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『平成 19/20 年度教育方法改善共同プロジェクト 高専の特色ある技術者教育“学外の教

育力を活用した高専の特色ある技術者”中間報告書』2008 年 3 月 pp.124-158（元原稿）

海外調査（ドイツ，ハンガリー）班報告

河村 豊＊，相澤俊行

１．調査の背景

日本おけるエンジニア教育方法，とりわけ高専によるエンジニア教育方法についてその

改善策を検討する際に，2000 年以降のヨーロッパにおける教育改革の動きは，有力な情
報源となるとのではないか．その理由には，ヨーロッパにおけるエンジニア養成機関とし

て，大学に工学部が設置される以前から，高等技術学校（ポリテクニークやホッホシュー

レなど）が設置され，優秀なエンジニアを排出してきた歴史があり，近年，それぞれの課

題を克服するために大きな教育システム上の改革が進展している点があげられる．改革す

べき課題は多岐にわたることになるが，今回の調査では，われわれが共通テーマとして選

んだ，インターンシップ問題（外部教育力の適切な利用方法の検討），および女性エンジ

ニア養成問題（技術系教育機関への女子学生受け入れ増加についての検討）を中心に，わ

れわれの班（河村，相澤）では，ヨーロッパ地域の調査を実施した．

ヨーロッパ地域の技術教育は，イギリス，フランス，ドイツ，イタリアなどの先進ヨー

ロッパ諸国に加え，かつての社会主義圏でありったロシア，ポーランドなど，さらにそこ

から近年になってＥＵに加盟したハンガリーなどもあり，先進国が抱える問題に加え，他

のＥＵ諸国との格差をどのように克服するかなどの問題もあり，われわれ日本が抱える問

題を検討する上で，興味深い事例であると考えられる．その中で，限られた調査資源を前

提として，われわれの班では，先進国が抱える問題をドイツで，ＥＵ加盟直の国が抱える

問題を旧東欧国であったハンガリーで，調査することとした．このように同一の調査員が 2
カ国を比較調査することで，それぞれの国におけるエンジニア教育の特徴・個性がより身

近に感じられるものと期待したとも言える．

２．調査対象国の概要（調査期間：2007年12月1日（土）～9日（日））

（１）ドイツの場合

ドイツのエンジニア教育を検討する場合，第一に各地域（州）ごとの違いが大きいこと，

第二に教育機関ごとに調査が必要であることに注意をした．各州ごとの違いは今回は取り

上げず，教育機関の差については取り上げ，異なる教育機関を調査することを目標にした．

また，ヨーロッパでは，「ボローニャ宣言」(Bologna Declaration:1999年 6月“The European
Higher Education Area”)と呼ばれるＥＵ域内での高等教育機関の共通化・標準化の動きが
進展している点に注目し，ドイツでのエンジニア教育政策の基本骨格を理解することも目

標に上げた．まず，改革期にあるドイツのエンジニア教育政策の動きを理解するために，

政策決定に関わっている機関を探ったところ，もっとも影響力の大きい機関がドイツ技術

者協会（ＶＤＩと略す：Verein Deutscher Ingenieure）であるとの情報を手に入れた．ＶＤ
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Ｉは民間機関であり，政府機関ではないが，そのような機関がエンジニア教育政策に大き

な影響をもつ背景は，「学校でできることは学校が，学校でできないことは州が，州でで

きないことは政府が行う」（とでも表現できる），ドイツ人の学校教育についての伝統的

な考え方にある．このような状況の中で，ドイツにおけるエンジニア教育政策については，

エンジニアの専門領域の壁を越えて会員を抱えているＶＤＩが，政策的な提言を行い，大

きな影響力をもっていると言われている．今回は，このＶＤＩの本部を訪問することがで

きた．また，実際の教育機関では，少なくとも，(1)研究者養成機関である大学工学部（Ｕ
と略称：ユニバーシティー，University），(2)応用研究者養成機関である高等技術学校＝
技術系専門大学（ＦＨと略称：ファッハ・ホッホシューレ，Fachhochschule），(3)実践的
エンジニア養成機関である技術職業学校（ＢＫと略称：ベルーフス・コレーゲ，：Berufs
kolleg）の 3 種類があるので，これらの教育機関を訪問し，それぞれの特徴を比較しなが
ら調査することとした．実際に調査することができた教育機関は，Ｕとしてルール大学ボ

ッヘムの電気情報工学部（ＲＵＢ），ＦＨとしてファッハ・ホッホシューレ・デュッセル

ドルフ（ＦＨＤ），ＢＫとしてハインリッヒ・ヘルツ・ベルーフス・コレーゲ（ＨＨＢＫ）

であった．

（２）ハンガリーの場合

ヨーロッパ諸国と言うと，ドイツを含め旧西ヨーロッパ諸国のみに限定してしまいがち

であるが，「ベルリンの壁崩壊」，「ソビエト解体」後には，旧東ヨーロッパ諸国では急速

に成長路線をとり続けている国もある．先進国ドイツを調査する上で，途上国とでもいえ

る国として，ハンガリーを取り上げた．取り上げた最大の理由は，女性エンジニアの比率

が極めて高いことにあった．専門職業者の中に女性が多く進出できている背景には，旧社

会主義諸国の１つであることは想像できるが，ＥＵ加盟を遂げた後，ハンガリーでのエン

ジニア教育機関はどのような課題を持ち，どのような動きを取っているかは，われわれの

研究テーマに関連して，興味深い情報源となると考えた．本来は，ハンガリー政府による

教育政策や特にエンジニア養成に関わる教育政策を調査し，その上で，ドイツ調査と同様

に，大学工学部，工科大学，高等技術学校，職業学校などを網羅的に調査することを理想

と考えた．しかし，調査日程などの理由から，今回は，高等技術学校のみの調査に終わっ

た．その点では不十分な調査となっているが，機会があれば，今回の調査結果を踏まえ，

再度の調査が必要であると強く感じた．こうした制限のある調査結果ではあるが，旧東ヨ

ーロッパがＥＵ加盟後にどのような技術者教育政策を持っているかについては，われわれ

の目線での調査はできなかったものの，高等技術学校の１つである，ブタペスト・テック

（Budapest Tech.:BT と略す）を，ドイツ調査を踏まえて調査できたことで，少ない情報
量ではあるものの，ハンガリーにおける技術者養成の特徴の一端を見ることができた．

