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1.  はじめに 

1.1  委員会の趣旨 

独立行政法人科学技術振興機構（JST）研究開発戦略センター(CRDS)は、我が国において今後研

究開発投資を行うべき研究領域、研究課題、及びその推進方策について提言することを目的に活動

している。 
 
現在の日本が抱える様々な問題を解決するには、細分化された科学分野の中で研究領域・課題を

見出していくだけでは不十分であり、科学分野全体を俯瞰した上で、異なる分野を統合して問題解

決に適用していくことが求められている。そのためには、人間・社会・人工物をシステムの視点か

ら探求し、俯瞰的統合的な手法で課題を解決するための科学―システム科学が不可欠である。 
システム科学ユニットは、このような問題意識の下に、システム科学の推進とシステム科学によ

る効果的な分野の統合化をはかっていくこと目指し、2009 年 10 月に CRDS に新設された。 
 
「システム科学技術推進委員会」は、システム科学ユニットの活動の一環として開催するもので、

有識者による議論を通じて下記を実施する。 

(1) 日本におけるシステム思考（システム科学）の弱さや、システム思考が弱いために生じてい

る様々な問題の明確化 

(2) 問題を解決するための共通する理論や方法論の体系化、及び現代科学技術におけるシステム

科学の位置づけの明確化 
 
また、これらの結果を受けて、個別分野とシステム科学の協働のあり方や、システム科学の推進

方策に関する政策提言の作成を目指す。 
 
 

 本記録は、委員会に参加する有識者の問題意識の共有化をはかることを主目的に、「システム科学

技術と人材育成」というテーマの下に開催された、第 8 回委員会の内容を取りまとめたものである。
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1.2  第 8 回のテーマ設定に関して 

人材育成は、どの分野においても振興策の出発点であり目標である。研究者がどういう形で育っ

ているかということを見れば、その分野の活力、活性度がわかると言われているほどで、システム

科学技術の推進にあたっても、人材育成についての戦略をきちんと立てることが大変重要なポイン

トである。 
今回は、システム思考やシステム科学技術と教育との関連について、議論を行うことを目的とし

ている。 
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2.  第 8 回委員会 概要 

2.1  第 8 回委員会 議事次第 

1．日時・場所 

  日 時： 9 月 22 日（水） 10 時～12 時 30 分 
場 所： JST 究開発戦略センター 2 階大会議室 

  テーマ： システム科学技術と人材育成 
 
2．プログラム （予定・敬称略）   

10:00～10:05 
配付資料確認       ［事務局］ 
第 8 回のテーマ設定について    ［木村上席フェロー］ 

10:05～10:45 （発表 30 分+質疑 10 分） 
システム思考・能力を涵養する実践的人材育成 

［市原健介 日本貿易振興機構 産業技術部長］ 
  10:45～11:25  （発表 30 分＋質疑 10 分） 
   慶應システムデザイン・マネジメント研究科の挑戦： 
   大規模・複雑システムの構築と運用をリードする人材の育成 

             ［神武直彦 慶應義塾大学 准教授］ 
11:25～12:30 （65 分） 

   システム科学技術を担う人材育成について 
・討論（30 分） 

   第 7 回の討論を踏まえて 
・前回のまとめ（5 分） 
・討論（30 分） 

閉会挨拶       ［木村上席フェロー］ 
 
3．配布資料 

資料 1 委員名簿 
資料 2 第 8 回参加者一覧 
資料 3 市原氏ご講演資料① 
資料 4 神武先生ご講演資料② 
(冊子)  第 6 回委員会記録集 
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2.2  市原健介先生 ご講演概要 

♦ MOT という概念は、1960 年代の米国、特にアポロ計画はじめ大規模な研究開発のプロジェク

トをいかにマネージするかというシステムへのアプローチというところから発達していった考

え方である。もともとは研究開発のマネージだったものが、組織や企業のマネージへ、テーマ

として取り上げられるものが変遷し、イノベーションそのものをどう進めていくかという基本

的な考え方のベースになった。 
♦ 日本の産業界も様々な MOT の手法を行ってきた。経済産業省も、ビジネスの場面で通用する

実践性や学際的な特徴も持ち、また、そこに現実に裏打ちされた理論をベースにした論理性と

いうものも必要ではないかという考えのもと、産学連携の一環として、技術経営人材育成の施

策に取り組んだ。 
♦ キャッチアップの時代からフロントランナーの時代へと時代が変化し、人と差別化する価値を

商品に付加してビジネスを組み立てるために、ビジネス界は「知識よりも考える力」を大学・

大学院に望むようになり、教育界との間に教育に関する認識の落差が生まれた。アメリカでも

同様のことが起きている。 
♦ 社会で期待される実践的能力を明らかにし、それに対して、マネジメントに関するスキルマッ

プを作成した。基礎知識だけではなく、リーダーシップ、チームワーク、コンセプトの構築能

力、問題発見・解決能力、環境・安全への配慮や倫理観等、文字としては伝えきれない概念や

能力を身につけさせる人材育成が必要である。そのために、認知心理学の成果も取り入れなが

ら、ケースメソッドや PBL 等、多種多様な教授法が開発・実践されている。 
♦ リーダー育成に関しても分析を行い、OJT や座学研修では身につけられない、技術・市場をビ

ジネスとして統合する概念思考力や、組織を感化する先導力が重要であることが浮かび上がっ

た。しかし、より本質的な部分の育成に必要な Off-JT の研修は、企業内で実際に実施していく

のはなかなか難しく、現実の限界がある。 
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2.3  神武直彦先生 ご講演概要 

♦ 慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科は、大規模・複雑化したシステム

の問題を単一のディシプリンで解決することは困難という問題意識から 2008 年に設立。シス

テムズエンジニアリングを学問の基盤とした文理融合型の、既に何らかの専門性を有する社会

人を主対象とした大学院である。 
♦ 研究科の目的は、「システムデザイン・マネジメント学」を新しい学問として体系を構築するこ

と、それから、大規模・複雑システムの構築と運用をリードする人材を育成することである。 
♦ 研究科では、社会・産業界との関係を も重要なものと認識している。産業界から大学院への

ニーズを調査した上で、構築・運用を行っている。学生による自己評価の範囲では、産業界か

らのニーズに応えている教育をある程度実施できていると考察している。 
♦ 座学だけでなく、システムズエンジニアリングにおける V モデルに沿って、実際にシステムづ

くり、サービスづくりを経験させる演習授業を行っている。なかでも、デザインプロジェクト

ALPS（Active Learning Program Sequence）は、企業からプロジェクトのテーマを募集し、

海外の大学とも連携しながら行う非常にユニークな授業である。 
♦ 卒業生が出向元、あるいは、新たな企業において、大学で身に付けたことが本当に役に立って

いるのか追跡調査し、具体的に検証・評価しながら、フィードバックしていくことを試みてい

く予定である。 
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2.4  第 8 回委員会 参加者一覧 

敬称略
氏名 所属機関 役職
講師

神武　直彦 慶應義塾大学　システムデザイン・マネジメント研究科 准教授

市原　健介 （独）日本貿易振興機構 産業技術部長

委員

岩橋　良雄 日鉄日立システムエンジニアリング（株） 代表取締役社長

桑原　洋 （株）日立製作所 特別顧問

前山　淳次 株式会社　富士通エフサス 顧問

丸山　宏 キヤノン（株）デジタルプラットフォーム開発本部 副本部長

赤松　幹之 （独）産業技術総合研究所　人間福祉医工学研究部門 研究部門長

内田　健康 早稲田大学　理工学術院　電気・情報生命工学科 教授

倉橋　節也 筑波大学大学院　ビジネス科学研究科 准教授

三平　満司 東京工業大学　大学院理工学研究科　機械制御システム専攻 教授

津田　博史 同志社大学　理工学部　数理システム学科 教授

椿　広計 大学共同利用機関法人　情報・システム研究機構　統計数理研究所 副所長

出口　光一郎 東北大学　大学院情報科学研究科　システム情報科学専攻 教授

安岡　善文 国立環境研究所 理事

吉岡　真治 北海道大学大学院　情報科学研究科　コンピュータサイエンス専攻 准教授

板倉　康洋 東京農工大学 学長特任補佐

有本　建男 （独）科学技術振興機構　研究開発戦略センター　 副センター長

丹羽　邦彦 （独）科学技術振興機構　研究開発戦略センター　 上席フェロー

事務局

木村　英紀 （独）科学技術振興機構　研究開発戦略センター　 上席フェロー

本間　弘一 （独）科学技術振興機構　研究開発戦略センター　 フェロー

前田　知子 （独）科学技術振興機構　研究開発戦略センター　 フェロー

武内　里香 （独）科学技術振興機構　研究開発戦略センター　 フェロー
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2.5  システム科学技術推進委員会 委員名簿 

（2010 年 9 月 22 日開催時） 
敬称略

所属機関 役職

1 岩橋　良雄 日鉄日立システムエンジニアリング（株） 代表取締役社長

2 桑原　洋 （株）日立製作所 特別顧問

3 前山　淳次 株式会社　富士通エフサス 顧問

4 丸山　宏 キヤノン（株）デジタルプラットフォーム開発本部 副本部長

5 赤松　幹之 （独）産業技術総合研究所　ヒューマンライフテクノロジー研究部門 研究部門長

6 内田　健康 早稲田大学　理工学術院　電気・情報生命工学科 教授

7 倉橋　節也 筑波大学大学院　ビジネス科学研究科 准教授

8 三平　満司 東京工業大学　大学院理工学研究科　機械制御システム専攻 教授

9 杉原　正顯 東京大学　大学院情報理工学系研究科　数理情報学専攻 教授

10 津田　博史 同志社大学　理工学部　数理システム学科 教授

11 椿　広計 大学共同利用機関法人　情報・システム研究機構　統計数理研究所 副所長

12 出口　光一郎 東北大学　大学院情報科学研究科　システム情報科学専攻 教授

13 中村　佳正 京都大学　情報学研究科 数理工学専攻 教授

14 古田　一雄 東京大学　大学院工学系研究科　システム創成学専攻 教授

15 安岡　善文 国立環境研究所 理事

16 吉岡　真治 北海道大学大学院　情報科学研究科　コンピュータサイエンス専攻 准教授

17 市原　健介 （独）日本貿易振興機構 産業技術部長

18 板倉　康洋 東京農工大学 学長特任補佐

19 吉川　弘之 （独）科学技術振興機構　研究開発戦略センター　 センター長

20 有本　建男 （独）科学技術振興機構　研究開発戦略センター　 副センター長

21 黒田　昌裕 （独）科学技術振興機構　研究開発戦略センター　 上席フェロー

22 丹羽　邦彦 （独）科学技術振興機構　研究開発戦略センター　 上席フェロー

23 笠木　伸英 （独）科学技術振興機構　研究開発戦略センター　 上席フェロー

24 木村　英紀 （独）科学技術振興機構　研究開発戦略センター　 上席フェロー

25 本間　弘一 （独）科学技術振興機構　研究開発戦略センター　 フェロー

26 前田　知子 （独）科学技術振興機構　研究開発戦略センター　 フェロー

27 武内　里香 （独）科学技術振興機構　研究開発戦略センター　 フェロー

事務局

氏名
産

学

官

JST関係者
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3.  第 8 回委員会 講演記録 

3.1  市原健介先生 ご講演記録 

 

