域産業の共生発展を牽引する産学協力連携大学（LINC）の育成
 事業内容 :
・ 事業期間：'12年～'16年（2年+3年）
- （1段階）産学連携先導モデルの基盤造成と充実/2年
- （2段階）産学連携先導モデル成果創出と拡散/3年
・ 事業予算：'12年は1,700億ウォン。大学ごとに平均34億ウォン水準
- （技術革新型）大学ごとの平均30～50億ウォン内外/15件前後
- （現場密着型）大学ごとの平均20～40億ウォン内外/35件前後
・ サポート対象：50校前後
- 技術革新型15校前後、現場密着型の35校前後を選定
- 50校のうち35校前後は圏域ごとに選定し、15校前後は全国単位（首都圏を除く）の競争で選定

2. 大学の選定状況 ※2012年03月28日の以下の記事より抜粋(翻訳)
※産学連携先導大学（LINC）51大学選定 http://www.kyosu.net/news/articleView.html?idxno=24906
2012年3月28日に教育科学技術部と韓国研究財団が最終選考結果を発表
 51校の大学（技術革新型14大学、現場密着型の37大学）を選定
 技術革新型
・ 成均館大は5年で修士の学位を取得させる"Fast Track Program"が高く評価された。修業年限を1学期
減らす"学・修士連携プログラム"（学士3.5年、修士1.5年）である。
・ 全北大は今後、"創業教育認定制度"を運営し、5年目に創業学科を開設するという計画を出した。
 現場密着型
・ 産業と直接連携したカリキュラム運営が高い点数。東西大学の"Class Selling"が代表的。東西大学は産
業界から一定の費用を得て共同プロジェクト方式で授業を進行。
 選定大学で採用または採用予定の産学連携重点教授（専任・非常駐）は計794人。現場実習、創業教育
など企業が必要な技術指導、技術開発に参加し教育・研究の現場適合性を高めるために投入される。
タイプ別
圏域別
首都圏

忠清圏

湖南圏+済州圏

大慶圏+江原圏

東南圏
合計

技術革新型

現場密着型

カトリック大学、東国大学校
ソウル科学技術大学
仁荷大学、韓国産業技術大学
建陽学校、檀国大学校（天安）
順天郷大学校、郵送大学
公州大学、忠南大学校
韓国交通大学（旧、忠州大学）
忠北大学
韓国技術教育大学
ハンバッ大学、湖西大学校
広州大学、群山大学
全南大学、全北大学
東新学校、木浦大学
朝鮮大学
順天大学、又石学校
済州大学、湖南大学
江陵原州大学、耕耘大学
江原大学、慶北大学
啓明大学校、金烏工科大学
嶺南大学
大邱カトリック大学、大邱大学
安東大学、延世大学校（原州）
東明大学、東西大学
経常大学、釜慶大学校 東亜大学、東義大学
釜山大学
霊山大学、蔚山大学
昌原大学校、韓国海洋大学
14
37
成均館大学校
漢陽大学（ERICA）

