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平成 20 年度大学教育の国際化加速プログラム（海外先進教育研究実践支援）

（教育実践型）申請書

■ 大学等の名称 豊橋技術科学大学

■ 取組名称（20 字以内で）

企 業 経 営 を 担 う 技 術 者 養 成 シ ス テ ム の 設 計

副題名（日本版 LFM－国際的経営能力を持った自動車産業における技術者リーダーの養成）

(1)大学・短期大学・高等専門学校の特色（概要 400 字以内）

本学は，新構想国立技術科学系単科大学として 1976 年に設立され，高専より 300 名を学

部３年次に，普通高校，工業高校より 80 名を１年次に受入れ，それぞれ約半数の入学者に

対して推薦入試制度を実施する等特色を持ち,学部８課程,大学院修士課程８専攻及び博士

後期課程４専攻により編成されている。学部とほぼ同数の定員枠の修士課程を有し，学部・

大学院の一貫教育システムを構築して，らせん型教育構造の中枢に実務訓練を正課として

置くなど，実践的，創造的技術者・研究者の育成を目指しているほか，21 世紀ＣＯＥプロ

グラム及びＧＰプログラム各々２件が採択されるなど，高度かつ特色ある教育・研究水準

を維持している。また，工学教育国際協力研究センターを有し,アジア地域の高等技術教育

支援，技術移転，共同研究を積極的に実施しているほか，大学院修士課程英語特別コース，

留学生センターによる留学生支援など活発な国際活動を行っている。

2.取組について

(1)取組の概要（400 字以内）

本取組では米国，英国の大学で実施されている企業経営を担う技術者の養成プログラム

の優れた点を学び，本学が進めてきた産学連携による技術者教育にその優れた点を導入す

ることによって，新しい技術者養成プログラムを構築することを目的とする。本取組みの

特徴は「もの作り」を工学的な側面だけでなく，生産管理や産業政策などの経営学的な面を

含めて，技術を製品化・事業化に結びつける力を，大学と企業の協働教育により育てるこ

とを目指す点にある。具体的には，修士課程の学生を工学分野と経営分野の教員２名を指

導教員とし，国内外の企業に長期間（６ヵ月程度）派遣し，技術を製品化・事業化に結び

つける実戦的訓練を実施する。企業への派遣では，本学が特に力を入れている自動車産業

との産学連携と世界的な自動車産業拠点にある海外大学との連携を活用して，海外インタ

ーンシップを積極的に進めることで，国際的に活躍できる人材の養成を目指す。
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(2)本プログラムとの整合性