 
本日させていただくお話は、私がちょうど内閣府の科学技術政策担当の部署から経済産業省に戻

って、産学連携の部署におりましたときの経験からのお話でございます。 
産学連携といってもいろいろな産学連携がございまして、私は産学連携による人材育成という部

分を主に担当し、その中の一つのテーマが MOT（Management of Technology）、技術経営人材

の育成というものでございました。ほかにも、JABEE（Japan Accreditation Board for Engineering 
Education：日本技術者教育認定機構）による認証システム、これは日本で工学教育を受けた技術

者のアクレディテーションの仕組みですが、ワシントンアコード1の枠組みで国際認証してもらうよ

うなお手伝いをしていました。その中で私自身が取り組んでいた仕事が、考えてみればまさしく今

この委員会で進められているテーマに内容的にぴったりだったと考え、当時の知見を紹介させてい

ただくことにした次第でございます。 
 
 

                                                 
1技術者教育の質的同等性を国境を越えて相互に承認し合う協定で、1989 年に締結された。アメリ

カ，カナダ等のアングロサクソン系諸国 8 カ国による。 

システム思考・能力を涵養する
実践的人材育成

平成２２年９月２２日

日本貿易振興機構（ジェトロ）

産業技術部長

市原 健介
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MOT というのは、テクノロジーベースのビジネスをする企業体や組織体が、テクノロジーを成

果に結びつけ、マーケットから利益を得て次のビジネスにつながるように、マネージすることです。

英語の“to manage”の意味が何とかやり遂げることであるように、どうにかしてそれをやり遂げ

完了する、まさしくそういうことを指す言葉ですね。旧通商産業省の中では、90 年代の初めぐらい

から、小さなグループで新たなマネジメントの研究機関の設立についての勉強が始まっていました

けれども、そういう取組が必要だと活動が本格的になったのが 90 年代の後半になってから、実際

に施策として予算がつくのは 21 世紀になってからのことでした。 
この MOT という概念を調べてみますと、1960 年代の米国、特にアポロ計画はじめ大規模な研究

開発のプロジェクトをいかにマネージするかという、いかにもシステムへのアプローチというとこ

ろから発達していった考え方です。70 年代から 80 年代にかけては、アメリカは日本の技術力・生

産力の前に、当事者の立場に立てば非常に屈辱的な位置に置かれ、経済的に日本に飲み込まれるの

ではないかという時期で、テクノロジーのマネジメントという方向へスコープが変遷した。例えば、

１つの小さな箱の中にたくさんの機能が詰まったカメラ、こんなものを目の前にしてどうすればい

いんだというようなときに、それでもカメラという装置そのものの概念を出したのは日本ではなか

った、そういうところに日本に対抗する手段があるのではないかという考えが、アメリカの競争力

を研究するチームの中から生まれてきたわけです。 
経営者向けに、いかに技術というものを戦略的に経営の武器にしていくのかという MOT の概念、

手法の開発、教育手法までが再構築された結果が、90 年代のアメリカの経済的な興隆につながった

一因だったというふうに言われております。これがいわゆるイノベーション、これは技術革新も含

む多くの概念が入った言葉ですけれども、イノベーションそのものをどう進めていくかという基本

的な考え方のベースになりました。もともとは研究開発のマネージだったものが、組織とか企業の

マネージへ、テーマとして取り上げられるものが、だんだん変わってきたわけです。 

技術経営（MOT：Management of Technology）とは、 技術に立脚する事業を行う企業・
組織が、持続的発展のために、技術が持つ可能性を見極めて事業に結びつけ、経済
的価値を創出していくマネジメント。
１９６０年代の米国大規模研究開発プロジェクトのマネージメントに端を発するとされる。
技術経営は、時代の変遷とともにその中心とするテーマを変遷。１９８０年代後半以降、
本格的に研究・導入され、技術革新による産業競争力強化に重要な役割を果たした
といわれている。

出典： David Weber氏の講演資料を

基に経済産業省が加筆

技術経営（MOT）とは

MOTのスコープとその変遷
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もちろん日本の産業界も MOT は進めてきました。それがあったからこそ、80 年代のアメリカが

日本の技術力、生産力の前に非常に厳しい状態に置かれたわけですけれども、逆に、日本の企業の

behavior そのものが MOT の手法として内外の学者に研究されました。教科書どおりにコア技術に

特化するような戦略にアプローチしたり、ステージゲット法で次々と研究開発テーマを段階段階で

絞って、資源投入を集中化していったり、また、組織の改革や知財のマネジメント、外部機関との

連携など、いろいろな形での MOT を日本企業は実践してきました。 
 
 

 

技術戦略

A社（家電） ～選択と集中によるコア技術戦略～

液晶事業への経営資源の選択と集中と、大型設備投資による事業を展開し、シェアを拡大。
キーデバイスの液晶、生産技術、応用商品の開発を相互に連関させた、時代最先端技術の
継続的進化革新という技術戦略を展開。

研究開発
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

B社（総合化学） ～ステージゲート法によるR&Dテーマの選定～

研究開発ﾌﾟﾛｾｽ（アイデアのテーマ化→テーマ分析→事業性検証→開発→企業化）における
各段階（ゲート）で、事業戦略との整合や事業性を精査することで、研究開発の投資効率を
向上。ゲート管理には、研究開発部門、事業部門、販売部門の責任者が参加。

新規事業
創出

C社（総合電機） ～専任組織設置による新規事業の立上げ～
戦略的かつ横断的なﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ機能の強化のため、社長直属の専任組織を設置し、研究者
を選抜。新規事業の立ち上げに向けたﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞや戦略の策定等を実施。これまで、社内ﾍﾞ
ﾝﾁｬｰの創設や、社内ﾍﾞﾝﾁｬｰの事業部への昇格等の成果が上がっている。

知財活用

D社（精密機器） ～Patent Grade-up Activity（PGA）による特許戦略の遂行～

研究開発者からの特許ｱｲﾃﾞｱの提案を受け、開発者、知財部長、知財担当者で特許化に向
けた検討を実施。重要案件は、より強固な特許とするために、さらに多面的な検討を加える。
研究開発部門と知財部門が密接に連携することにより、事業戦略上、価値の高い特許取得
を実現している。

外部資源
活用

E社（電子機器） ～外部機関と連携した新規技術の探索と開発～
大学、研究機関、ﾍﾞﾝﾁｬｰ企業、競合企業などの外部機関と共同で技術開発を進めるため
の専用スペースを設置。外部資源活用による、テーマの発掘、設計、試作、評価、解析など
生産の前段階までの活動を推進している。

企業におけるMOTの実践例
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私どもがこの施策を取り上げた 2000 年当時、日本の製造業の研究開発投資が約 10 兆円、製造業

全体の利益も 10 兆円、つまり投資した額程度しか利益がでない状況でした。80 年代では投資額の

4～5 倍利益を得ていたことを考えれば、いかにもマネジメントができていないではないかという問

題意識があったわけです。そんな中で、MOT というものは、いかに技術と経営の本質に精通し、

組織をまたがるマネジメントをしていくか、そんな中で、ビジネスの場面で通用する実践性とか学

際的な特徴も持ち、また、そこに現実に裏打ちされた理論をベースにした論理性というものも必要

ではないかという考えのもとでした。 
教える科目としてみれば、一つにはビジネスのマネジメントであり、テクノロジーのマネジメン

トであり、また、リーダーシップなどですが、これは縦割りの組織や社会では教える仕組みができ

ません。教育界と産業界がいかに連携していくか。それから、教育の中でも、工学系と経営系が連

携してシステマチックに行われないといけない。また、マネジメントのベースは、その社会の文化

に由来いたしますから、そこは日本の現場をベースとした学術的なアプローチが非常に重要になり

ます。日本の社会の行動様式に合ったマネジメントを、実証をベースにして論理的に学術的に明ら

かにすることによって、社会で通用するマネジメントというものが生まれてきたと言えます。 
 

技術経営人材には、日々刻々と変化する時代の中で、技術の本質と経営の両面に精通して
いることや、組織をまたがる事業推進能力等が重要である。

このため、技術経営人材の育成プログラムにおいては、ビジネスの場面で通用する「実践
性」、技術と経営の両方に通じる「学際性」、学術的な分析・研究に裏打ちされた「論理性」が
共に求められる。

ＭＯＴ教育の推進に当たっては、教育界と産業界との連携、工学系と経営系の連携、ビジネ
スの現場を対象としたマネジメントに係る学術研究などの取り組みが必要。

ビジネス・マネジメント・コア テクノロジー・マネジメント・コア

・経済学

・ファイナンス

・会計学

・組織論

・戦略論

・マーケティング

・コミュニケーション論

・意志決定論 など

・テクノロジー・プロセス・マネジメント

プロジェクトマネジメント

オペレーション・マネジメント など

・技術戦略

Ｒ＆Ｄの事業化戦略

戦略的提携・技術獲得論 など

・イノベーション・ダイナミクス

・知財マネジメント など

リーダーシップ論 アントレプレナーシップ論

MOT人材育成プログラムの概要
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これは当時の科学技術白書に載っているものですが、「民間企業が大学・大学院に望むこと」とい

うアンケートに対して、実に 4 分の 3 の企業が「知識よりも考える力をつけさせてくれ」と、そう

いう訴えをしています。MOT のようなものに対して、政策の中で応えていかなくてはいけないと

いうことの も端的な例ですね。 
 
 

産業界には、実践的で自ら考える教育に対する強い期待がある

出所：平成１５年版科学技術白書
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こういう要求が出てきたのは、言い古されたことではございますけれども、キャッチアップの時

代、外にモデルを求めてつくれば売れた時代から、日本もフロントランナーの一員になって、自分

で道を切り開かなければいけない時代になったことがあったんだと思います。ですから、ビジネス

をやっている人は、常に社会にどう付加価値として訴えていくかということを考えなくてはいけま

せん。 
 

社会・経済を巡る時代の変化

キャッチアップ時代の終焉
（外にモデルを求めることができた）

＜作れば売れた＞

フロントランナー時代の到来
（自ら道を切り拓いてゆかなければ始まらない）

＜単なるモノやサービスでは売れない＞
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当時の日本ではもう既に、自動車会社は単なる移動手段としての輸送機器を売っているという意

識だと売れなかったわけですね。「ものより思い出」というコマーシャルがありましたが、他にも

AAA という安全を売り物にした例があり、またハイブリッド車に乗ることによって環境問題に貢献

していくとか、人と差別化する価値がどこにあるのかというところをベースにしないと、ビジネス

が組み立てられなくなっています。化粧品会社は単なる顔に塗るものを売っているのではなくて、

売っているのは希望とか夢ですね。美容院というのは単に髪を切るサービスを売っているのではな

く、会話のやりとりが非常に重要だとか、逆に会話をしない美容院をつくるとある種の客を惹きつ

けるのではないかなど、ものの付加価値というのはたくさんあるという、これはその一つの例です。 
 
 
 

本当は何を売っているのか？

自動車会社
思い出
安心・安全
環境への貢献

化粧品会社
希望
夢

美容院 会話
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教育界とビジネス界との落差について考えていたところ、アメリカにおいても 70 年代から 80 年

代にかけて、大学を出た者が社会で役立たないということが散々言われて、非常に詳細な分析が行

われているのを見つけました。この表は、91 年にアメリカのキャンディとクレベールがまとめた『象

牙の塔からコンクリートジャングルへ』という 55 の論文集に出ています。 
ラーニングに対する認識が大学と企業でどう違うのか。大学は知識を与えようとするけれども、