３．ドイツにおける技術者養成政策の特徴

ここでは，ＶＤＩ(ドイツ技術者協会：Verein Deutscher Ingenieure)における調査を通し
て，現在のドイツが目指そうとしている技術者養成政策の特徴をまとめることにする．た

だし，以下に紹介する内容は，面接時に担当者から聞いたこと，提示された資料のみを元

にしたものであり，その内容について，他の資料を参照することで確認したものではない
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ことに注意していただきたい．つまり「裏を取った」内容ではない，ということである．

それに加え調査を行ったわれわれの理解不足も心配である．ただし，こうした限界はある

ものの，今回の調査で入手できた内容は，ドイツのエンジニア教育政策に関わる最もホッ

トな動きを示していることは，間違いないだろう．

面接した方は，ドイツＮＲＤ州に本部を置く，ＶＤＩの教育政策部長のフォルカー・ブ

レネッケ博士（Dr.Volker M.Brennecke）である．調査目的の前提として，日本における「理
科離れ」あるいは「女性エンジニアが増えていない」問題を紹介した際に，ＶＤＩでも同

様の問題を懸念し，対策を検討し，すでに対応も取り始めているとの返事を得た．また，

事前にこちらの調査目的を伝達してあったことから，以下のような手順で面談を行った．

まず，日本における高専組織の概要および東京工業高等専門学校の紹介，次に，ブレネッ

ケ博士が最近国際会議等で講演したＶＤＩのエンジニア教育政策概要について説明を受

け，最後にディスカッションを行った．

なお，以下に掲載する英文資料は，ブレネッケ博士のご厚意でのもと本報告書への掲載

に許可をいただいた．また，今回のドイツ調査においては，英語を中心としながらも，細

かな内容についてはドイツ語を利用した．その際にドイツ語通訳として，ドイツ在勤の永

瀬ライマー桂子博士のご協力を得た．この場を借りてお礼を述べたい．

図１ 図２

図１：デュッセルドルフに本部のあるＶＤＩ本部建物前．

図２：教育政策部長との面談（左から河村，ブレネッケ氏，相澤）

ＶＤＩが考えるエンジニア像を英語で「エクセレント・エンジニア」と表現し，専門能

力の高さに加え，リーダーシップ，社会的責任（技術者倫理），環境問題への関与，分野

を超えた間でのチームワーク活動，管理運営能力など，20項目弱をイメージしている（図
３，４）．

図３ 図４
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次に，ジーメンス社（Sciemens）におけるエンジニア階層を事例に，必要なエンジニア
の能力を次のように描いている．5 万人のエンジニアの内，5 ％が①研究開発業務，35 ％
が②製品開発・設計業務，35 ％が③営業販売業務，20 ％が④生産取付サービス業務であ
る．①のエンジニアは理論的・抽象的能力が 90 ％，②のエンジニアは理論的・抽象的能
力 55 ％で実践的・具体的能力 45 ％，以下③は 35 ％，65 ％，④は 25 ％，75 ％と見積も
っている（図５参照）．ドイツでは①から③に相当するエンジニアを主として，大学（理

論ベースの教育機関）とＦＨ（応用科学ベースの教育機関）で養成してきた（図６参照）．

図５ ジーメンス社のエンジニア構成 図６ 産業界が必要とする人材

現在，ＥＵにおいて進行している高等教育における標準化運動とも言える「ボローニャ

宣言」をきっかけに，ドイツのエンジニア教育は大きな転換点にさしかかっており，ＶＤ

Ｉとしては，こうした教育制度改革の中でエンジニア養成のあり方が大きく変わっている

状況に対応して，次のような「エクセンレント・エンジニア像」を産業界が要求している

と主張している．つまり，エンジニアとして要求されている能力を「深さ」と「幅の広さ」

で現し，深くても幅が狭い（図７），幅が広くても浅い（図８）エンジニアは要求されて

おらず，浅くても幅が広くかつ狭くても深い能力を同時に兼ね備えているエンジニア，つ

まり，「ジェネラリスト」と「スペシャリスト」をあわせ持つエンジニアを理想であると

説明している．

図７． 図８．

図９．
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では，このような能力をもつエンジニアを，今回の新しい教育制度改革と関わらせて，

どのような教育課程および教育制度で作り出していくのか．ＶＤＩとしては，まず，カリ

キュラムの中で，基礎の部分を担う「科学基礎」が 30 ％，「技能基礎」が 30 ％，そして
高い専門性を担う「応用基礎」および「解決手法」の知識が 20 ％であると見積り，さら
に，新しく強調している部分として，「学際的」あるいは「分野横断的」ともいえる能力，