➀この取組を実施するに至った動機と背景

全国的な学生の理工系離れの背景には文系と比較して生涯年収が２割以上少ないことが

挙げられる。その原因は理工系出身者に企業経営の感覚が少なく，執行役員になることが

まれであるからである。大学の理工系を魅力ある学科とするには経営を担う技術者を育て

る必要がある。欧米の大学ではすでに 20 年以上前からこの認識の基に工学部の教育改革が

進んでいる。例えば，アメリカの MIT においては 1980 年代後半から，経営感覚を身につ

けることを意図した新しい工学教育ＬＦＭ(製造業におけるリーダー養成)コースを開設し

ている。本学もインターンシシップや MOT コースの導入などで，経営的センスを持った

技術者の養成を目指してきているが，未だ手探り状態にある。そこで欧米の先進的な試み

として，長期間(６ヶ月以上)のインターンシップと経営学と工学を専門とする２人の教授

による指導を柱とした修士課程コースがあり，インターンシップで我国では最も実績のあ

る本学にとって極めて魅力的であるとの結論に達した。これら欧米の先進工学教育の優れ

たれた点を学び，それを本学の実情に合った形で導入することにより，世界的に進みつつ

ある経営センスを身につけた技術者養成プログラムを本学において実施することとした。

➁この取組についてのこれまでの検討実績

本学では企業との連携による実践的な工学教育を重視し，他大学に先んじて，1977 年の

開学から現在まで 30 年間にわたり学部４年生全員に対して２ヵ月の実務訓練を必修科目

として実施している。また平成 17 年度からは修士課程学生を対象とした海外インターンシ

ップも導入し，国際感覚を身につける試みも実施している。さらに平成 18 年度には「社会

環境即応型リーダー技術者育成プラン」が採択・実施されている。このプログラムでは修

士課程，博士後期課程学生を対象として，３ヵ月の実務訓練を課し，高度研究開発とＭＯ

Ｔ教育に重点を置く教育プログラムを実施している。

以上のように本学では企業との連携による実践的技術者教育や経営的感覚を持たせる教

育について努力を重ねてきている。特に近年，日本企業が海外に進出して営業活動のみならず，

工場などの生産拠点を海外に移している。このような情勢の中で国際的視野に立って企業経営

を担う技術者の養成が急務となっている。そこで，本学の立地する地域的特色である自動車

関連産業と本学の未来ビークルリサーチセンターと連携して，自動車に特化したプロジェ

クトとして本申請を構築した。（表１に従来の取組との比較を示す。）具体的には，対象を

自動車およびその裾野産業とし，インターンシップの実施場所を本学が交流協定を結んで

いる自動車産業の拠点にある海外の大学（米国デトロイト市のウェイン州立大学，ドイツ

のミュンヘン工科大学），日本企業の海外工場，外資系企業の本学周辺の工場（フォルクス

ワーゲンなど）として，国際的に通用する技術者の養成を目指すこととした。

➂この取組の目的・目標と本学の教育理念・目標との関連性

本取組の目的は，海外で実施されている企業経営を担う技術者養成プログラムを調査し，

その優れた点を取り入れて本学独自の経営センスを持った技術者養成コースを構築するこ

とである。我々が注目している海外の試みは，企業での長期間の実習と経営学の教員によ
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る指導を特徴とした教育システムである。

本学は実践的で指導的な技術者の養成を教育理念・目標とし，それを実現するため，本

学独自の２ヶ月間の企業における実務訓練を 30 年間に渡って実施してきた。さらに大学院

では平成 18 年度から「社会環境即応型リーダー技術者育成プラン」において，３ヶ月間の

企業実習を実施している。さらに本取組では，企業経営のセンスを持った国際的に通用す

る技術者を育てるべく，新しい産学連携教育の構築を目指している。

➃この取組の実施体制，構成員の役割分担

本取組は，本学の教育方針，教育システムのあり方について検討する教育制度委員会を

中心に実施する。教育システムとして構築する段階では，教務委員会，実務訓練委員会な

どと連携して，具体的なプランを練り上げる。

本取組は５段階に分けられるが，各段階の実施体制，構成員の役割について以下の計画

を立てている。

１）選定した海外の大学の対応教員の選定

海外調査対象は添付の５大学に絞り込んでいる。本学と交流協定を結んでいる自動車関

連の研究が活発で周辺に自動車産業の多い米国デトロイト市にあるウェイン州立大学，ド

イツミュンヘン市にあるミュンヘン工科大学，ＬＦＭ(製造業におけるリーダー養成)コー

スを実施している米国 MIT，スタンフォード大学，英国ケンブリッジ大学である。これら

の大学について，受入れを担当する先方大学の教員を各大学２名決定する。該当大学に派

遣するに相応しい教員を選出する。

２）海外先進教育調査

選出した欧米の５つの大学を訪問する。それぞれの大学ではおよそ 10 日間から２週間で

当該プログラムの調査を行う。調査の具体的内容は，教育プログラムの教育理念，教育目

標，カリキュラム，テキスト，連携企業等である。また，大学においては授業参観，学生

へのヒアリングを行い，連携企業先ではインターンシップの活動状況，機密保持への対策，

企業のメリット，大学への期待などを調査する。その他，欧米の他大学への波及状況，就

職状況，社会のニーズ，プログラムの変遷などを現地で調査する。調査員は海外での教育・

研究が豊富な本学教員の中から選出し，米国，欧州へ各３名，延べ６人を派遣する。調査

結果は報告書として教育制度委員会に提出する。教育制度委員会において，海外調査に参

加した教員から調査結果について報告を受け，それぞれの派遣機関での情報交換を行い，

情報の共有化を図る。

３）本学におけるコース設置の検討

欧米での先進教育の調査結果を基に本学でのコースの理念，目標，カリキュラムなどを

審議するために，教育制度委員会，教務委員会，実務訓練委員会からメンバーを選出して，

表１に示す内容のコース設計のための委員会を設置する。
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４）本取組成果の公表