合計
7

11

11

11

11
51

以 上
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【参考資料-５】 サムスン電子の Talent Program について
サムスン電子は2006年から国内の大学と "サムスン電子・情報通信トラック"を運営し産学連携を進めてきたが、
2011年3月18日にサムスン・タレントプログラム（Samsung Talent Program：STP）という名称に変更して国内14大学
と契約を締結したことを発表。このプログラムは、技術人材の育成のために大学と協力して関連分野に必要な技
術とカリキュラムを選定し、学生にプログラムを提示する履修コースである。
1. 運営概要
 対象分野を、既存の通信分野から、サムスン電子の全事業分野と将来分野、基礎分野に拡大。特に、最
近のデザイン競争力の中核として浮上した機械と金型分野が補完・強化され、新素材などの分野も開設。
一部のプログラムは、修士課程と連携して運営。2014年までの4年間のプログラム。
 サムスン電子は、プログラムのプロセス開発と円滑な運営のために大学ごとに毎年1億ウォンの運営資金
を支援。プログラムを修了した学生は、インターン採用時に優遇される。
 インターン実習終了後、入社が確定した学生のうち優秀な学生を大学毎に年間5人ずつ奨学金を支給。
 協約締結大学(14校)
・ 江原大、慶北大、慶煕大、高麗大、光云大、釜山大、西江大、成均館大、亜洲大、仁荷大、全南大、
中央大、漢陽大、弘益大
2. 大学でのSamsung Talent Program履修予定者の選抜基準
 志願資格
・ 直前の学期まで全学年の評価とTrackの教科の評価が3.5/4.5以上。(学部3年後期に応募)
・ 語学成績
- OPIC： Intermediate Low以上
- TOEIC Speaking： Level 5以上
・ 兵役： 兵役済み、またはそれに準ずる資格を獲得した者
・ 上記の条件を満たし教授が推薦する者
 選抜者のメリット
・ サムスン電子インターン応募時のSSAT(*)選考の優遇
・ STP奨学生選抜対象となる（入社確定者の中から教授がSTP奨学生を推薦）
ただし、STP未履修時は奨学生の対象から除外
(*)SSAT : サムスン職務適性検査（SSAT：SamSung Aptitude Test）試験。サムスングループでは正規
社員を採る際、書類選考を通過したもの全員にSSATという試験を受けさせる。
3. ソフトウェア・サムスン・タレントプログラム(S/W Samsung Talent Program)
 2011年11月15日にサムスン電子と成均館大学はソフトウェア分野の優秀な人材を養成するための "ソフト
ウェア・サムスン・タレントプログラム"協約を締結。
 成均館大はソフトウェアサムスンタレントプログラムを、実習中心の専門教育、産業界の専門家による現場
中心の教育、グローバルインターンシップなど特別なプログラムで運営し、学部と大学院生を連携した5
年制の学・修士課程で高度なソフトウェア能力をもつ専門人材を育成する計画。
 ソフトウェアサムスンタレントプログラムの特徴は、履修者は2年生の2学期にサムスン電子採用選考とイン
ターンを経てサムスン電子の就職を保証すると言う点。また、履修者は卒業までサムスン電子から全額奨
学金を支給される。
以 上
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【参考資料-６】 訪問先の参考情報リンク
2012年10月18日 CeFIL
１.

国家科学技術委員会 (NSTC: National Science & Technology Commission)
・ NSTCのWebサイト
http://www.nstc.go.kr/eng/index.jsp
このサイトで以下のパンフレットがダウンロード可能
http://www.nstc.go.kr/eng/contents/common/down/NSTC_Brochure(eng).pdf
・ 2011年11月11日に開催された日本政府関係の研究会資料（内閣府ｗｅｂサイト）
科学技術イノベーション政策推進のための有識者研究会（第一回）
http://www8.cao.go.jp/cstp/stsonota/kenkyukai/1kai/
科学技術イノベーション戦略本部（仮称）に関する検討にあたって
http://www8.cao.go.jp/cstp/stsonota/kenkyukai/1kai/siryo3.pdf
(この資料のp.15の「韓国の科学技術政策システム」でNSTCが紹介されている)
・ デイリーウォッチャー記事 : 国家科学技術委員会「サービスR&D推進総合計画」の発表
http://crds.jst.go.jp/daily/data/20120709-002.html

２.

全国経済人聯合会 (FKI: The Federation of Korean Industries)
・ 全経聯のWebサイト
http://www.fki.or.kr/en/
東京事務所 http://www.kofec.or.jp/mem_view.php?id=415&page=&syozoku=&keyfield=&key=
1961年に民間経済人の自由な意思により設立された民間総合経済団体であり、政府に対する政策
提言等を行っている。会員数は500(企業会員-429、団体会員-67、名誉会員-4)(2012年10月現在の
Webサイト情報による)。

３.