すなわち“ multidisciplinary skill” が 20％は必要であると説明する（図 10）．一方，実際
の教育制度で考えてみると，イギリスを初め，国際的な教育制度では，学士課程（FCD：
Undergraduate），修士課程（SCD：Graduate），博士課程（TCD:Postgraduate）という連続的
な課程となっており，これがヨーロッパ高等教育制度の標準（すなわち「ボローニャ・プ

ロセス」）ともなっている（図 11）．一方，ドイツを初め，ヨーロッパにおいて採用され
てきた教育制度は，修士課程とほぼ同等なレベルにまで一貫して行う長期教育課程

（Long)，あるいは学士卒あるいは修士課程 1年卒に相当する短期教育課程(Short)がある．
こうした教育課程は，これまで，それぞれの人材養成機関としての歴史を踏まえ，特徴あ

る役割を担ってきたが，VDI としては，世界標準でもあるヨーロッパ高等教育制度（ボ
ローニャ・プロセス）のドイツへの導入を支持し，新教育制度の基で行われるエンジニア

教育に，新たな可能性に見出そうとしている．

図 10 図 11
ドイツにおける伝統的な技術者養成のための教育課程を特徴づけるならば，以下のよう

になるだろう．まず研究大学（Research University:これは日本での大学に相当）では「デ
ィプロマ・エンジニア」を卒業させてきた．日本との比較では，入学年が日本より 1年高
く，ドイツの大学１年生は日本の大学２年生に相当する．そこから５年課程で卒業する．

日本ではちょうど修士卒業の学年と一致する．これが「長期エンジニアプログラム」（Long)
であり，理論を中心とした教育内容が特徴である．それに加え，応用科学大学（University of
Applied Science：ファッハホッホシューレ，FH：高等技術学校）では，研究大学に比べ１
年短く，４年課程で卒業する「ディプロマ・エンジニア（ＦＨ）」となる．応用知識を中

心とした教育を特徴とし，「短期エンジニアプログラム」(Short)と表現されている．後に
も説明することになるが，入学時は同じ学年となっているが，実際には，研究大学へはほ

とんどの学生が高校卒業後にストレートに入学するが，応用科学大学（ＦＨ）へはほとん

どが就職あるいはアルバイト，ボランティアなどの社会的な体験を数年経てから入学する

ようである．したがって，教育内容においてもこのような入学者の動向（社会経験の差，

年齢の差）を踏まえて作られており，この点でも，両者には違いがあるようである（図 12）．
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このような従来型の教育課程は，ボローニャ宣言に従ってドイツでも，標準となるヨーロ

ッパ高等教育制度に移行させており，2001 年から移行が始まり，2010 年までに終了させ
る予定である．したがって，現在（調査時は 2007年 12月）は，移行に向けて最終段階に
入っている時期であり，同時に，新たな困難が具体的に見え始めている時期でもある．そ

の困難な課題の１つが，新旧教育課程の「読み替え」問題である（図 13左）．

図 12． 図 13．
たとえば，「Long」課程は 5 年課程の前半（3 年）をバチュラー・レベル（学士卒），後

半（2 年）をマスター・レベル（修士修了）とする．ただし，ドイツ国内の企業では，従
来，５年間の教育で「一人前」として養成された学生が，途中の 3年次で卒業することに
なるので，「一人前」として評価されないとの声が出始めているようである．その結果，

多くが修士課程への進学をめざさざるを得なくなる．同様な問題が「Short」課程にも現
れている．従来は，「Long」課程とは全く別の教育課程として考えらていたので，「Short」
課程終了後に「Long」課程に編入することは困難であった．今回の新しい課程では両者
の教育課程の「同一性」が求められることになり，旧来の困難は解決される可能性が高ま

ったが，新たな課題として，学士卒に合わせるとなると，「Short」課程においても 4 年間
の教育を 1年短縮する必要があり，教育内容の削減が求められてしまう．質を維持しよう
となると，マスター・レベルに進むことを要求されることになる（図 13右）．それに加え
グローバル・スタンダード（国際標準型）となる教育課程との間でも「互換性問題」

(Compatibility Problrems）が発生している（図 14）．

図 14 図 15
こうした困難はあるものの，VDI では，旧来型の教育課程を新型の教育課程に移行する
ことの有利さを強調しようとしている．すなわち，まず，教育課程における国際的同等性
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の獲得，教育課程への質の保証が確保，教育プログラム，研究プログラムの多様性獲得な

どである．特に多様性獲得については，学士課程（バチュラー）修了の段階で，別の専門

領域の修士課程に転換させることができる．別の専門領域としては，専門横断的

（Interdisciplinary)な課程でも良いし，学際的(Multi-disciplinary)な課程でも良い．さらに
新たな領域に進む窓口にもなる得ると見ている．VDI が求める「エクセレント・エンジ
ニア」を確保するための，一つのきっかけと判断しているとも言える．

ＶＤＩがボローニャ・プロセスの導入による大きな教育改革を，エンジニア養成の新た

なステップとして考えている背景として以下のようないくつかのポイントがあることを，

インタビューを通して気づいた．そのことを述べて，この節のまとめとしたい．

第１に，ボローニャ・プロセスのドイツ導入に関してアンケートが実施され，インタビ

ュー実施直前の 2007年 11月にその概要が公開された．インタビュー中にそのデータの一
部を引き合いに出しながら，その時点での教育機関，とくに大学および大学教員が持って