社会は事態に適応する能力というものを求めている。大学では学習する内容を重視しているけれど

も、企業はプロセス。それから、教育機関では目的や範囲が既に決定された内容のものを習得する

のですが、企業は多様な情報や期限、コストの制約があって、予測不能な人間行動の中にあってど

う対応するかを求めているなど。また、知識の性質としては、知識が体系化されていて現実社会と

の関連が希薄になっている大学の中と、現実社会そのものの中にいる企業。目的や条件が既に与え

られた中で学習するのか、自分の発意によって学習するのか。答えがある世界なのか、実は漠然と

して、あいまいとしていて、正解と言われるものがない中で対応するのか。それから、他者が評価

するのか、自らも評価することが大切なのか。主な評価対象が筆記試験なのか、コミュニケーショ

ンなのか。それから、十分に時間があるのか、場合によっては全く時間がない中で対応するのか。 
実にいろいろな差があって、根本的に求めているものが違う。この表を見たときに、これこそ考

えていた違和感のベースだなと思ったわけです。 
 
 

出所：P. C. Candy and R. G. Crebert (1991)より作成

大学と企業のLearningに対する認識の相違

集団（チーム）の成果が評価される個人単位で成果を評価個人と集団

迅速な意思決定が求められ、市場の変化
等不可抗力の要因によっても時間が制約
される

長期であり、十分に情報を吸収し準備
する時間がある

対応する時間

雑然とし曖昧であり、唯一の正解はない整然とした正答が存在する問題の扱い

自らの発意による学習目的や状況が与えられた中での学習学習の状況

実践的な問題への対処きれいに整理された回答要求される回答

自己評価も重要教員という他者が評価学習評価

新しい専門知識を即座に吸収し、新たな
状況に適用する能力

たくさんの知識卒業生への期待

コミュニケーション筆記試験主要な評価対象

現実社会の知識現実社会との関連が希薄知識の性質

多様な情報、期限やコストの制約、予測
不能な人間行動等の真っ直中（柔軟性と
想像力こそが重要）

目的や範囲が既に決定された内容の
習得（柔軟性や想像力は育たない）

学習環境

内容よりプロセス学習する内容重視されること

企業大学

集団（チーム）の成果が評価される個人単位で成果を評価個人と集団

迅速な意思決定が求められ、市場の変化
等不可抗力の要因によっても時間が制約
される

長期であり、十分に情報を吸収し準備
する時間がある

対応する時間

雑然とし曖昧であり、唯一の正解はない整然とした正答が存在する問題の扱い

自らの発意による学習目的や状況が与えられた中での学習学習の状況

実践的な問題への対処きれいに整理された回答要求される回答

自己評価も重要教員という他者が評価学習評価

新しい専門知識を即座に吸収し、新たな
状況に適用する能力

たくさんの知識卒業生への期待

コミュニケーション筆記試験主要な評価対象

現実社会の知識現実社会との関連が希薄知識の性質

多様な情報、期限やコストの制約、予測
不能な人間行動等の真っ直中（柔軟性と
想像力こそが重要）

目的や範囲が既に決定された内容の
習得（柔軟性や想像力は育たない）

学習環境

内容よりプロセス学習する内容重視されること

企業大学
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産業界や教育界などのいろいろな方に、「どんな能力が求められていて、どういう人材育成がされ

るべきなのでしょうか。」ということを訊いて、私なりにポイントをまとめてみました。 
基礎知識、これは必要です。これがないとその人のベースになるノレッジがありません。しかし、

状況は常に変化している。その状況の中で不確かで断片的な情報、まだ体系化されていない、もし

くは、次々と生まれる社会の事象の中で体系化をいろいろな人が試みようとする、そういう中から

断片でもいいから重要なものを見つけ出して活用するという力。それから、不完全な情報しか得ら

れなくても、限られた時間内に自分で考え抜いてコンセプトを生み出して決断を導く思考力。それ

から、チームワークとかコミュニケーション能力とか、こういうことが必要なんだということがい

ろいろな方のご意見から見えてきたわけでございます。 
 

社会で期待される実践的能力

広範な基礎知識

間断なく変化する状況の中で、不確かで断片
的な情報、体系化されていない知識を活用す
る力

不完全な情報しか得られなくとも、限られた時
間内に、自ら考え抜き、コンセプトを生み出し、
決断を導く思考力

チームワーク、コミュニケーション能力 等
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それでは、具体的に求められるスキルは何なのか、一覧にできないのかという取組として、スキ

ルマップをつくるアプローチを行いました。専門領域のスキルマップというのは、IT スキル標準な

どいろいろなアプローチがありますが、マネジメントに関しては、やろうと思ったら非常に大変で

莫大な予算も使いました。 
この表は一つの端的な成果ですけれども、経営／管理、技術開発／商品化、人間力、それからビ

ジネススキルの 4 つのカテゴリーに分け、それらに経営戦略や経営管理とか細かいコンポーネント

をつけています。この色の濃さはこの部分に関するスキル、ノリッジの深さですね。例えば、トッ

プクラスの職層の人は、プロジェクト管理は知らなくてもいいけれども事業性評価については詳し

く知っていてほしい。現場のマネージャーというのは、プロジェクト管理に優れ、特にコミュニケ

ーションは優れていなくてはいけないなど。 
この表の背後には、これらの能力がどのような内容の学習によってどこで身につけられるのかと

いうことなども含めて、莫大な情報が整理されています。いまお見せしているスライドは、例とし

て大手 IT 企業を分析対象にしたものですが、これが中小ベンチャーですとまた全然違う分布にな

って、上の経営幹部層がほとんどすべて濃く塗りつぶされたスーパーマンに近い存在になるか、も

しくは経営幹部層の中で、それらの役割を分担しあうことが求められます。例えば、本田宗一郎さ

んに藤沢さんがいたように、お互いに補完するような関係でここの部分を全部満たすようなスキル

が満たされても構わないわけです。 
この表は、発表した当時には企業教育の関係者とかにそれなりに注目された経緯があります。当

時の MOT 人材育成に関する経済産業省の活動成果は、バックデータを含め Web 上にほとんど残さ

れておりますので、ご興味のある方はアクセスしてみてください。 

マネジメントに関するスキルマップ
スキルカテゴリー

サブカテゴリー

コンポーネント

経
営
戦
略

経
営
管
理

事
業
化
力

事
業
性
評
価

プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
管
理

技
術
資
源

管
理

知
財
管
理

情
報
管
理

技
術
開
発

技
術
革
新

生
産
管
理

知
財
活
用

品
質
管
理

商
品
企
画

外
部
活
用

市
場
戦
略

市
場
開
発

意
思
決
定

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

リ
ー

ダ
ー

シ
ッ
プ

モ
チ
ベ
ー

シ
ョ
ン

業
務
遂
行
力

変
革
対
応
力

対
人
折
衝
力

目
標
管
理
力

会
計
/
財
務

法
務

I
T
・
情
報
活
用

人
事
/
労
務

Engineer Manager Technologist

技術／開発職

ＳＥ職

テクニカルイノベータ

一
般
層

コーディネータ

テクノロジスト

プロジェクトマネー

知財担当

戦略企画／技術企画

管
理
層

職
層

職種（MOT model Occupation）

経
営
幹

部
層

CTO／CIO

プロジェクト統括部長

専
門
領
域

経営・事業 技術管理 技術開発 価値創造
ヒューマン

スキル
事業推進

ビジネス実
務

経営／管理 技術開発/商品化 人間力
ビジネスス

キル

分析対象：
大手IT企業

（参照）http://www.mot.gr.jp/index.php?_action=mottips
MOT版実務能力基準表等の作成業務（1.基準表）.pdfほか
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「実践的人材育成」というものを定義してみました。これは専門分野の知識にとどまらず、実務

の場面で実際に用いることができる能力が身につくような教育ということです。もちろん基礎知識

だけではなく、リーダーシップ、チームワーク、コンセプトの構築能力、問題発見・解決能力、環

境・安全への配慮や倫理観等、文字としては伝えきれない概念や能力です。正解があるとも限りま

せん。 
慶應のビジネススクールの先生が「水泳を教えるのに、教科書に幾ら文字で書いてもその人を泳

げるようにはできませんよね。水着に着替えて、プールに行って、ちょっと水に浸かってみるなり、

浮いてみようとするなり、そういうアプローチがあって初めて身につくものではないでしょうか。」

とよく喩えでおっしゃっていました。多分ここで言う教育対象というのは、ほとんどそういうもの

なのではないでしょうか。 
 

実践的人材育成とは

専門分野の知識に止まらず、実務の場面で
実際に用いることができる能力が身に付くよう
な教育。

教育対象は、多様な基礎知識のみならず、
リーダーシップ、チームワーク、コンセプト構築
能力、問題発見・解決能力、環境・安全への配
慮、倫理観等の、文字としては伝えきれない概
念や能力である。唯一の正解が存在しないこと
が多い。
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これはアメリカで言われている認知心理学の成果です。 
構築主義というのは、人間はある年齢以上になると、自分の頭の中に自分の持っている知識、情

報のネットワークが構築されており、新たな情報を受け入れるためには、それは詰め込みではなく、

一度自分なりにそれを受け入れて咀嚼し、自分のネットワークを整理する中で新たな情報がはめ込

まれるということです。ですから、一方的に知識を学生に与えるよりも授業に参加させるとか、そ

ういう参加型というものが非常に重要になってくるということがわかってきました。 
それから、高次の認知というのは、学習しようとする当人が自分は何を学習しようとしているの

かを自覚することによって、学ぼうとすることが理解できているのかできていないのか、できてい

ないのはどの部分なのか、どうやったら理解できるようになるかも、自分で気づくようになるとい

うことで、学習効果を上げるために必要だということがわかりました。 
現実社会のコンテクストというのは、先に理論を与えられてしまうと身につきにくいのですが、

現実社会の問題にぶち当たって非常に苦しい時に与えられると、干天の慈雨のように吸収する。初

めから現実社会の問題に対峙させるということが重要だということです。 
後の学習の場における社会性というのは、少人数のグループワークが非常に学習効果を上げる

ということがわかってきています。 
学術的アプローチから明らかになった成果として、このような考え方が学習の場で使われるよう

になっています。 
 

認知心理学の成果

構築主義(constructivism)
記憶とは関連する情報のネットワークが構築されることであり、新たな情報は既存の

知識で処理され理解されてから、ネットワークに取り込まれる。学生に知識を一方的に与
えるよりも、授業に参加させることを重視した方が、学習が効果的に行われる。

高次の認知（meta-cognition）
自分が何を学習しようとしているのかを知っていれば、学ぼうとすることを理解できてい

るのか、学習に必要な情報は何か、どうすればわかるようになるのか等を、学生が自ら
判断することできるので、学習効果が高い。

現実社会のコンテクスト
先に理論を与えられてしまうと、現実問題に適用する応用力が身に付かない。社会で

通用する知を身に付けさせるには、始めから現実社会の問題に対峙させることが有効。

学習の場における社会性
小人数のグループワークの形態をとると、共同作業による相乗効果により、学生の理

解度が向上する。
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教授法にもいろいろなものがあります。日本の高等教育は、体系化された知識の伝授に 適な講