サムスン電子
・ サムスングループの歴史
http://www.samsung.com/jp/aboutsamsung/corporateprofile/history03.html
・ Samsung電子のご紹介
http://www.samsung.com/jp/aboutsamsung/introductionofse/index.html
・ 今回の訪問先(SAIT: the Samsung Advanced Institute of Technology、サムスン総合技術院)の情報
http://www.sait.samsung.co.kr/saithome/01_about/index.jsp
・ 世界の大学からの技術アイデア募集 The SAMSUNG Global Research Outreach (GRO) program
http://www.sait.samsung.co.kr/saithome/01_about/gro_overview.jsp
・ 契約学科に関する記事
2011-11-25 サムスン電子、成均館大と携帯電話学科運営4年延長...漢陽大とSW学科を開設
※ハングルWebサイト
http://www.hankyung.com/news/app/newsview.php?aid=2011112563761
・ IT融合学科に関する記事
2011-09-02 サムスン電子、次世代IT人材育成で大学と協力
http://www.wowkorea.jp/news/korea/2011/0902/10088126.html
・ Samsung Talent Program（STP) に関する記事
2011-03-09 サムスン電子が技術分野の人材育成で韓国内14大学と提携：日本経済新聞
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFK09020_Z00C11A3000000/
・ サムスン電子とソウル大学のソフトウェア共同研究センター設立
2012/08/03 サムスン研究 第10回 ソフトウェア一流化 [日韓産業技術協力財団 石田 賢 氏]
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Korea Watch ニュース 東洋経済日報
http://www.toyo-keizai.co.jp/news/koreawatch/2012/10_49.php
ソウル大学ソフトウェア共同研究センター Center for Intelligent Computing
http://cic.snu.ac.kr/cx/
・ IT名品人材事業に関する記事
AUGUST 26, 2010 「ＩＴ名品人材」初事業者に延世大学 東亜日報
http://japan.donga.com/srv/service.php3?biid=2010082602068
2011-07-06 IT名品人材養成事業に浦項工科大学コンソーシアム ※ハングルWebサイト
http://www.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2011070614551452877
延世大 未来融合技術研究所 Yonsei Institute of Convergence Technology
http://www.yict.kr/
ITクリエイティブ知の統合プログラム IT Consilience Creative Program
http://www.yict.kr/yict/01_about/02_it.html
POSTECH Department of Creative IT Excellence Engineering
http://cite.cafe24.com/directorsmessage_n.html
POSTECH i-Lab、MITメディアラボと本格的な交流 ※ハングルWebサイト
http://www.postech.ac.kr/webzine/201110/webzine.php?menu_id=1&article_no=1283l
・ その他のサムスン電子に関する記事
2011-10-13 「２万５千人では不足」サムスンがソフトウェア開発人材を強化 中央日報
http://japanese.joins.com/article/592/144592.html
2012/09/07 サムスン研究 第14回 体験式の新入社員教育 [日韓産業技術協力財団 石田 賢
氏] Korea Watch ニュース 東洋経済日報
http://www.toyo-keizai.co.jp/news/koreawatch/2012/14_6.php
2009.10.1 サムスン電子、夢の職場 "デジタルシティ"作る - 大学のキャンパスのような... ITメカ...
文化・感性・技術の共存を宣言 ※ハングルWebサイト
http://www.kyeongin.com/news/articleView.html?idxno=480360
４.

KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology)
・ Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/KAIST
・ KAISTのWebサイト
http://www.kaist.edu/edu.html
KAIST 2011 Annual R&DReport
http://www.kaist.edu/english/download/KAIST%202011%20Annual%20R&D%20Report_eng.pdf
KAIST Handbook for International Students
http://www.kaist.edu/english/handbook/Student%20Handbook_2012-2013.pdf
pp.3-4に学部/専攻の構成、p5-6にキャンパスマップがあります。
Faculty Handbook
http://www.kaist.edu/english/handbook/facultyhandbook.pdf
pp.5-8にKAIST Overview(歴史、組織構成、人員、学部構成など)があります。
・ KAIST技術経営専門大学院 (Graduate School of Innovation and Technology Management)
http://itm.kaist.ac.kr/eng
・ KAIST Computer Science Department
http://cs.kaist.ac.kr/?sid=sub01_1
・ KAISTソフトウェア大学院
http://software.kaist.ac.kr/
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・ サムスン電子との協同のプログラム
EPSS (Educational Program for Samsung Semiconductor)
http://epss.kaist.ac.kr/
http://epss.kaist.ac.kr/contents/intro/intro_010000.jsp
・ LINC(産学連携先導大学)事業関連の記事
2012-01-10 教科部、産学連携先導大学50校選定...1700億ウォン支援
http://japan.ajnews.co.kr/view.jsp?newsId=20120110000449
2012-07-14 教育科学技術部－知識経済部，「LINC事業－２段階広域先導事業」合同発足式の
開催
http://crds.jst.go.jp/daily/data/20120726-001.html
LINC事業ホームページ 大学と企業のエキサイティングな出会い、リンク（LINC）2012
http://linc2012.tistory.com/
５.