いる考えについて，批判的な意見を述べていた点である．（注１），（注２）

（注１）：インタビュー後に，公開されたアンケート全文を入手できた．「ボローニャ宣

言から８年－大学教授陣の総括：機械工学および電気工学教員に関するアンケート結果」

（“Acht Jahre nach Bologna－ Professoren ziehen Bilanz Ergebnisse einer Befragung von
Hochschullehrern des Maschinenbaus und der Elektrotechnik”，Hochschul-Informations-System
GmbH，HIS:Projektbericht，2007年 10月．134p．
http://www.vde.com/NR/rdonlyres/33B25035-8225-4CC4-9737-EE653AAFEACA/24660/HIS_VDEStudieBolognaProzess2007.pdf

この最新のアンケート結果についての分析は，日本のエンジニア教育方法を議論する際

のホットな情報源となると思われるので，工業教育論を専門とする研究者の協力を求めて，

別途検討する必要性を感じた．今回の報告では，この資料の分析は行わない．

（注２）：ボローニャ・プロセスについては，以下の文献から概要を把握した．望月太郎

「グローバリゼーションのなかのボローニャプロセス」『大学創造』2007 年第 19 号．ボ
ローニャ・プロセスの概要は，以下の通り．1999 年にボローニャ宣言を行い．29 ヵ国教
育担当大臣が署名．改革の要点は，①ヨーロッパの高等教育をより競争的なものにするこ

と．②透明性の向上，③流動性の増進，④学位システムの改革，⑤労働市場に適した教育

プログラムの開発，⑥卒業資格の相互承認法の改善．特に特徴的な改善が，単位互換シス

テムの確立であって，その前提に，学士課程と修士課程の学位システムの共通化も加わる．

また，実施するに当たっての機関として，ボローニャ・フォローアップ・グループ（E4
グループ：既存の高等教育機関である４つの組織の統合で，その頭文字である E が４あ
ることから E4」があり，これを統率する機関としてヨーロッパ高等教育保証ネットワー
ク（ENQA：The European Network for Quality Assurance)が 1999年に設置された．この
ENQA が加盟各国の高等教育機関を評価するシステムを作り上げている．EU 域内の高等
教育機関は，こうした評価機関の判断を基準に，いわば「自由化」されることになる．

第２に，ボローニャ・プロセス導入による問題点の１つに，授業時間数が減少があり，

その対策方針を立てている事である．まず，従来までの FH においては，4 年教育を学士
課程の 3年に短縮することになるので，例えば，インターンシップ期間が短縮あるいは廃
止となり，これまで企業の協力で行っていた卒論作成ができなくなる問題がある．一方，
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大学では，これまで５年（実質的に修士課程）で卒業させてきたプロセスを３年時点で卒

業させることになる．こうしたバチュラーでの卒業を導入することは，現時点での感覚で

は，学業の途中で卒業させたように社会から捉えられてしまう．また大学にとっても，５

年の間だ在籍するはずの学生が３年でいなくなる場合がある．これは大学にとって好まし

く考えられない．こうした対策としては，なるべく修士課程に進学するように考えるので

はないかと，予想しているようだ．その一方で，３年間の学士課程の卒業後にその後の２

年間で MBA などを取得する可能性を生かすことに加え，例えば，Siemens 社所属のエン
ジニアの３割は，セールス関係の仕事に従事している実態を考えるならば，３年間の学士

レベルのエンジニア教育で充分ではないか，と判断しているようだ．

第３に，VDI のイメージ戦略の説明があった．ドイツ全体として，エンジニア分野へ
志願する学生の数が減少傾向にあり，この点に VDI は強い危機感をもっている．そのた
めの対策の１つとして，エンジニアに対してこれまで感じられていた硬いあるいは暗いイ

メージをソフトで明るいイメージに転換させる取り組み（イメージ戦略）を持ち，進めて

いることがわかった．例えば，VDI が刊行している雑誌についても，従来までは装置や
機械の写真，現場のエンジニアの写真が主であったことを見直し，美しい自然や家族，子

供の写真などを取り入れるなど，クリーンで，ソフトなイメージをエンジニアに結びつけ

ようと努力している．

第４に，VDI のエンジニア政策の要になっているのが，これまで説明したＥＵ域内で
行っているボローニャ・プロセスへの積極路線であろう．ここ 30 年間で一番大きな教育
改革であると評価し，困難な課題に対する短期の解決策とはならないまでも，長期的には

良い方向に向かう手段であると，ボローニャ・プロセスを判断しているようである．その

中で，ＥＵ域内での国際競争力を獲得し，同時に，現在のアメリカが優秀な学生を集める

国際的なセンターになっている様に，ドイツの高等教育機関も留学生などを集めるセンタ

ーとなるように期待している．特に中国（技術系の留学生は年間９千名くらいという）か

らの留学生受け入れに関心を持っているようであった．ただし，VDI のエンジニア養成
政策の目標が，国内エンジニア養成だけに止まっているのか，ＥＵ内でのエンジニア教育

機関として，他国との関係を含みながら検討しているかどうかについては，詳しい話を聞

くことはできなかった．

４．ドイツにおける技術者養成機関の特徴

ドイツにおける技術者養成政策の概要を踏まえ，今回の調査として主要なテーマに設定

した，①外部教育力の利用（インターンシップ），および②女性へのエンジニア教育に関

わるドイツ課題を，3種類の教育機関での調査から比較検討してみたい．
（１）大学工学部の場合

ここでは，訪問したルール大学ボッヘム（ＲＵＢ，以下，単にボッヘム大学と記す：デ

ュッセルドルフよりほぼ北に鉄道で 1時間ほどの場所）の電気情報工学部を事例に，大学
工学部が抱えるエンジニア教育問題を考えてみる．面談相手は同学部広報担当のロバート