義という形式が多かったのですけれども、参加度を上げていくといういろいろな学習法があると。

セミナーでは発表と質疑や公表がついたり、ワークショップでは課題を与えられてグループワーク

したり。ドリルというやり方で反復学習をするやり方、それから、ケースメソッドというのは、ビ

ジネススクールでよく行われる、実際にビジネスで起こったケースをベースとして、バックグラウ

ンドの違う人たちが状況の認識と対処法についてディスカッションすることによって、ビジネス経

験 10 年、20 年に匹敵する擬似的な経験を 90 分、100 分でできるような、そういう学習法ですね。

さらに、ロールプレイメソッドというゲームのようなやり方もあります。例えば、会社を買収する

側と防衛する側のように役割を分担させ、教える側のサポーターが両方につき、後でビデオを見な

がら、どうしてここでこういう反論をしなかったのか指摘するといったような教え方ですね。非常

に教える側の準備が大変ですけれども学習効果は高いです。それから、PBL、現実の場面の中かに

どういう問題があるのかということを切り出すところから、プロジェクト・ベースド・ラーニング

とか、プロブレム・ベースド・ラーニングと言われている手法もありますね。長期に実践型のイン

ターンシップで出るような場合には、学生が先生のサポートを得ながらコンサルティングするとか。

それから、教材の作成をするようなやり方もあります。このようなプロジェクトそのものも非常に

教育効果が高いと言われています。 
このようにいろいろな教授法があります。 
 

多様な教授法

講義（体系化された知識の伝授に最適）

セミナー（受講生の発表と質疑、教員の講評）

ワークショップ（受講生が課題を与えられてグルー
プワーク）

ドリル（反復学習、他者からの刺激）

ケースメソッド（実際のビジネスケースを題材とした
ディスカッション）

ロールプレイメソッド

PBL（Project/Problem Based Learning)
（実践型インターンシップ、コンサルティング、教材作成 等）
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これは、IMSA（Illinois Mathematics and Science Academy）や、サンディエゴ州立大学の Web

サイトから見つけたものですけれども、講義という体系的知識を与えるのに も有効な手法、一方

PBL のように問題そのものを学生みずからが発見して解決手法まで提案するような学習法、その中

間的なケースメソッドという整理がされていて、どれがいいとか悪いとかではなく、教育目的に応

じてこういう手法は使われるべきなのではないかということでございます。 
 

出所：IMSA、SDSUのHP等より作成

教授法と実践度の相違

教育対象： 体系的知識 ←← →→ 実践（思考、判断、行動）
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これは、当時、妹尾先生が講演にだけ使用していたスライドをお願いして使わせていただいてい

るものですけれども、非常に直観的でわかりやすい話です。 
レクチャーだと 5％しかわからないけれども、リーディングが入ると 1 割わかります。オーディ

オビジュアルが入ってきて 2 割、デモンストレーションで 3 割、ディスカッションを行うと 5 割で

す。実際のプラクティスが入って 7 割、人に教えると 8 割。でも、ミスすると 9 割まで学習できる。 
かかわりの度合いが深くなることによって得られるものの度合いが上がる。こういう言い方は、

教育の世界では日本だけでなくいろいろなところで言われていて、それを図にしたものですね。こ

の 5 割とか 7 割にエビデンスとなるデータがあるわけではないらしいのですけれども、非常に直観

的でわかりやすいものだと思います。 
 
 

学びのピラミッド

出所：美馬のゆり、妹尾堅一郎
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さらに、いろいろな分析やアプローチをしていく過程で、システム的なアプローチをしていくよ

うなマネジメントをするリーダーが、実際に育って活躍できる場というのはどんな場なのか、それ

は明らかにできないのかというアプローチをすることにしました。 
一般的には、技術・市場に対する洞察力や論理的分析力、それから、課題解決を図るマネジメン

ト力とか、いろいろな成果に基づく「選抜」体制や、現場における OJT や座学研修というものが大

事だと言われているけれども、これ自体はただの必要条件のようです。日本の企業をはじめ非常に

多くの場で、テクノロジーベースのビジネスで多大な実績を上げた人、それから、取材して出てき

た周りの状況の中から浮かび上がってきたことは、技術・市場をビジネスとして統合する概念思考

力とか、組織を感化する先導力、こんなところのほうが本質的事項ではないかと考えられました。

また、組織としては個人が自発的に挑戦する環境とか、異なる技術や事業分野と実践的に交流する

ことが重要だというようなことが、より本質的な事項として上がってきました。この報告書も Web
サイト上に公表分が残っています。 

 

• MOT (Management of Technology) リーダが育ち、活躍を可能
にする企業を分析した。

• MOTリーダとは、技術と事業・市場の橋渡しを目的として、組
織を率いる役割を担う人材（階層、年齢、業種などに依存しな
い）を想定した。

必要条件（一般的に認識） 十分条件（本質的事項）

個人 ・技術・市場に対する洞察力と論
理的分析力

・課題解決を図るマネジメント力

・技術・市場を事業として統合する
概念思考力

・組織を感化する先導力

組織 ・業務成果に基づく「選抜」体制

・現場におけるOJTと座学研修

・個々人が自発的に挑戦する環境

・異なる技術／事業分野との実践的
交流

企業内でのリーダ育成

（参照）http://www.mot.gr.jp/index.php?_action=mottips
MOTリーダー育成方策の調査研究 (MOTリーダー育成方策の調査研究.pdf)
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さらに、こういった条件をどうやって身につけさせていくことができるのかということに関して

研究をいたしました。 
議論の場をしっかり組織の中につくる。しかも、それは単に議論させるだけではなくて、いかに

議論の深みと視点の高さを担保するかが大事です。議論をリードする専任者、それから、議論の結

果だけではなくて、議論のプロセスにトップがコミットする重要性とか、それから、技術陣に事業

提案をしてもらうようにするとか。 
それから、リーダーを育てるのに重要なのは、小さな組織でもトップに据えてみて、徹底的にや

らせてみる。ちょっと重たいかもしれない荷物を背負わせて、ゴールまでたどりつかせる。もちろ

んボトムライン思考で目標を与え、またリーダーの自主性により運営をするけれども、そういう人

間がつぶされないようにトップが目配せすることも重要というようなことも明らかになってきます。 
それから、個人の行動に組織の価値観、規範を埋めこむということが非常に重要で、それが組織

の存在目的や目標を達成するのに非常に重要なことです。具体的な成功事例を共有することとか、

トップが常に規範の重要性についてみずから声を出してみんなに伝える。それから、業務の運営そ

のものの設計、徹底。それから、それに基づいた人事評価が行われることが大切です。 
異なる分野との交流を徹底的に進めることも必要です。それは社内や組織内の異分野の方だけで

はなくて、組織の外も含む交流ということです。 
 

技術と事業の議論の場を整備するだけでな
く、活性化させる

議論の場の整備だけでなく、議論の深みと
視点の高さを担保

①議論の先導を行う専任者を設置する

②トップが議論の結果だけでなく、議論の過
程にコミットする

③技術陣に事業提案を課す

リーダ育成のための重要事項

小さくとも組織のトップに据えたうえで、徹底
的に任せる

本人は自由に組織運営していると思わせなが
ら、経営層が大枠で管理

①ボトムライン志向で目標を与える

②リーダの自主性により運営する

③先鋭的人材が組織内で潰されないようトップ
の目配せを怠らない

個人の行動に「組織の価値観・規範」を埋め
込む

組織の価値観・規範に沿った個々人の継続
的な行動を達成

①自社の過去の具体的成功事例を生々しく
共有する

②トップが規範の重要性を執拗に言及、自ら
実践する

③業務の運営を規範に沿うように設計、徹
底する

④規範を重視する人事評価を行う

全く異なる分野同士の交流を促進する

・イノベーションを促進するため、現在の事業の
カテゴリーを越えた分野同士の交流を意図
的に行う。

・現在の経営課題は当該部内のみで解決でき
ないことが多く、新たな対応をするためには、
現在の業務プロセス上では関連が薄い組織・
機関との結びつきも強める。
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方法論を見ると、教育機関での学習や Off-JT の研修でできること、OJT でできること、それか

ら人事制度等の組織インフラを考えること、の 3 つです。ただし、ほとんどの企業の研修は、知識・

知恵の習得のレベルしか行っていない。人材育成に非常に優れた組織でも、多少の実践での研鑽や、

組織の価値観・規範の埋込み程度で、大部分は組織の日常の中で当事者に伝えていくことが重要に

なっている。方策を考える過程で、できることの限界というものも見えてきました。 
日本の組織は非常に等質化されていて、命令する人と従う人が社会の中で分かれているような海

外の組織とは違います。みんなが同じ概念を共有すれば、その方向にものすごい勢いで全員が頑張

る。高度成長期なんかそうだったわけです。逆に、トップが幾ら自分の独断でものを言っても、下

が納得しないと動かないようなところがある。全体を統合しながらシステム的なアプローチをする

ときに、ビジョンを組織内の多くの人たちで共有しながら進めていくマネジメントが重要で、これ

は多分世界中で非常に特異なのではないかと思います。 
そういうアプローチも含めていろいろな検討、研究も進めていたところで、私は省内で人事異動

となってしまい、この仕事からは外れてしまいましたけれども、実践的な人材育成では、いろいろ

な人がアプローチをして、興味深い事例もいっぱい出てきています。 
全体をいかにとらえ、認識し、何か一つのことを実現するために次のステップに歩めるのかとい

うところのアプローチはまだまだこの国では発展途上だと思います。今後、現場のビジネスマン、

それから、研究者による学際的なアプローチ、またもっともっとそれらをみんなで共有することに

よって、我が国なりの手法というものが確立されていくことを願っている次第でございます。 

１．教育機関での学習、Off JTでの
研修

①知識・知恵の習得

②実践での研鑽

③組織の価値観・規範の埋め込み

人材育成の方策

２．OJT

①困難な課題の付与による、能力限界
のストレッチ

②あらゆる段階での組織トップの経験

③独立した立場での機能横断的な業務

３．人事制度等の組織インフラ

①組織の価値観・規範を重視す
る評価体系の整備

②トップコミットメントの確立

③異分野との融合の促進

• 通常の企業研修では、１．①「知識・知恵
の習得」の学習までしか行っていない。

• 人材育成に優れた企業では、１．②「実践
での研鑽」や１．③「組織の価値・規範の
埋め込み」までを研修で実施している。

• 教育機関での学習でも、大半が「知識・知
恵の習得」まで。実践的教授法に工夫を
しているところでは「実践での研鑽」が可
能。
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後に、非常に古いですけれども、プロイセンの ”Bildung macht frei.” という考え方が、でき

上がったものが次々といろいろなものを実現してくれるという意味で、人材育成という分野をあら

わす言葉として一番合っているのではないかと思っています。 
Bildung というのは Building で「積み上げたもの」をあらわしています。この文を英語でいう

と、”Bilding makes free.” です。技術も知識もマネジメントの手法もスキルも、いろいろな高い教

養を身につければ身につけるほど、次々といろいろなことが自由に実現できるようになるというこ

とで、これは変わらぬ高等教育機関の役割であり、社会のリーダーの人たちが意識しなければいけ

ない言葉なのではないかと思っております。ぜひこの場の委員の皆様方も、実践的な能力を学生の

皆さんにつけていただいて、どんどん元気にしていただきたいと願っております。 
 
 