本取組の成果を，教育制度委員会主催のシンポジウム，報告書，ホームページの形で公表す

る。シンポジウムでは訪問先の欧米大学，日本において先進的な取組をしている大学，産学連

携教育に関心の深い企業がそれぞれ招待講演を行う。シンポジウムへは全学の教員・職員の参

加を促し，新しく試みる教育システムについて全学的な意義や価値の共有を図る。

５）期待される社会的効果等の検討

本取組によって期待される社会的効果等をＷＧメンバーによって検討する。具体的には，

本学と包括協定を締結している企業に，海外での調査結果を紹介するとともに，今後の取

組について意見を伺う。この調査結果を基にコース設計のための委員会において，社会の

ニーズに応えるための効果の上がる具体的な教育システムについて検討する。

➄本取組で期待される成果とその反映による本学の教育改善方法

本取組では主としてＭＩＴのＬＦＭ学科の取組を中心に，大学におけるカリキュラム，

授業内容，インターンシップの実施内容，受入れ企業の意見，参加学生の意見を調査する。

また，デトロイトとミュンヘンの自動車産業の世界拠点における産学連携の実情とＭＯＴ

教育について調査を行う。海外の先進教育の調査結果を基に，その優れた点を本学の実情

に合った形で取り入れ，本学の修士課程に在籍する学生を対象に海外企業への長期派遣と

工学と経営学を専門とする複数の教員による学生指導を柱にした，国際的な企業経営を担

う技術者養成システムを構築する。

(3)期待される社会的効果等

本申請では長期間のインターンショップと経営学関係の教員との共同指導による経営的

センスを持った技術者の養成プログラムを構築する事を目的としている。さらに本学の周

辺に自動車産業が極めて多いという地域性を生かして，アメリカやドイツの自動車生産拠

点（デトロイト，ミュンヘン）にある大学と企業を対象として産学連携による学生の教育を想

定している。

経済のグローバル化に伴い，現在では多くの日本企業が海外に進出して営業活動のみなら

ず，工場などの生産拠点を形成している。海外進出拠点において異なった社会習慣，文化，法

体系等の下での生産活動を行うには，それらに柔軟に対応し所期の目的を達成できる優秀な人

材が必要である。本学ではこのような社会の要求に応えるべく，海外進出企業において海外

インターンシップを行うことを含んだ教育システムを構築し，企業経営を担う国際的に活躍

できる優秀な技術者を養成することによって，我が国の産業の持続的発展に貢献できると

考えている。

(4)評価体制等

本取組の成果は，本学の大学院教育の改善に向けた具体的方策として取りまとめ，報告

書として公表する。本取組の実施結果の評価については，学内では教育制度委員会，教務

委員会，実務訓練委員会で行う。また，学外では包括協定を締結している企業の評価を受

け，さらに，シンポジウムに参加した他大学等からの評価を受ける。
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3.取組の実施計画等について