・ギオシェ(Robert Giosche)博士（電気・情報工学分野）である．まずボッヘム大学にお
ける工学部を見ると，全体で３学部（土木工学部，機械工学部，電気情報工学部）から構

成されている．電気情報工学部は 15学科より構成され，教授 18名に加え，その他ポスド
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クなどを含めたスタッフが 70 名，企業などから資金援助を受けている博士課程学生が 40
名，それ以外に実験スタッフ，技術スタッフが 80 名がいる．この規模は土木工学部より
大きく，機械工学部より小さいとのこと．さて，ボローニャ・プロセスの実施状況である

が，同じ大学でも学部の独立性が大きく，電気情報工学部では 2007年 10月からスタート
させたという．これは同大学の文科系学部の一つ，東アジア学部が 2001 年より同プロセ
スをスタートさせている点に比べ，遅い対応と言える．ちょうどインタビューに伺った直

前の新学期に，ディプロマ制度からバチュラーおよびマスター制度に移行したことになる．

実施に伴って教育カリキュラム（コースや期間）であるが，バチュラーコース（３年間：

前述したように日本の大学２年から４年に相当）を，半年ごとの合計 6セメスターに別け，
前半の 3セメスターと後半の 3セメスターで専門基礎および専門応用の区切りをつけてい
るようである．

さて，インターンシップの位置づけであるが，後半３セメスターの内，この学部では，

最初の２セメスターで専攻科目，最後の 1セメスター卒論．また最後の１セメスターの内，
最初の３ヶ月をインターンシップ，最後の３ヶ月を卒業論文執筆に当てる．論文執筆の期

間中，博士課程の学生が実質的に学生の論文作成指導を行うという．また，インターンシ

ップは，後に見るＦＨ（ファッハ・ホッホシューレ）では卒業研究指導を主としているこ

とと比べ，もっぱら職場体験の要素が強いという．その大きな理由は，大学進学者の場合，

ハイスクールを卒業後，職場体験などを経ずに入学してくる学生が多いからで，入学者の

こうした経緯が，大学とＦＨとの大きな差であり，それゆえに大学とＦＨで行われるイン

ターンシップの役割も，それぞれに異なっているものと理解できる．実施のための対応も，

大学側にはインターンシップ局を設置してあり，また企業側にも受け入れ学生のお世話を

する職員が決められているという．ただし，大学側は紹介などを含め，あまり介入はせず

に，学生と企業等の自主性にその内容などを任せている．それでも，単位認定をする必要

があるので，その点において，先のインターンシップ局がチェック機能を果たしている．

工学部への女子学生入学に関わる問題では，数を増やすべきと考え，対策を考え，実行

してきているとのこと．現状では工学部に在籍している女子学生の割合は全体の 10 ％．
外国人留学生の場合は，その比率が 13 ％．この数字は，15 年前では 3 ％であったので，
この間の対策，努力が効果を出し始めていると考えているようだ．それに加え，エンジニ

ア不足の問題は，現時点でも意識しており，いくつかの対策をとり，新たな対策も模索し

ている．以下はその具体策である．

第１は高校生への広報活動である．①オープン・デーを開催したり，②数日間の宿泊を

伴うワークショップ（女子のため）を実施（ドイツでの 12-13 年生を対象としている）．
大学教職員には大きな負担だけれども，参加した女子学生の多くが入学するので実りがあ

るとのこと．さらに③ガールズ・デーを入学前の時期（春）に実施，博士課程の女子学生

教授と共に担当し，入学前の女子（ドイツでの 5 から 13 年生まで）を対象として，理科
実験のようなことを行っている．

第２は，新しい試みとして，高校の教員に対する支援がある．これは，ドイツの高校に

は技術科目がなく，場合によっては，理系や工学系の先生がいないところもある（という）．

したがって，女子教員を中心，エンジニア関連の知識を教える再教育プログラムを実施私

用としている．これにより，技術に関心を持っている教員が育ち，その結果，生徒たちも



- 10 -

小さい頃から技術に関心が持てるようなる，という狙いである．

図 17の説明：学生実験室．同一の実験テーマが３あるいは６セットごとに 10種類程度
が一つの実験教室に配置されている．図では 12番の実験課題ブース．図 18の説明：プラ
ズマ殺菌法について企業の協力を得ながら研究中．この研究を博士課程の学生が卒業研究

の学生を実質的に指導．これにより博士論文につながる研究テーマを学生の段階から学べ

るという利点が生まれる．現在は旧課程の学生が対象だが，やがては，マスターの学生が

対象となる．このようなテーマは 25から 30ほど準備してあるとのこと．

図 16．ギオシェ氏と． 図 17．学生実習室 図 18．学生研究室

（２）ＦＨ(Fachhochschule：高等技術学校）の場合
デュッセルドルフ市内にある高等技術学校（ＦＨＤ：Fachhochschule Dusseldorf，デュ

ッセルドルフ高等技術学校）を訪問した．近隣地域に企業オフィスが建設され，ビジネ

ス街と住宅地域の両方の特徴を持つ地域である．従ってこのＦＨＤは，ある意味では人

口密集地に設置された都市型高等教育機関ともいえる．学部長のハロルド・ジャック

（Prof.Dr.Harold Jacque）教授と面談し，教育改革の中でのＦＨの課題や，インターンシ
ップおよび女子学生に関わる問題について情報をいただいてきた．