教養の理念

（専門化された学問領域（学科）を生み出した１９世紀プロイセン
「フンボルト流大学」における考え方）

Bildung macht frei.
教養は人間を創り上げて自由にしてくれる
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＜質疑応答＞ 
○有本 
今日のお話の内容と少し離れますけれども、単に日本におけるシステム思考だけではなくて、海

外との折衝力、構想力、あるいはデザイン力とかについてはどうお考えですか。グローバル人材を

どうやって育てるのか、これが非常に重要な問題だと常々考えています。市原さんは今 JETRO に

いらっしゃるので、いろいろな付き合いの中でよく経験されていると思うのですけれども。 
 

○市原 
日本は、島国という地理条件の中でここ数百年かけて、中国の元々の儒教とは異なる半島で再体

系化された儒教をエモーショナルなベースにしており、海外でシビアに交渉したりするのに向かな

い思考を持った人種です。これを基本的に考えなくてはいけないと思います。 
しかし、先人を思い返せば、50 年代、60 年代、70 年代、そんな中でも我々の先輩はやり遂げて

きました。言葉も不自由な中、たった 1 台の完成した装置を持って海外の見本市に行き、その性能

をアピールし、注文をとってきたというような話は山ほどあります。新幹線なども、ある年は当時

の国家予算の 6 分の 1 を投入しているんですね。そういう大胆な決断をしてやってきた。 
65 年以上正規軍が一度も戦闘していない世界第 2 位の経済圏というのは、恐らく有史以来二千何

百年で、日本が初めてなのではないかと思います。そういう非常に特異な場におかれた時、人間は

どのような思想と考え方になるのか、人類が経験したことのない社会に身をおいているのだと思い

ます。 
平和で安全な世界の 先端とも考えられるような中で、現実の世界にどう対峙していくか。これ

はやはり、どんどん外に人を出して現実の世界に触れさせることではないでしょうか。こんな例が

あります。引きこもりの子供が中央アジアの寒村で何ヶ月かの生活の後、自分の生活との落差を感

じ、自分がどれだけ恵まれているか親にも感謝し、ガラッと変わってきたそうです。日本の中だけ

ではなく、世界の現実と向き合う。その違いを知ることによって、人の可能性は目覚めるのではな

いでしょうか。 
薹が立ったり現実の社会に負けてぼろぼろになったりする前、学生や入社早々1、2 年のなるべく

若いうちに、どんどん外に出して大変な苦労をさせるということを提案します。日本のいいところ

悪いところ、向こうのいいところ悪いところも知ってもらえるのではないかなと思います。 
 
○丸山 
大学で実践的な知識を身につけてきて欲しいと企業側が要望するのは、ソフトウェアの人材育成

のところでもよくある議論ですが、一方、こういう MOT とかイノベーションとか、そういうよう

なものがアートであるのであれば、こういうものは本当に実践の場でしか身につかないものかもし

れないというふうに思います。だとすれば、本来、大学では基礎知識を教えて、企業の中で、社会

の中でチャレンジをして、イノベーションあるいは MOT というようなものをやってみられる。む

しろ、そういう社会の仕組みがあることのほうが重要ではないか。 
日本ではなかなかチャレンジする土壌というのがなくて、大学を出た人が大企業で安定した生活

を目指すというような風潮がありますね。また、特に今、日本企業は守りの経営に入っているよう
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経を使い、世の中が守りの経営に入っている。そういう中で今の企業に入った若い人たちは、育つ

チャンスを失っているのではないかなと思います。 
非常におかしな話ですが、今は新卒でないと企業はとらないですね。もっとチャレンジした人材

を認める、若いうちにチャレンジして失敗してもいい、社会の仕組みとして、そういうようになっ

ていけばいいのではないかと思います。 
 
○市原 

60 年代から 70 年代にかけては、日本の社会も、社会に入ってから実践的な能力をというそうい

う構造でした。当時の企業は非常に体力もあったし、また、戦後の日本社会は、村落共同体の崩壊

によって共同体というものが会社組織に擬似的に入り込んでしまっていたからですね。共同体とし

て組織を機能させるために、共同体としての振る舞いを教えるようなことも含めて教育は全部企業

に入ってからやるから、変なくせがつかないようにして送り出して欲しいと、当時の会社経営者が

言っていたのは事実です。90 年代になっても言っていた人がいました。 
しかしこれは、90 年代の後半以降大きく状況が変わりました。企業に余裕がなくなり、入社して

からの教育期間は短くなりました。経済が高度化し社会が複雑化する中で、教育機関でできること

はなるべく教育機関で身につけさせて社会に送り出していただきたいという風潮に変化しました。

アメリカの高等教育に学んだような実践的なインターンシップを、日本でも行っていく動きが 90
年代の中ごろから始まりました。 初は、1 週間か 2 週間のお客様的なインターンシップしかなか

ったですが、これがだんだん長期化していって、中には大学院の先生が学生を連れてある企業に行

って、実際に二ヶ月とか三ヶ月間、ビジネスの中で問題を見つけ、一緒に解決策まで提案する例も

あります。これは PBL の実践です。 
外とのいろいろな形での関係の中で、実践の場をつくっていく試みがありますので、ぜひ幾つか

でもアプローチして実現していただけたらなと思います。よろしくお願いします。 
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3.2  神武直彦先生 ご講演記録 

 

 
慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科は、2 年前にできた大学院でして、

大学院で大規模・複雑システムの構築と運用をリードする人材教育をどこまでできるのかというと

ころでいまだに挑戦し続けているところです。我々が何を考え、どこまでできているかというお話

をしたいと思いますので、ぜひ今日の機会をスタートにいろいろご意見等いただければと思います。 
このスライドの写真は、すべて今在籍している教員並びに学生です。学生は、7 割の方が一度社

会に出られてから大学院に戻られた方で、見ていただくとおわかりになるように、どの方が教員で

どの方が学生かわかりません。ある意味非常にフラットな大学院だということをまず申し上げたい

と思います。 
この委員会で講演をすることになりましたきっかけのひとつは、産業技術総合研究所が発行して

いる”Synthesiology2”に掲載されました論文3でして、今日お話する内容のコアな部分を記述してお

りますので、もしよろしければ読んでいただければと思います。 
 
 

                                                 
2 http://www.aist.go.jp/synthesiology/index.html 
3 Kohtake (2010), Synthesiology, Vol.3 No.2 
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初にポイントをお伝えしたいと思います。慶應義塾大学の System Design & Management 研

究科、SDM 研究科は、日吉キャンパスにある大学院です。先ほど申しましたように、2 年前に慶應

義塾創立 150 周年記念事業で設立されました。 
我々の大学院は、既に何らかの専門性を有する社会人の方を主に対象にして、教育を行っており

ます。いわゆる民間の企業の方もいらっしゃれば、自衛官ですとか、内閣官房の方も来られていた

り、ベンチャー企業の方も来られていたりします。また、システムズエンジニアリングを学問の基

盤とした文理融合型の大学院です。文理共存ではないというのが我々の思いでして、いわゆる文系

理系という日本の分け方でいいますと、学生も教員も半々になっています。 
それから教員は、これを私自身が言うのは非常にはばかられますが、企業経験、起業経験、国際

経験豊富な、特に先輩の教員方は非常にそういう方が多いです。例えばハイブリッド自動車プリウ

スの重要な技術を発明された先生ですとか、NHK で以前ワシントン支局長をやられた手嶋龍一先

生など、普段大学院ではなかなか一緒にならないような分野の違う教員が一緒にやっております。 
あとは、国際チームプロジェクトを重視しておりまして、海外のいろいろな企業並びに教員と連

携し、学生を送り出すまたは受け入れるということを積極的に行っております。 
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このような研究科を設立した背景には、皆様も同様の議論をされていると思いますが、大規模・

複雑化した技術システム並びに社会システムの事故や災害への対応の困難さがございます。一つの

分野だけでは解決できないようなことが非常に増えているというのが我々のスタート地点です。 
例えば、環境、地球温暖化問題を考える場合にも、エネルギー工学、環境工学、また政策ですと

か、経済、法学、様々な分野をまたいだ学問分野が必要になってきている。それをいかに教育とし

て提供できるかを考えるところが、我々の大学院のモチベーションです。 
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このスライドは、日本の大学教育と欧米の大学教育を、私の観点で整理してみたものです。 
日本の大学の場合は、単一のディシプリンの教育の実践がほとんどで、それに対し、複数の単一

ディシプリンにまたがる問題を解決するための教育は十分に実施されていないのではないかと考え

ております。このあたりを研究するにあたって、吉川弘之先生のいろいろな書籍を拝読させていた

だきまして、非常に影響を受けました。 
一方、欧米では、システムズエンジニアリングという学問体系が複数の単一ディシプリンをまた

がる問題を解決する役割の一翼を担っていると考えられます。INCOSE（International Council on 
Systems Engineering）という、 初は主に産業界からスタートした国際評議会がありますが、現

在は学術界や国の省庁なども加わり、特にアメリカ、ヨーロッパが中心になって活動しています。

そちらでは、システムズエンジニアリング・ハンドブックとか、システムズエンジニアリングの教

育のガイドラインというものをつくっておりまして、MIT やスタンフォード、海軍大学、空軍工科

大学など、75 校がその教育カリキュラムに沿った教育をしているということが知られております。

特に、アメリカではかなり盛んです。 
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「システムデザイン・マネジメント」というのは何ですかということをよく聞かれますので、我々

の定義を一応述べたいと思います。 
まず、システムとしては、複数の構成要素から成り立つ集合体で、対象はいろいろありますけれ

ども、技術システムのみならず、人間、組織、社会、地球環境までの複数の要素が相互作用するあ

らゆるもの、ということで定義しております。航空機ですとか、様々な目に見える技術的なシステ

ムだけではなく対象としているのがポイントでして、文科系の方も受け入れて活動しています。一

方、INCOSE のシステムの定義では、我々が対象としているものよりは少し範囲をフォーカスして

います。 
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システムデザイン、システムマネジメント、それからシステムデザイン・マネジメントの定義は

このスライドの通りです。 
システムデザイン・マネジメントの定義としては、「技術システムの設計から、社会システムの構

想提言まで、大規模・複雑で不確定要素の多いあらゆるシステムを創造的デザインし、確実にマネ

ジメントすること」とし、活動をしております。 
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SDM 研究科が目指していることは 2 つございます。 
まず、システムデザイン・マネジメント学というものがまだ学問としてはしっかり構築されてお

りませんので、その学問体系を構築したいということです。 
もう一つは、学問体系の構築をやりながらというところがありますが、我々が今考えている学問

の大学院教育実施、大規模・複雑システムの構築と運用をリードする人材を育成するということが

目指しているところでございます。 
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既に 初に申しあげましたが、大学 150 周年の記念事業として我々の大学院はできました。ここ

からは、我々が大学院を設計して、つくって、運用するまでのプロセスについて少しお話したいと

思います。 
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まず、このスライドは、我々と我々の周りで活動しているステークホルダとの関係を示しており