（１）本取組の概要と本学における位置づけ

本取組では欧米の大学で行われている企業経営を担う技術者の養成プログラムの優れた

点を学び，本学が取り組んできた産学連携による技術者教育と融合させることにより，新

たな技術者養成プログラムを設計する指針を得ることをねらいとする。

調査対象としている教育プログラムの特徴は，修士課程の学生を企業に長期間（６ヵ月

程度）派遣することと，工学分野と経営分野の教員が協力して修士課程学生の指導を行う

点である。このような企業現場での実践的な活動を通して，技術と経営の両方を体感する

ことを盛り込んだ技術者の教育システムは我が国の大学においてはその例が無い。一方，

欧米の大学の中には，20 年近く前から，すでにこのような試みを始めているところがある。

そこで，このような教育システムを持つ欧米の大学を調査し，本学の理念に近い試みを実

施している大学を直接訪問し，カリキュラムやテキスト，企業におけるテーマの設定，企

業の期待などを調査し，その結果を組み込んだ本学の新しい教育システムに反映させるこ

とが，本取組の概要である。（図３参照）

本学では企業との連携による実践的な工学教育を重視し，開学以来 30 年間にわたり学部

４年生に対して２ヵ月の実務訓練を必修科目として課してきた。しかし，実務訓練で企業

現場の実態を肌で感じることはできるが，企業活動に直接参加したり，技術経営のあり方

を学ぶには派遣期間があまりに短いことが指摘されていた。そこで，平成 18 年度からは「派

遣型高度人材育成協同プラン」事業に応募し，採択されて「社会環境即応型リーダー技術

者育成プラン」を開始した。このプランは修士課程，博士後期課程学生を対象として，週

２日以上で３ヵ月の実務訓練を課し，高度研究開発とＭＯＴ教育に重点を置く教育プログ

ラムである。本取組は，本学がこれまで進めてきた企業との連携による実践的な工学教育

をさらに発展させるための，次の具体的ステップとして位置づけられている。

（２）本取組の実施概要

➀海外調査対象大学の選定

大学と企業の連携による教育は大きく二つに分けられる。一つは社員を大学に派遣して

教育を受けさせるものである。文科系出身者を対象としたＭＢＡ(Master of Business

Administration 経営学修士)や理科系出身者を主な対象者としたＭＯＴ(Management of

Technology)コースが大学に設置されつつある。もう一つの教育方法は大学に在籍中の学生

を企業に派遣して，連携教育を行うことである。本取組では，後者に注目し工学系の学生

を主体に，企業との連携で教育を進めている海外の大学，その中でも企業に派遣すること

を主たる取組としている教育制度の調査を優先することとした。さらに工学系の学生が経

営感覚を身につけるための授業に関して，カリキュラム，教材作成等において先進的な活

動をしている大学も調査の対象とする。

➁海外先進教育調査

この段階は実際に海外の教育プログラムを現地で調査するものである。本取組では以下

の４つのプログラムを主たる対象とする。これらのプログラムは工学教育に重点を置くも

のと，経営学教育に重点を置くものとに分けられるが，その両方を視察し本学への適用の
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可能性を探る。調査内容は，教育理念，カリキュラム，教材，授業参観および担当教員と

学生へのインタビュー等である。これにより現状を把握するとともに，プログラムに対す

る教員や学生の意見，満足度，教育の評価や継続的改善のシステムについて調査する。さ

らに，学生を長期間企業に派遣する制度のある場合には，企業を直接訪問して共同研究テ

ーマの内容，選定方法，派遣企業先での活動状況，宿舎，奨学金，派遣企業への就職状況

などを調査する。なお調査に派遣する教員は海外での教育，研究が豊富な者を選出し，米

国，欧州それぞれ３名，現地での調査期間はおよそ 10 日間から２週間とする。（図２参照）

１）ウェイン州立大学（ＢＭＭＴ：Business, Management Marketing and Technology）

ウェイン州立大学は約 100 年前，世界最大の自動車工業都市であるデトロイト市に設立

された。ＭＯＴ教育プログラムについては，多様なカリキュラムが組まれ，国際的な自動

車メーカー等でインターンシップを実施するなど，工学，経営学の研究ができる環境に恵

まれている。本学とは，2007 年 11 月に国際交流協定を締結し，自動車産業に関連した共

同研究の推進，ダブルディグリー制度による大学院生の相互交流が提案されている。

２）マサチューセッツ工科大学(ＭＩＴ)技術者リーダー養成プログラム(ＬＦＭ：Leaders

for Manufacturing)

ＭＩＴのＬＦＭは 1988 年に米国の製造業衰退の危機感の中で創設された。このプログ

ラムは修士課程の２年間であり，工学部とＭＢＡを目的としたスローンスクールとの共同

で行われている。学生は両組織で異なる科目を履修し，工学とＭＢＡの２つの修士学位を

同時に取得できることが特長である。また多くの有名企業と提携し，実務訓練も 6.5 ヵ月

という長期であるのも特長である。

３）スタンフォード大学経営科学・工学プログラム(ＭＳ＆Ｅ：Management Science and

Engineering)

このプログラムでは学部コースもあるが，全体として理科系指向である。大学院では経

営学関連の授業も必修であるが，数理･数量分析に力点が置かれている。取得できる学位は

ＭＳ＆Ｅ修士学位のみである。

４）ケンブリッジ大学技術管理者プログラム(ＭＬＰ：Manufacturing Leaders Programme)