図 19 学校入り口のモニュメント 図 20 ジャック教授を挟んで

まず，印象に残った話題が学生数の減少である．特に，１～２年前から電気工学科への

志望者が半減したとの話には驚いた．その直接的背景には大手メーカーであるシーメンス

社（Siemens)が従業員の大量解雇を実施し，電気分野のエンジニアも解雇されたことがあ
るという．卒業生のほとんどが職業に就くので，こうした就職難という事態に応募者は敏

感に反応し，志願者が極端に減ったようだ．ある意味では短期的な現象なのかもしれない

が，エンジニア志望の学生が増加傾向にない中で，こうした減少は，対策が必要なのだろ

うと感じた．それに加え，女子学生に関しては，技術者とくに電気系技術者への志望者が

従来から少ない．それは，電気系技術者集団あるいは企業が，女性技術者の受け入れに積

極的ではないという，歴史的な条件が存在しているようである．また，女子学生の割合は，

電気系は情報系に比べ５から 10 ％低く，電気系で 15%以下，情報系では 20 ％程度とい
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う．日本以上に，技術系職場での女性の参加は困難な状況にあるように感じた．

これに対する対策としては，オープン・デーやガールズ・デーなどの催し物を行うなど，

女子学生の入学を呼びかける運動を行っている（図 21）．また，ＦＨＤにおける講義時間
帯にも特徴があったので，記録しておきたい．授業はすべて 45 分単位であり，朝８時か
ら始まり，19:20 まで行われている．12 限まであることになる（図 22）．この時間帯で，
学生は自由に受講科目を選択することができる．教員のシフトがどのようになっているか

は調査しなかったので，不明のままとなっている．

図 21 女子学生向け技術実習プログラム 図 22 FHDの講義時間帯
なお，関連する情報として，以下の HPを紹介された．
テクニックデイのサイト：http://www.tag-der-technik.org/

ガールズ デイのサイト：http://www.girls-day.de/

次にインターンシップについては，その目的が大学工学部と大きく違うことが分かった．

ファッハ・ホッホシューレ（ＦＨ）に入学する学生は，平均で 22 才ということで，入学
までの数年間を仕事や社会的活動などで人間を磨き，こうした経験を経てからＦＨに入学

する場合が多い．したがって，ＦＨで行うインターンシップの目的に，職業体験，社会体

験という要素はない．この点が，大学工学部で実施するインターンシップが職場体験を経

ずに入学してくる学生のために利用されることと大きく違っている点である．また期間は

現在までは２から３ヶ月で，インターンシップ先の選定および調整は，教員はほとんど関

与せず，学生が独自に行う．90 ％は企業に行くが，10 ％程度は学校のティーチング・ス
タッフとしてインターンシップを実施する．ただし，導入中のボローニャ・プロセスによ

って，ＦＨは特にこれまでの強みであった，このインターンシップの実施期間を短縮せざ

るを得ないことになり，課題を抱えてしまっているようだ．ただし，ＦＨでのインターン

シップは，技術系企業の現場業務にスムーズに移行できるための役割を果たしていること

を考えると，大きなダメージを与えるように感じた．つまり，教育機関には各種の実験設

備が備わっているが，より実践的な設備までは完備できていない．この問題を，これまで

はインターンシップを利用することで，企業先の設備を利用し，実践的トレーニングを受

けることで解決してきた．ボローニャ・プロセス導入がドイツの高等教育機関に与える大

きさを考えると，大学工学部よりも高等技術学校の方が，深刻かもしれない．

インタビュー最後において，女子学生への企業の反応とデュアル・システム(Dual
System)が話題となった．まず，企業が女子学生を取りたがらない問題があるという．そ
のために，まず，インターンシップにおいても，女子学生を受け入れる企業が少ないため
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に，学校内においてインターンシップを実施せざるを得ないことがあるらしい．女子だけ