ます。 
一番重要なのは、社会・産業界との関係でして、左上にございます。慶應義塾大学から提供でき

ることという意味で、人材・教育、またその教育による成果ということで、大学から産業界へ向け

た矢印を示しております。一方、社会・産業界から大学へ向けては、世の中の課題、ニーズ、それ

から、非常勤でいろいろな方に教員として来ていただいていますし、社会人学生の半数は企業派遣

で来ていただいております。また、外部評価委員制度というのをとっておりまして、毎年、産業界

の方の評価を受けるということもやっております。 
ほかには、我々は既に基本的な学問を身につけた方への教育を想定しておりますが、ある専門を

持った方が我々の大学院に来て、研究・勉強する上で、例えば数学の知識がもう少し欲しいという

ような場合もでてきます。我々の大学院だけでできることは限りがございますので、慶應義塾大学

ないしは他の大学・大学院と連携して教育するということもやっております。 
また、社会人を主対象にしておりますが、およそ 2 割は学部から直接学生を受け入れていますの

で、そことの関係もございます。 
あとは、SDM 学という学問を今新たに構築しようとしているわけですが、それに関連する、例

えばシステムズエンジニアリングに関連するような教育機関、教育評議会との連携も進めておりま

す。 
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我々が大学院を設計・運用するまでのプロセスについて、今日は７つのステップで簡単にご紹介

したいと思います。 
一つ目は、教育カリキュラムの整備です。赤字で示しているところが、教育カリキュラム整備に

あたってステークホルダと連携させていただいている内容です。我々は、産業界からのニーズにこ

たえるべく大学院をやっておりまして、先ほどの市原様のご講演の中でも、産業界がどういうこと

を大学院に期待しているかという内容がありましたが、我々もできる範囲で調査をし、カリキュラ

ムを整備して行っております。 
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まず、国内、海外の企業の方ですとか官庁の方等々100 社へのインタビューを行いました。 
また、いろいろな情報がございますので、その調査をいたしました。その中に、日本経団連教育

問題委員会が出された“企業の求める人材像についてのアンケート結果”というのがございまして、

それをひとつのよりどころにしております。 
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ここに挙げているのはアンケート結果の一部ですが、これは 520 社にアンケートをしたもので、

いろいろな選択肢の中から 3 つまで選んでいいという形式で、上位 5 つにあがったものです。 
1 番目は、専門的な知識を学生にしっかり身につけさせてくださいということ。2 番目は、知識

や情報を集めて自分の考えを導き出す訓練すること。それから次に、他領域の知識も身につけるこ

と。理論は当然大事ですが、理論に加えて実社会とのつながりを意識した教育を行ってほしいとう

いこと。あとは、チームプレーをしっかり経験させて欲しい、というようなニーズがございました。 
我々は、専門性は既に身につけてきている、あるいは別の連携先で身につけるという体制でいま

すので、1 番目以外の 2 番～5 番にフォーカスしようと考えております。 
大学・大学院への期待としては、高度な専門の知識を生かして、著しく変化する社会の情勢に対

応して、システムを創り出し、マネジメントできる人材を輩出するような大学が望まれているので

はないかというふうに考えました。 
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大学院教育の設計といたしましては、主に 3 つの手法および知識をベースに行っております。 
まず 1 つ目は、欧米を中心に発展しているシステムズエンジニアリングの手法です。先ほど申し

ましたように、INCOSE というところと連携をしています。2 つ目は、日本の産業界で発展してき

たいろいろなデザイン手法、例えば田口メソッド等々がいろいろございますので、そういう手法も

できるだけ取り入れられるように考えました。3 つ目に、対象が技術システムだけではございませ

んので、社会システムのデザイン・マネジメントに必要な知識や手法も取り入れるべく進めており

ます。 
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修士課程では、システムデザイン・マネジメントと、システムズエンジニアリングという二つの

学位を与えられるようにしています。どう違うかといいますと、選択必修科目のところに（6／2、
2／6 単位）と書いてありますが、技術系／社会科学系で必要単位数を示しています。比率によって

とれる学位が変わってくるということで、システムデザイン・マネジメントのほうは、技術システ

ムのみならず社会システムを含めた教育を受けた方に与える学位ということになります。 
修了要件としては、講義を受けるということと、後からご説明しますデザインプロジェクト ALPS

を修了して、 終的に修士研究を出すということになっています。 
入学定員は、毎年、修士・博士合わせましておよそ 90 名程度の学生が入学しておりまして、こ

の 3 月には、初めて卒業生を送り出しました。 
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学生が身につけるべき能力および知識をこのようにカテゴライズしております。縦軸が対象とす

るシステムの規模や複雑さ、横軸が学問の体系の範囲ですが、まず、その方の専門知識並びにその

専門知識を中心として関連する他領域の基礎的な知識も身につける。その基本的な知識を基に、そ

の上にコミュニケーション能力、システム思考能力、それから我々が定義しているシステムデザイ

ン能力とシステムマネジメント能力を身につけられるようなカリキュラムをつくっております。 
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システム思考能力、コミュニケーション能力、専門知識としては、このスライドのように定義し

ております。 
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実際のカリキュラムをこちらに示しています。必修科目として 6 つの科目、それから選択必修科

目としてこの中から少なくとも 8 単位とらなければならないことになっています。それ以外に選択

科目は必ずしも単位を幾つかとらなければいけないということではないんですが、学生が専門とす

る分野として受講すべき科目としてございます。あとは、我々の大学院ですべての学問を教えられ

るわけではないので、必要に応じて、専門的な分野のディシプリンにおきましては、ほかの大学・

大学院・学部で受講してくださいというような形で、我々が提供すべき能力・知識に対してどのよ

うな講義をしているかというのをこちらに記述しております。こちらも詳細は論文等に記述してお

ります。 
 
 

 
 
こちらは、今我々が運用している大学院の講義の内容です。上が選択必修科目で、技術系、社会

科学系というふうに分けております。下に示したのは選択科目で、このようなものがございます。 
慶應義塾大学は 14 の大学院を持っており、学部もございますので、そちらとも連携をして、必

要に応じて学生が授業を受けられるように便宜を図っております。 
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教員の構成は、およそ９割程度が産業界での実務経験者でございます。きれいに分けることは当

然できませんが、およそ左側の半数が技術システムを対象とした実務経験がある方で、反対に右側

の半数が社会科学システムを対象とした実務経験がある方になります。 
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専任の教員だけですべての教育はできませんので、国内外の様々な方に来ていただき、集中講義

や半期だけという形で、講義を行っております。 
 
 
 

  



48｜ システム科学技術推進委員会記録（第８回） 

 
 
CRDS-FY2010-XR-12   独立行政法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

 
 
3 つ目に、教育設備整備のプロセスです。 
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教育設備として、ｅラーニングシステムとモデリングシステム、モデリング環境、シミュレーシ

ョン環境を重点的にそろえています。7 割の学生が社会人ですから、すべての授業に参加するとい

うのは非常に難しく、夜の７時からの講義や土曜日に必修科目をとれるように工夫しています。そ

れでもどうしても来られないという場合もありますので、すべての授業は e ラーニングシステムで

受講できるにしています。 
また、基本的にはインタラクティブな講義を重点的に考えておりますので、講師が一方的に話を

するような部分は、e ラーニングで自習していることを前提に、授業が始まってからは演習並びに

議論をするという形式でやる場合もあります。 
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研究拠点の整備のプロセスです。 
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冒頭挨拶で木村先生も触れられましたように、慶應義塾大学ではシステムデザインに関する活動

を比較的長くやっております。まず、理工学部にシステムデザイン工学科というものをつくりまし

た。こちらは基本的には技術システムを対象とした理工学部の中でのシステムデザイン工学科です

が、その経験を踏まえて大学院教育に発展させ、さらに対象も技術システムのみならす社会システ

ムにまで拡げた我々の大学院ができたわけです。 
文部科学省の 21 世紀 COE プログラムを 2003 年から、それからグローバル COE プログラムを

2008 年から助成を受けられた点は、非常に大きく、強力な資金援助をいただいて、現在に至ってお

ります。こちらには示しておりませんが、G30（グローバルサーティ）という留学生を受け入れる

ための資金援助も 2009 年からいただいておりまして、我々の授業の 3 分の 1 は英語でも行ってお

り、英語のみで卒業できるようにカリキュラムを作っております。 
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修士課程の学生は、このように 20 代から 50 代と、非常に幅広い年齢層にわたっています。早期

リタイアして大学院にきましたというような方も何人かいらっしゃいます。 
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博士課程になりますと、平年年齢が 42 歳で、20 代は少なくなります。企業の研究者の方とか、

企業をやめて新たに研究をしたいということで、来られたような方もいらっしゃいます。 
 

 
 
こちらは、企業経験、実務経験のある学生と新卒の学生の割合です。 
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非常にユニークな点は、実務経験のある学生の職種分布でして、製造業、通信、コンサルティン

グ、情報あたりが多いですが、あとは、宇宙航空関係、金融関係、不動産関係、非常に様々な分野

の方が来られています。 
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留学生は今、2 割程度いますが、この割合が増えてきているというところもあって、英語の講義

を増やして対応しています。 
 
 

 
 
学生はどういう形で教育を受けているのかという点を簡単にご紹介いたします。 
学生には、仕事をしながら来られている方と、仕事を一度休まれて来られている方、ないしはフ

ルタイムで大学学部から来られている方がいます。このスライドは仕事をしながら通学している例

です。基本的には土曜日と夜、あとはｅラーニングで講義を受けるというような形で、2 年間授業

を受けております。 
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こちらは、電力会社から企業派遣で来られていた方ですが、そういうような場合ですと、朝から

晩までずっと大学に来て、授業を受けております。 
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どういう教育を実施しているかというもう少し詳しい実例をお示しいたします。 
 
 

 
 
これはシステムズエンジニアリング序論という講義の例でして、必修科目に付随した実習です。 
システム開発プロセスでのＶモデル、要求抽出から始まりまして、基本設計、詳細設計をして、

実際につくって、インテグレーションして、試験をして、運用するというプロセスに沿って、シス

テムズエンジニアリング講義を行っています。春学期は日本語で、秋学期は英語で開講しておりま

すので、日本人も留学生もどちらでも受けられるような形にしております。もちろん、日本人の学

生が英語の授業を受けても構いません。 
ポイントは、具体的なシステムの実現を 終ゴールとする開発を短期で体験させるというところ

です。とはいえ、あまり大規模なシステムはつくれませんので、システムとしてはある程度はでき

ているけれども、まだ機能が足りないようなシステムやサービスを要求し、それをチームごとに実

現する体験をさせています。例えば、利用者が自宅にいないときに、遠隔から操作可能な自動掃除

システムをつくってくださいというような要求を出し、それに対して自動で動くお掃除システムを

あげます。このシステムは遠隔から操作するような機能をまだ持っておりませんので、そのような

機能をつけるために、要求を明確にして、ものづくりをして、 終的にはサービスとして提案する

というところまでやる授業を行っています。 
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もう少し具体的にお話しますと、この授業の場合には、5～6 名の学生チームが小さな企業として

役割を持ち、先ほどお話したような形で、ニーズに対するサービス、プロダクトをつくります。教

員は 3 人ついて、1 人はシステムズエンジニアリングとは何かという大学の教育をする講師、もう

1 人はカスタマーとして参加し、もう 1 人はテクニカルアドバイザとしてつきます。 
こちらはシステムズエンジニアリングにおける V モデルですが、まずカスタマーが曖昧な要求を