このプログラムは２年間の修士課程で，技術管理者育成を目標としている。授業内容は

製造業におけるリーダー育成のための科目が多く，専門的な技術に関する授業は少ない。

企業や外国でのインターンシップを重視しており，取得できる学位は１つの修士号(master 
of studies)のみである。

５）ミュンヘン工科大学（ＭＴ：Management and Technology）

ミュンヘン工科大学（ＴＵＭ）は，1868 年，ドイツ・バイエルン州ミュンヘン市に設立

された。学部コースではあるが，ＭＯＴプログラムを有し，冬学期からの開講を行ってい

る。ミュンヘン市には，ＢＭＷ，Audi 本社があるなど自動車産業とも関連したＭＯＴ教育

が実施されるのも特徴である。
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➂本学におけるコース設置の検討

海外の先進事例の調査結果を踏まえ，本学のこれまでの教育理念の上にたって，新たな

教育システムを設計する。具体的には以下のようなコースの設定が想定される。（図１参照）

１）コースの名称は「企業経営を担う技術者養成コース」とし，本学の修士課程に設置す

る。 
２）技術科学教育に軸足を置き，その上で技術管理理論を学ぶことを目標とする。

３）対象となる学生数は各学年で５～10 名程度とする。

４）他大学との単位互換協定，e-ラーニング，放送大学科目，非常勤講師等を積極的に活

用して技術管理科目の充実を図る。 
５）本コースを志望する学生については，学部段階から技術管理科目の積極的履修を周知

徹底しておく。

６）派遣先企業としては包括協定を締結している国内企業のトピー工業，神鋼電機，新東

工業，新東ブレーター，オーエスジー等，また海外企業はフォルクスワーゲン，ＢＭＷ，

Audi，ダイムラークライスラー等を対象とし，派遣期間は，企業における製品開発の最

小期間である６ヵ月とする。学生が実施するテーマについては企業と事前に綿密な打合

せを行い，アイデアから製品化までの課程が含まれたテーマを選定する。大学－企業間

で機密保持協定を結び，特許の共同出願も視野に入れる。

７）修士論文は企業での共同研究テーマを中心に，工学系の指導教員に加えて，経営系の

教員の指導と企業からの指導を得て完成させる。

➃本取組成果の公表

本取組の具体的成果については，平成 20 年度末にシンポジウムを開催し，国内外からの

招待講演，海外調査で得られた成果，本取組で提案するコースを発表し，広く意見等を求

める。また報告書を作成し広く配布すると同時に，そのダイジェスト版については本学ホ

ームページからダウンロードできるようにする。

➄期待される社会的効果等の検討

情報化やグローバル化に伴う社会の急激な変化の中で，技術者には技術面の能力にとど

まらず，技術を経営資源として活用する能力が要求されてきている。それに答えるべく大

学の修士課程に「企業経営を担う技術者養成コース」（表１，図１参照）を新たに設けるこ

とを目指して，海外の先進事例を調査することが本取組である。海外の先進事例調査にお

いては，先行する取組が各国でいかなる社会的効果があったかを調査する。具体的には，

修了生の企業への就職状況，修了生の企業での活躍状況，就職先での修了生やコースの評

価，産業界全体におけるコースの評価などである。これらを参考に，本学に計画する新し

いコースが最大の社会的効果を生むよう設計を行う。
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4.データ・資料等

１．（表１）企業経営を担う技術者養成コースと他の産学連携教育制度との比較

項 目
企業経営を担う技術者養成

コース

派遣型高度人材

育成協同プラン

（リーダー型

人材養成）

本学実務訓練

(産学連携教育

プログラム)