シリコンワークス社 (Silicon Works Co., Ltd.)
・ シリコンワークス社のWebサイト
http://www.siliconworks.co.kr/Main_A.do?am=setLanguage&language=ENGLISH
・ シリコンワークス社の関連記事
2012年3月の韓国ディスプレイ業界の動向 (webページの中程に記事あり)
http://www.displaybank.com/_jpn/research/markettrack_view.html?id=5890
2011年01月19日 ソニー・アマゾンにも納品…世界の半導体設計標準を変えた（１） 中央日報
http://japanese.joins.com/article/775/136775.html?sectcode=320&servcode=300
2011年01月19日 ソニー・アマゾンにも納品…世界の半導体設計標準を変えた（２） 中央日報
http://japanese.joins.com/article/776/136776.html?sectcode=&servcode=300

６.

特区 (大徳研究開発特区 Daedeok R&D Special Zone)
・ the INNOPOLIS Daedeok
http://dd.innopolis.or.kr/eng/
・ 特区の紹介(日本語ページ)
http://www.ddi.or.kr/jp/01_introducing/01_bird.jsp
特区本部(日本語ページ)
http://www.ddi.or.kr/jp/06_about/02_vision.jsp

７.

POSTECH (Pohang University of Science and Technology、浦項工科大学校)
・ Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/浦項工科大学校
・ POSTECHのWebサイト
http://www.postech.ac.kr/
・ 今回の訪問先のエンジニアリング大学院 (GEM : Graduate School of Engineering Mastership)
http://gem.postech.ac.kr/
・ 情報系の専攻
Department of Computer Science & Engineering
http://cse.postech.ac.kr/e/
Educational Institute of Future Information Technology
http://eece.postech.ac.kr/
・ 新しい取り組み
Division of IT Convergence Engineering
http://itce.postech.ac.kr/
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2009年に教育科学技術部(Ministry of Education, Science and Technology)がWCU(World Class
University)プログラムとしてファンドして設立された学部
IT名品人材事業に採択された取り組みを実施する学科
Department of Creative IT Excellence Engineering
http://cite.cafe24.com/directorsmessage_n.html
POSTECH i-Lab、MITメディアラボと本格的な交流 ※ハングルWebサイト
http://www.postech.ac.kr/webzine/201110/webzine.php?menu_id=1&article_no=1283l
８.

POSCO (ポスコ)
・ Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/ポスコ
・ POSCOのWebサイト
http://www.posco.co.kr/homepage/docs/jpn2/jsp/s91a0030001i.jsp
http://www.posco.co.kr/homepage/docs/jpn2/html/company/posco/s91g1000010m.jsp

９.

韓国の産学連携による人材育成に関する参考資料
・ 韓国における科学技術人材政策の展開－人材育成と人材国際流動－
https://www.kitakyu-u.ac.jp/_lib/monograph/international/KB000110YM.pdf
北九州市立大学外国語学部の尹明憲教授の論文
・ アジアにおける産学官連携支援に関する調査研究(九州大学・知的財産本部)
http://imaq.kyushu-u.ac.jp/ja/data/report_material_20.pdf
・ IPAの調査報告
実践的なＩＴ人材育成のための産学連携教育に関する国内外の事例調査
http://www.ipa.go.jp/jinzai/renkei/chousa/2011_jirei/
第3章 海外におけるIT人材育成のための産学連携教育に関する組織的事例調査 （pp.335-350）
http://www.ipa.go.jp/jinzai/renkei/chousa/2011_jirei/doc/1_report_3.pdf
産学連携による実践的ＩＴ教育 先導的取り組み事例 ～ 海外編～ （pp.93-96）
http://www.ipa.go.jp/jinzai/renkei/chousa/2011_jirei/doc/3_jirei_2.pdf
・ 横浜国立大学 成長戦略研究センター 金 官正 先生のレポート
韓国の人材育成分野における産学連携政策－大学と企業などによる「契約学科」の設置・運営制度
を中心に－
http://www.cseg.ynu.ac.jp/doc/dp/2010-CSEG-05.pdf
韓国の中小企業人材育成支援政策－産学連携を活用した「中小企業型契約学科制度」を中心に－
http://www.cseg.ynu.ac.jp/doc/dp/2011-CEGS-03.pdf
以
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