出します。曖昧がミソでして、リアルな世界でも大抵カスタマーからの要求というのはしっかりし

た要求ではないんですね。私は今このカスタマーとして授業に参加していますけれども、JAXA に

勤務して NASA やヨーロッパの宇宙機関と交渉していたときのいろいろな経験から、悪い例を要求

仕様として各チームに出します。チームはその要求を解釈して、カスタマーである私にインタビュ

ーをし、企業とカスタマーという関係を持ちながら仕様をつくっていくというようなプロセスを行

います。システムデザインをして、インテグレーションをしてといった各プロセスで講義がなされ

て、 終的には、カスタマーからの要求をどのように実現するかというところまでもっていく。シ

ステムづくり、サービスづくりを経験させる授業になっています。 
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こちらはプロジェクトマネジメント演習のご紹介です。こちらも大きなプロジェクトはできませ

んので、チームで紙を使ったタワーをつくり上げるというプロジェクトをコンペティションで行う、

そういう授業もやっております。 
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次に、我々の大学院で行っている一つの大きな授業は、先ほどの市原様のご講演にありました

PBL という形式にかなり近いと思いますが、ALPS（Active Leaning Project Sequence）と言いま

して、アメリカのスタンフォードのデザインスクールと、MIT のエンジニアリングスクールと、デ

ルフト工科大学の Technology Policy and Management の大学院と連携してやっています。1 年を

通してやる授業でして、こちらもシステムライフサイクルの全プロセスを体験して、 終の講義で

システムの提案と発表をチームごとに行うものです。 
年間を通じて 5 回のワークショップをやり、そのワークショップで得た知見を基に、次の月まで

にプロセスを進めるというようなやり方をやっております。これは修士課程 1 年生が必修の授業で

すからその全員と、あとは JAXA、日産、東芝等々の企業からの研究生がかなりいらっしゃいます

ので、その方によってチームを構成します。 
年度ごとにこのプロジェクトの授業の全体テーマを設定して、そのテーマに沿った課題を企業か

ら募集することをやっています。今年度は 15 社の企業が 17 の課題を提供してくださいました。 
各チームには教員 1 人とチームが扱う課題を出した企業からメンターを 1 人出していただき、プ

ロジェクトを進めるというふうにやっています。 
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こちらが年間の活動の流れになります。 
まず 5～6 人のチームをつくりまして、そのチームがある企業から与えられた課題に対していろ

いろな分析を行うというところから始めます。分析を行いながら、その問題に関係するようなステ

ークホルダを見つけ、例えば省庁の方ですとか、企業の方、ないしは、エンドユーザーの方に、実

際にインタビューをしたり、問題の様子を撮影したりというようなことをやります。その後、シス

テムを実際に考えてプロトタイプをつくって、もう一回それを持っていって意見を求める等々行い

まして、 後にはベンチャー・キャピタリストのような方をお呼びして、実際にそのような提案が

あった場合に事業として採用するかというような観点で評価をしていただくようなことをやります。 
このような活動を年間通じてやるわけですが、ポイントとしては、アクティブに学びつつ、ある

課題に対して問題を発見して、解決策を提案するまでのプロセスを、海外の教員と海外の学生を含

めて英語でやるという点です。 
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2009 年度の例ですが、去年は「サステイナブル・コミュニティ」というテーマでした。そこで、

あるチームが設定した課題は、少子化による廃校が増加しているというものと、農家の後継者がい

ないというものでした。去年の全チームの中で優勝したこのチームは、改善してない若者の失業率

も解決するという課題も加え、「都心の廃校を利用して水耕栽培を行うようなシステム」を提案され

ました。対外的にも幾つかのベンチャー選手権で優勝して、一部の卒業生はこの事業化に向けた準

備をしております。 
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教育を重点とした大学院ですが、修士論文として研究もやっていただいています。対象は、技術

システムから社会システムにわたる多様なシステムですが、すべての修士研究に共通して重点をお

いているのは、システムのライフサイクル、要求を明確にする、問題を設定するところから、 終

的にそのサービス、システムを運用して、それを終わらせる、廃棄までを考慮して研究してくださ

いというところです。成果の検証や有効性の確認、エディフケーション、バリデーションを必ずす
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るようにということを重視しています。 
テーマとしては、宇宙往還機のビジネスモデルの検討というようなところをやっている方もいら

っしゃれば、例えば国際海運システムの安定化のためのグローバルな海上安全保障政策の作新、こ

ちらは防衛省の方なのですが、そういうことをやられている方もいれば、クリーンエナジービーグ

ルに関する研究をされている方もいらっしゃいます。 
 
 

 
 
我々の大学院教育は果してうまくいっているのか。まだすぐには評価するのは難しいと思います

が、大学院に 初に入学した 1 年生に評価をしていただいております。入学後、それぞれの時点で

大学院教育によって向上したと考えられる能力を自己評価していただきました。 
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同じアンケートを SDM 研究科と慶應義塾の理工学研究科の学生、ある程度の人数にやっていた

だいて、比較評価をしています。 
青い棒が入学 1 年後の満足度の調査でして、この時点まででは、基本的には教育をするという 1

年目の授業を受けた後での評価です。赤い丸は、2 年経過して卒業する時点、実習や研究も行った

後での評価になります。 
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自己評価ではありますが、もともとの狙いの産業界からのニーズに対する能力が向上したと考え

ている結果が出ておりまして、我々としましてはある程度の成果は出ているのではないかと今は考

えております。 
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いろいろな企業・団体と連携をしておりますが、我々が一方的にいろいろなものを提供いただい

ているだけではなくて、社会人向けセミナーを開催しております。一例としまして、JAXA の中に

システムズエンジニアリング研修プログラムというのがありますが、そのプログラムのおよそ半分

以上のカリキュラムは、我々の大学院で受けていただいております。毎年 100 人以上の方が受講し

ています。 
また、外部評価として、囲みの中のような企業の方々に評価をいただくということをしておりま

す。 
あと、グローバリゼーションに対応するために、先ほど申しましたスタンフォードや MIT との

連携以外に、スイスの ETH、INSA 等々との連携をしておりまして、大体半年から 1 年ですが、学

生交換をしております。また、システムデザイン・マネジメント学は、まだ我々も構築中の段階で

はございますが、主に中東とかインド等々の大学のほうから教育をしてほしいという要望もあり、

教育カリキュラム策定の支援を行うことから始めております。 
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大学院ができて 2 年間ですが、現時点での考察をまとめてみました。 
自己評価では、大規模なシステムの問題を解決するために必要となる考え方や手法を、全学生が

ある程度は身につけられているのではないかと考えております。 
一方、その考えや手法を社会で適切に使いこなすには、我々が教育しているコアとなる科目以外

のいろいろな手法、考え方も含めて、学生みずからが研究や実際の業務で試行・適用する必要があ

ると考えております。非常に伸びる学生もいますが、やはりなかなかそのあたりがうまくいかない

学生もいるのが現実でして、教育の成果の大きさは、各学生の問題意識の強さ、視野の広さ、また、

行動力があるかというところに依存するところが大きいというのも事実であると感じております。

大学院僅か 2 年間の中ですべてを教育することは難しいですけれども、個人面談制度というものも

行っておりまして、学生への個別指導等々で解決できることもあるのではないかというのが、今考

えているところです。 
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まとめです。まず、大規模・複雑化したシステムの問題を単一のディシプリンで解決することは

困難という問題意識から、我々は大学院を設立しました。SDM 学の構築とそれを身に付けた人材

育成を実現することが目標です。 
産業界から大学院へのニーズを調査した上で、構築・運用しておりまして、学生による自己評価

の範囲では、産業界からのニーズに応えている教育をある程度実施できていると我々は感じており

ます。 
今後は大学の学生の自己評価だけではなく、卒業生が産業界に戻った後を追跡調査するというこ

とを進めていきます。出向元、あるいは、新たな企業において、果して本当に身に付けたことが役

に立っているのか、また、我々の現状の課題は何なのかというところを、具体的に検証・評価して

いく予定です。 
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後に、我々が非常に強い連携を持っている 3 つの組織をご紹介します。 
まず、既にご説明いたしましたこちらの INCOSE はシステムズエンジニアリングの評議会でし

て、2013年に初めて日本で国際会議を開催することになっております。1,000人規模の会議でして、

所属している方の多くが欧米の企業の方という状況で、日本でできるのか難しい面も多いですが、

準備を進めております。 
つぎに、エンジニアリングシステムズに関する大学評議会で CESUN というのがありまして、こ

ちらにも所属しております。 
後に、システム科学に関する国際会議もございまして、エンジニアリングのみならずサイエン

スも視野に入れてやっているところでございます。 
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こちらには、INCOSE の現状を示しております。 
以上、我々が 2 年間行ってきている人材教育の状況をお話させていただきました。 
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＜質疑応答＞ 
 
○赤松 

2 点質問いたします。 
一つは、これだけしっかりカリキュラムを組まれた時に、どうやって適した教員を確保するのか

が非常にポイントになってくると思います。どのようになさっているのでしょうか。 
もう一つは、こういった教育に関して、博士課程にしようということは考えていらっしゃるので

しょうか。そうすべきなのか、逆にそうすべきでないのか、その辺のお考えがあったら教えてくだ

さい。 
 
○神武 

1 点目に関しましては、私自身は教員採用に関わっておりませんので、明確なことは申し上げら

れませんけれども、先ほど申しましたように、論文業績だけではなく、もの・サービスに関して何

かしらを産業界でなし遂げて活躍されている方を教員に採用しております。当然日本の方に限らず

広く対象としております。 
2 点目は、今日はほとんど博士課程の話には触れませんでしたが、2008 年に修士課程も博士課程

も同時にスタートしており、卒業生は４名ほどおります。博士課程の方は専門性がありますので、

専門性の中でシステムズエンジニアリングを適用した研究をするということが、システムズエンジ

ニアリング学の博士号としての価値があるという考えで、運用を行っております。 
 
○有本 
企業人が入社して七、八年たったら、一旦こういう学問に戻るというのは当たり前になりつつあ

りますね。既に別の専門があった上で、こういうのがあるならいいんでしょうけれども、新卒の学

生が 3 割程度いるそうで、そういう学生をちゃんと企業が受け入れてくれるかどうかが大きなポイ

ントだと思います。学問をつくりたいということを目的として挙げておられますが、日本の大学制

度の外側にあるだけではなく、ちゃんと制度の中に入って馴染んでいけるのかどうか。今日お話し

いただいたような試みがぜひ成功して欲しいと思っているのですが、そこら辺の見通しはどうです

か。 
韓国の例では、KAIST でこういうコンバージング・テクノロジーのような専攻を今どんどんつく

っていますが、サムソンなどの韓国企業はトラディショナル・ディシプリンで卒業した者よりもそ

ちらをどんどん受け入れると言っています。企業の体質も変わらなければいけないのではないかと

思うんだけれども。 
 
○神武 

今年 3 月に既に卒業生が出ております。新卒の学生の就職においては、良かった点と難しかった

点がありました。まず、今有本さんがコメントくださったように、システムズエンジニアリング、

システムデザイン・マネジメントを専攻していましたという話でいきますと、企業側が何なのか理

解できず、本人の意向とは別に、結局、情報システムの SE になってしまったという例が実際ござ
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います。もちろん「そうではなくて」としっかり説明できる、ないしは、もともとのベースとなる