一般的インターン

シップ

対象学生

実務訓練を経験した修士学

生及び包括協定を結んでい

る企業から派遣された修士

学生

実務訓練を経た修

士学生及び基礎人

間力に優れた博士

後期課程進学予定

者（数名）

学部４年生

（全員[必修]）

学部・修士学生

（不定数[選択]）

期 間 ６ヶ月
週２日以上で

３ヶ月
２ヶ月 １～数週間

派遣先 特定の包括協定企業
特定の包括

協定企業

企業・研究機関・

自治体
企業

教育・訓練

内容

機密保持契約を結んだ上で

の共同研究と大学・企業で

の MOT 教育，

企業と大学の連携による，

実践的共同研究と大学及び

企業における MOT 教育

高度研究開発とMOT

教育
不定 不定

目 的
物づくり企業におけるリー

ダーの養成

MOT能力に長けた社

会環境，即応型技術

リーダーの養成

実践的思考能力を持

つ問題解決型人材の

養成

就労体験

企業の

メリット

共同研究，特許出願，社員

の大学での教育
人材の確保 社会奉仕 社会奉仕

２．（図１）「企業経営を担う技術者養成コース」の概念図

・産学連携教育に相応しいテーマの選定
・６ヶ月の長期インターンシップ（国内・海外）
・アイデア→企業価値の体験

大学
（修士課程コース）

包括協定企業
（国内企業・国内外資系企業・

海外企業）

・研究テーマ、設備、宿舎、奨学金の提供
・教材の共同開発

６ヶ月インターンシップを軸にした日本版LFMの構築により

☆ 従来のMOT（社員、35歳前後）より若い世代（23歳）の人材育成
☆ 企業での実践を通した経営センスの体得
☆ 技術を企業価値に結びつける力を持った技術者の養成
☆ 社会の変化に対応できる社会ニーズに合った人材の輩出
☆ 大学と企業の間で人材育成に関する安定的協力関係の構築

人材育成
新製品の共同開発
特許の共同出願
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３．（図２）インターンシップ派遣先配置図

４．（表２）海外インターンシップの実績

その他

平成１６年度

海外実務訓練

（海外研修生含む） 

海外インターンシップ

０名 

―――

１名 

―――

５名 

―――

平成１７年度

海外実務訓練

（海外研修生含む） 

海外インターンシップ

３名 

６名 

２名 

２名 

６名 

５名 

平成１８年度

海外実務訓練

（海外研修生含む） 

海外インターンシップ

４名 

３名 

４名 

１名 

４名 

７名 

平成１９年度

海外実務訓練

（海外研修生含む） 

海外インターンシップ

１名 

４名 

２名 

２名 

５名 

５名 

・メルセデスベンツ
・アウディ
・BMW 等

【ミュンヘン工科大学】

（ドイツ）

・トヨタ
・スズキ
・三菱
・DENSO
・アイシン
・フォルクスワーゲン
・ダイムラークライスラー 等

【豊橋技術科学大学】

（日本）

・ダイムラークライスラー
・フォード
・JATCO
・DENSO 等

【ウェイン州立大学】

（アメリカ合衆国）

大学間
協定

大学間
協定

イギリス ケンブリッジ大学［MLP］
ドイツ ミュンヘン工科大学［MT］

欧州調査

米国 MIT［LFM］
ウェイン州立大学［BMMT］
スタンフォード大学［MS&E］

米国調査
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５．（図３）今回の取組の総合的フローチャートの概念図

海外先進教育実践支援
プロジェクトチーム

・海外調査対象大学の選定
・海外先進教育調査
・シンポジウム開催

米国班

欧州班

MOT教育、企業インターンシップ、派遣型高度人材養成等調査

・海外調査対象大学 5大学
・技術経営系専門職大学院協議会の10大学から4大学
・自動車裾野産業に関連する企業、包括協定企業等
・豊橋技術科学大学教育制度委員会及び
未来ビークルリサーチセンター等

本学独自の教育研究実践プランを構築

本学の教育制度改革にフィードバック

調査結果を分析

教育制度委員会

報告書作成

大学ホームページ
から情報発信

成果を
シンポジウムに
反映

連携

社会環境即応型
リーダー技術研修

ＪＩＣＡ集団研修
「自動車裾野産業育成のための
産官学連携コーディネーター養成」

豊橋技術科学大学

海外先進教育調査 （20年7月～8月）

シンポジウム （21年2月～3月の2日間）

MIT（ボストン）、ウェイン州立大学（デトロイト）
スタンフォード大学（パロアルト） と関連企業

ケンブリッジ大学（ケンブリッジ）、
ミュンヘン工科大学（ミュンヘン） と関連企業