のインターンシップになってしまうこともあるようだ．それゆえに，学校側としては，男

子学生中心となってしまう学校へ，比較的能力の高い女子学生が入学していることによる

メリット（生活面でのプラス作用など）効果を期待してしまうようだ．ドイツでは，法律

により，職場に女性を採用する数値目標が決められている．しかし，現時点ではそのこと

で女子エンジニアが増えるという効果は出ていない．職場で働く女性の多くがエンジニア

系でないからだ．次に，デュアル・システムであるが，これは，インターンシップの機能

を果たすものの，企業と学校とを頻繁に行き来する点で，異なる特徴をもつインターンシ

ップといえる．例えば１週間の半分，たとえば月曜から水曜日まで，大学で勉強し，残り

の半分，たとえば，木曜日から金曜日まで，企業でインターンシップを実施するという方

法もある．あるいは，半年の内，３ヶ月を大学，残りの３ヶ月を企業で過ごすという方法

もある．数年間の学校生活の中で，一度だけのインターンシップ経験を持つことに比べ，

このデュアル・システムは，大学と企業を行き来することによって，スパイラルアップが

できる可能性がある点でもユニークなシステムだろう．ただし，日本への導入を前提に話

を聞き，また調査をしてみると，大きな違いに気づく．最大の違いは，日本とドイツとの

労働慣行の違いである．ドイツは，一般的な労働形態の中に，週の半分だけの勤務を認め

る慣行がある．「半分勤務」というように表現できる制度，社会保障は受けられるが，給

与は半分という働き方である．一般社会人の労働の中でこうした制度が存在し，特殊な事

例ではなく運用されているようである．たとえば勤務中の社会人が資格取得のために勉学

しようと考えた場合や，子育て中の男女が育児と両立させるために，この制度を利用する

ことができる．日本では，勉学を希望した場合には昼間働き，夜間に学校に通うという形

を取ることになるが，ドイツでは労働も勉学も昼間の時間帯で行うことができる．それゆ

え，学校に在籍する学生が，インターンシップとして職場に入っていったとしても，一般

社員と大きな区別をされることなく，職場に受け入れられる条件が整っていることになる．

もちろん，こうしたドイツにおける労働慣行が成立する背景や，そのメリット，デメリッ

トについては，別途調査しないと分からない．ただ，こうした労働慣行が背景となって，

はじめて，ドイツのデュアル・システムが機能している点を忘れてはならないと，強く感

じた．

図 23．実習室（１） 図 24．実習室（２）
図 23,24は，電力送電に関わる実習実験室を見学した際の様子．小型の発電機を設置し，

それを発電所の大型発電機に見立てて，電力供給システムの管理等を実習する．

最後に，この学校ＦＨＤが，一般の大学とどのように異なるかを一言で説明できそうな

表現に出会ったので，それを紹介しておきたい．それは，英語表記における両者の区別で
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ある．通常の「大学」は英語で，Research University（研究大学）とし，「高等技術学校」
（ファッハホッホシューレ：ＦＨ）は，University of Applied Sciences（応用科学大学）と
表記している点である．今回訪問したデュッセルドルフ高等技術学校（ＦＨＤ)は，

Universty of Applied Sciences Düsseldorfとの英語表記を使っているし，また，これはすで
に紹介した，ドイツ技術者協会（ＶＤＩ）でのインタビューでも，Research（研究）と Applied
Science（応用科学）との表現による区別をしていた．日本における，大学と高専（専攻
科を含む）との区別を考えるときの１つのヒントになるかもしれない．

（３）ＢＫ（Berufskollege：職業学校）の場合
ドイツの職業学校（BK：Berufskollege）のなかで，優秀な学生を輩出していると噂され

ている学校の１つを尋ねた．デュッセルドルフ市の南側に位置する「ハインリッヒ・ヘル

ツ・ベルーフス・コレーゲ(HHBK：Heinrich-Hertz-Berufskollege)」である．面談では，学
校長のロタール・ユッペン(Lotar Juppen)氏，副校長のカール・ヴィルヘルム・ギュット
フ(Karl-Wilhelm Güthoff)氏，学科主任のフリードベルト・コルクハウス(Friedbert
Korkhaus)氏，電気情報系のミハエル・ハーガー（Michael Hager）博士，化学系を担当す
るクリーティン・バルデン(Christine Balden)女史の５名である．

図 25 学校正面 図 26 集合写真

事前に訪問の主旨を伝えてあったとはいえ，非常にていねいに応じていただいた．ただ

し，ドイツのエンジニア養成機関であるこの職業学校（Berufkollege）の特徴は，予想以
上に複雑であるため，短時間での面談では，全体像を理解することもできなかった．日本

では，若年層および社会人に対する職業訓練学校の機能も果たすと同時に，企業へのエン

ジニア供給の最前線の教育機関でもあり，またこの学校で資格を得ることで，高等技術学

校（FH）や大学への進学を可能にする資格取得ないしは予備校のような機能も果たして
いる．したがって，日本の工業高専の役割を果たしている部分も，この学校の１つの機能

に含まれている．こうした多くの役割を果たす教育機関が存在する背景が問題となるが，

その１つが，ドイツにおける職業および進学のためのきびしい「資格基準」の存在であろ

う．ある科目，ある資格を持っていないと次のステップに進めない．こうした基準は，学

年終了というおおざっぱなものではないために，結果としては学生一人一人ごとに違いが

発生することになり，教育機関が提供する指導も，学生一人一人ごとに違ってくる．実際

には，入学時の学生のパターンとして，以下の流れ図（図 27）の左側に描かれているよ
うな７つのグループに分類されている．こうした学生にこの職業学校が，ことで，以下の

部分は，その概略に過ぎない．A から E に区分された科目コースを提供し，卒業時点で
は，流れ図の右側に描かれているような６つのグループの資格を与える，あるいは進路に
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導くことになる．

図 27 HHBKの入学・コース・卒業の流れ図

さて，ドイツの中等学校であるギムナジウムの卒業生は，その 60 ％が大学や高等技術
学校（FH)へ進学し，40 ％は進学しないという．この進学しなかった卒業生の中で，就
職に必要となる職業資格を取得する目的で，この職業学校に入学するパターンが多いよう

だ．ドイツの学年制で，10 年生を卒業した後に入学できる．ただし，これ以外に，例え
ば，ある科目の単位を未習得のために 10 年生として卒業できなかった学生は，その部分
の科目を取得する（いわば再履修のことか？）ために，入学する場合がある．このパター

ンがどれほど頻繁に発生していることであるかは，確認できなかった．

このような多様な状況に直面している入学者を，卒業時までに次のある定まったステッ

プにまで引き上げることが，この職業学校の特徴である．つまり，学生ごとに異なる条件

に応じて，キャリアップ・プログラムを提供する学校ということになる．この学校が比較

的評判が良いという意味は，単純に優秀な学生を卒業させるということだけではなく，学

習レベルの低い入学生から，高度な職業訓練を求めてくる学生までの多様な要求に，それ

ぞれ適切に応えている，ということになるのだろう．問題は，限られた教員で，実際にど

のように対応しているかである．インタビューの中で興味を感じたのは，学生自身がある

資格を手にするために，どれだけの科目を修了しなければならないかで，混乱することが

あると説明された点である．教員は，学生がこれまでに修了させた科目の状況と，めざす

資格を取得するためには，どのような順序で，どのような科目を取るべきかを，常にアド

バイスしているとのことである．多様な資格が存在することから，このような個別的対応

を取ることは，典型的なキャリアアップ・プログラムということになる．

さて，女性へのサポートについては，特に気を配っているとのことである．女性入学者

獲得のために，この学校独自に実施している「ガールズ・デイ」もあれば，州で行うよう

な催し物と連携することも実施されているようである．実施した催し物については，この

学校の HPに掲示してあった．
http://www.hhbk.de/german/wir_uber_uns/-_m_dchenf_rderung.html?