学問体系を持っているような方は、自分が行きたい企業には入れるという例はありますが、なかな

かうまくはいっておりません。 
特に日本の企業は、「理系なのか文系なのか」とか「電気なのか機械なのか」という考え方をされ

てしまうんですね。そうするとどういうことが起きるかというと、理解してくれる外資系の企業に

学生は流れます。ですから、普通の大学院より外資系企業に就職している比率が多いのではないか

と思います。 
我々としては、企業側に理解を求めるために、学生が言ってもなかなか理解していただけないよ

うなときには、教員が行って説明をするというようなことも行っております。 
 
○内田 
システムエンジニアリングのカリキュラムというのは、世界的にこれを教えないといけないとい

うものはあると考えていいのでしょうか。そうではなくて、今からまだいろいろ考えないといけな

い部分があるのでしょうか。 
 
○神武 
システムズエンジニアリングに対しては、INCOSE という会議の中でそういう体系がつくられて

おります。ただしアメリカが主導しておりますので、どうしても防衛システムなどを対象とした人

材教育に偏っています。ですから、SDM 研究科のカリキュラムを作る上で参考にはしていますが、

100 パーセント準拠ではありません。防衛システムのみならず日本に必要なもの、あとは、社会学

で必要なものなどを、議論の末、カリキュラムとしては一応体系化しているというのが現状です。 
 
○内田 
この教育では「自分で考える能力を身につけさせる」というところが 終的な目標になるわけで

すね。そうすると、ある程度でき上がったカリキュラムで基本的な知識を身につけるより、もっと

大事なのは、論理的な思考ができる訓練をする、それから自分の新しい考えを出す訓練をする、と

いうことになる。それには、良い事例を見つけてきて、それをやらせる中で身につけさせるしかな

いような気がします。そういう意味では、非常に良いケーススタディやものをちゃんとそろえて、

それをちゃんとやらせることが一番大事になってくるので、そこを各大学が競争することになるの

かなと思ったんですが、そういう認識でよろしいでしょうか。 
 
○神武 
おっしゃるとおりでして、我々の研究科のなかではコアとなっている講義が、発表の中でご説明

したデザインプロジェクト ALPS（Active Learning Program Sequence）です。今年は「Safe ＆ 
Security」というキーワードで 15 社の企業から提案していただき、その中から我々の行いたいこと

に合致しているものを良いケーススタディとして選んで進めております。 
自分で考える能力、ないしは、人とコミュニケーションする能力、あとは、実に様々なステーク

ホルダをいかに抽出して明確にするかという形で講義をつくっております。 
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3.3  総合討論記録 

○岩橋 
今日のご講演を聞かせていただいて、各大学とも結構目新しい洒落たことをおやりになっていて、

それはそれでいいような気もしますが、本当にそれで強く逞しい人材が育っているのかと、なんと

なく物足りなく感じています。世界の中のポジションがありますからもちろん先端のこともやらな

ければいけないでしょう。ですが、上っ面といったら怒られますけれども、そういう 高の一番上

だけでなく、もっと基本的なところ、システム工学者、システム的ものの考え方をできる人を輩出

させるには、いかにすべきかという本質をもっと議論しないと駄目ではないでしょうか。 
ご講演で出てきた内容、あれが企業の問いかけだと言われたのは恥ずかしい限りで、まあ聞かれ

ればそう答えざるを得ないところもありますけれどもね。私たちは別に技術的な即戦力なんてそん

なに期待していなくて、基本的な考え方とか哲学を持っているとか、そういうことがすごく大事な

んです。 
 
○出口 

今の岩橋先生の感想に全く同感するところがあります。こういう言い方は失礼かもしれないけれ

ども、私も今日のお話で非常に戸惑いました。システム思考、システム科学というものも、匠の世

界のように、言葉では伝えられない部分があって、現場で何年か叩き上げてなくては実質的な教育

ができないものなのか。一体、システム科学、システム思考というものは何なのかというところが、

よくわからなくなったような気がしております。 
 

○市原 
よい先生とはどんな人間なのかというのは、非常にシンプルですけれども、やる気にさせる、学

生を勉強する気にさせるのがいい先生だと、そういう本質論があります。本人が学ぼうという意欲

を持たなければ、何も教えることなんかできない。本人をやる気にさせて、その人が自らいろんな

ものを身につけていけば、それは外から教える量とは比較にならない量だという話ですね。そんな

ことを言い出してしまうと何もできませんから、あえて触れられていないんですけれども、本音の

ところでよく話をすると、実はそういうことなんですよねとおっしゃる方は多いです。立派な先生

も実はそういうふうにおっしゃっています。 
今、ビジネスの世界を見ても、どこに価値を見出して何を売り込むかというビジネスモデルとい

った非常に抽象的な世界で、生き残れるかどうかが決まる非常に難しい時代になっています。アブ

ダビの原子力発電所の例をとれば、大統領が出ていって「60 年間信頼性を保障する」、「ソウル工科

大学がキャンパスをその国につくって教育する」と言ったわけで、技術の高さやシステム思考のア

プローチ等を越えた、そういうアプローチをしたところが商売では勝っている。いくら日本の原子

力技術の安全性や信頼性が高くても駄目で、世の中の求めていることは何なのかというのが非常に

重要なのだと思います。 
今の世の中で、社会全体の仕組みも含めた全体での競争が行われているという意味では、学問の

世界の優劣だけではなく、技術の優劣、差異、政治、そういうことも含めた中で決まっていく、そ
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ういう厳しい時代にいるということで、一人ひとりをいかに強くして、やる気にさせるかというと

ころに、結局帰ってしまうのかなとも考えております。 
 

○板倉 
アブダビの件は、商売の常識を超えたことを韓国がやったということですね。 
私は原子力課長をやっていましたときに、原子力人材を何とかするよう産業界から言われまして、

中小企業まで含めて各メーカーとお話したことがあります。でも、岩橋さんがおっしゃったように、

ともかく教育は自分のところでやるので、いい人材を育ててくれというお話ばかりなんですよね。 
大学にしろ研究機関にしろ、教育サイドはそれなりに考えを持ってやっていますから、自分たち

はいい人間を育てているつもりだという。そこがどうしても埋まらなかった。 
例えば神武先生がやられているいろいろな試みで、卒業生がどう活躍されたかフィードバックす

るとか、そういう活動をしていくと差が縮まっていくのでしょうか。そこは私自身も解決できなか

ったところなので、お知恵をいただければと思いますが。 
 
○神武 
我々の大学院は出来て 2 年でして、卒業生がどういうキャリアパスを積んで成果を出したかとい

うのはまだ見えませんが、それをしっかり追跡できるような仕組みを今つくっているところです。

ある企業から派遣された学生が卒業した場合には、その企業にいって、2 年間の在学で彼がどう変

わったかを聞くという活動はしております。 
難しいのは測り方です。MIT にもシステムデザイン・マネジメントプログラムというのがありま

すが、彼らの指標は、入学する前と後でその人の給与はどれだけ上がったか、です。MIT に 2 年間

いた学費を何年で回収できたか、回収率の上がりぐあいを彼らは主張するんですね、日本の場合に

は全くそうはいきませんので、なにかよいマトリックスといいますか、測り方を考えているところ

でして、いろいろな方にお知恵をいただきたいというところでございます。 
 
○丸山 
そういうことを学んだ人に対して、プラスアルファの給料を払わないというところに、日本の企

業の問題があるのではないでしょうか。 
 

○岩橋 
私はそういう誤解を招くことを言わない方がいいと思いますね。確かに短期的には払っていない

ように見えますが、 初はたった 100 円の差でも差をつけて、それがスタートで、だんだん積み重

なって、やがて役員になったりしていますよ。アメリカは逆に、その時の短期的なところでプラス

アルファを払うけれども、あとは要らなくなったらクビにしたりするんですから。短期的なところ

だけで比較して日本の企業はだめだと言うのは間違いだと思う。 
 
○桑原 
同感ですね。初任給は一緒ですが、できる人は査定の過程でちゃんと評価されています。システ
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ムをやる部門にいたら、システム構築能力が高い人はちゃんと評価していますし、日立で同じ部長

級でも、年収は倍近く差が付いていますよ。岩橋さんが言われるように、ちょっと感覚を改めてい

ただいたほうがいいと思いますね。 
 

○吉岡 
PBL の話ですが、普通の大学と違って、社会経験を持った人がチームの中にちゃんと入っている

というのが、うまくいっている大きな要因ではないかなと思います。何かコントロール等されてい

るんでしょうか。 
 

○神武 
おっしゃるとおり、そこがポイントだと思います。各チームには、必ず企業経験者と新卒、あと、

必ず海外の方を混ぜるということでやっております。 
PBL がスタートした時点では企業の方が仕切ることが多いのですが、そういう企業の方は時間が

ないので、実際に来られる時間は非常に限られているんですね。ですから実際 PBL を進めていく

にあたってコアの人間にはなれないことが多い。新卒でも優秀な学生はだんだん感覚をつかんでき

て、結局半分以上はその人が引っ張るというようなことがあります。企業の方がいるというのは非

常に重要で、その方がいるがゆえに新卒が非常に伸びるというところは大きいと思います。 
 
○吉岡 
そういう意味では、人材構成を維持していかないと、うまくいっているシステム自体が崩れてし

まう可能性も出てくると思いますけれども、その辺何かお考えはありますでしょうか。 
 
○神武 
入学にあたって意図的に配分は考えておりまして、リアルワールドに近い形にしようとしていま

す。社会人を半数以上受け入れ、それから留学生の受け入れにもかなり積極的です。留学生の中に

は日本では考えられないような振る舞いをする方もいるんですが、そういう方も含めてチームです

し、そこでチームが分裂したりしても、我々は基本的には手を出しません。自分のチームではなく

とも、隣で凄いことが起きているのを見るのもリアルワールドでして。 終的には、分裂していた

チームが優秀したり、いろいろなことが見えて教員にとっても学ぶことが多いですね。 
 
○桑原 
慶應義塾大学は、日本として大変すばらしいことをやり始めていただいたということで、私はエ

ールを送りたいですね。先生も学生も試行錯誤している段階ですから、「成果はどうですか」と聞く

よりも、大実験が始まったと見てあげて、みんなでサポートしてあげることが非常に重要ではない

かと思います。 
システムエンジニアリングが何かをテーマにしてやっても正解がないように、教育も多分正解は

ないんでしょう。だから、正解に近いところに向かってみんなで努力をする。そう理解しておいた

ほうがいいと思います。世界もそうじゃないでしょうか。 
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○神武 
ありがとうございます。始めたということは非常に価値があるのかなと思っておりまして、ぜひ

頑張っていきたいと思います。我々もこれが解ですというのはないんですが、こちらにいかなけれ

ばならないというところを日々議論しております。 
「半学半教」、半分学びながら半分教えるという教育の言葉がありますが、年齢がいろいろなダイ

バーシティがあるということもありまして、学生が空いている教室で授業をしていいという制度を

設けております。学生みずからがどんどん教員になってしまう。ある講師が専門的な話をした瞬間

に、学生が手を挙げて「先生よりも私のほうが詳しいので、次回は私が話をする」なんてこともあ

ります。我々が予想していた以上にアクティブでして、それは当然押さえずに、でも目指すところ

は共有しながらやっております。 
産業界の方または当然アカデミアの連携をいただかなければ、我々やっていけませんので、これ

からもよろしくお願いします。 
 
 
 

 



 

 

■編集担当 メンバー■ 
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