施設見学および授業見学をさせていただいた．まず，社会人コースに相当する（Anlage
E）では，ノートパソコンを利用した 20 名ほどの自習室を見学した．与えられた課題を
それぞれが解決しているとのことである（図 28）．また，コンピュータ理論に関わる講義
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では，20名程度の学生が，ゆったりとした教室を利用していた（図 29）．それ以外にも，
講義とコンピュータ実習ができる授業風景も見学した．

図 28 図 29
最後に，日本からの調査活動に関心をもっていただいたのか，同校のホームページに，

われわれが訪問したことを掲載していただいた．

http://www.hhbk.de/german/aktuelles/japandelegation.html

５．ハンガリーにおける技術者養成機関の特徴

ハンガリーの首都，ブタペストの南西部にあるブタペスト・テック（Budapest Tech：以
下ＢＴと略す)の情報工学科施設を訪問した．面談（インタビュー）には，数学教員であ

りかつ戦略科学副部長であるヤノス・フォドル（Prof.Dr.Janos Fodor)博士，および学校理
事のマリア・デューダス(Maria Duadas)女史にご担当いただいた（図 ）．

図 30 左より相澤，デューダス，フォドル，河村

（１）ＢＴ(Butapest Tech)の概要
ハンガリーの高等教育機関の全体等としては，国立大学が 18 校，私立大学が７校，ポ

リテクニーク（高等技術学校）が 13 校とのこと．ブタペスト・テックの母体は，1879 年
設立の技術学校に由来するが，実質上は 2000 年 1 月にいくつかの技術学校(College)を再
編・統合して設置され，総合技術学校（ポリテクニーク）とも言える．ハンガリーに設置

されているポリテクニークの中では，第 2位であるとのこと．合計５学科より構成され，
全学生数が 1 万 1 千人．その中で，今回訪問した施設は，2005 年に新校舎が完成した情
報工学系学科で，「フォン・ノイマン情報技術学校」と呼ばれている．１学年の定員は 350
名の定員であるという．学校の名称は，ハンガリー出身のユダヤ系物理学者で，ノイマン

型コンピュータを開発したとして有名な John von Neumann(1903-57）に因んでいる．先の
ドイツの職業学校（Berufskolleg)に物理学者 Heinrich Hertz の名前を当てていることと比
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較すると，こうした科学者などの名前を学校名につけることの意味を，日本でも検討して

良いのかもしれないと感じる．さて，訪問した 2007 年にＥＵ加盟をしたばかりのハンガ
リーでは，高等教育機関においても，ボローニャ・プロセスへの適応が実施されている．

ＢＴでは，ヨーロッパにおける教育制度改革の流れをきっかけにして，少なくとも情報系

学校のフォン・ノイマン情報技術学校では，かなり大胆な将来構想を検討していることが，

今回のインタビューの中で分かった．

（２）ＢＴの将来構想

正確には分からないが，現在のハンガリー．特に首都であるブタペストでは，ドイツ文

化の影響を受けており，長くソビエトからの強い影響を受けてきたものの，冷戦終結後か

らは，急速に西側経済システムの影響を受けている．こうした背景もあると思われるが，

エンジニア養成機関であるポリテクニークでは，ボローニャ・プロセスへの参加を１つの

契機にして，新たな教育戦略を立てている．ドイツのいくつかの学校を調査した直後であ

ったゆえに，将来構想に強い関心があるＢＴが，印象深く感じる．具体的には，教育課程

の拡大である．ボローニャ・プロセスで示されている学士課程（バチュラー課程）は，ハ

ンガリー独自で 15年前から実施している認証システム（Accredited）によれば，3.5年（７
セメスター）となる．12年生卒業後，18才（前後）から入学できるシステムでもあった．
これは 3年に短縮されることになる．さらにこれに，ボローニャ・プロセスで示されてい
る修士課程（マスター課程）の 2年間を追加することになる．現在は，ＢＴでこのマスタ
ー課程ができ，卒業することができるようになった．ここまではドイツの高等技術学校と

同じであるが，ＢＴでは，さらに 1つのコース（予定では，Integrated Engineering System)
で，博士課程を設置する計画を立ており，2009年にはスタートさせたいとの計画である．
博士課程を設置すると言っても，ＢＴでは，自分たちの強みとして，実践的な教育がある

ことを自覚しており，それを生かすことを前提としているようである．それでも，修士課

程に終わらずに博士課程までをＢＴ内に取り込もうとする理由は，正確には分からなかっ

たが，おそらく他のＥＵ諸国の高等教育機関との競争を意識してのようである．

（３）インターンシップおよび女子エンジニア問題

ＢＴでは，ボローニャ・プロセス実施以前の旧システムでは，インターンシップを 0.5
年から 1 年をかけて実施してきた．ボローニャ・プロセスに対応すれば，3.5 年での卒業
を 3年に変更することになり，結果としては，インターンシップの期間を短縮せざるをえ
ない．大学との違いの１つが，このような長期間のインターンシップであったが，ボロー

ニャ・プロセスの採用は，大学と高等技術学校（ポリテクニーク）との違いを，薄める方

向に向かっているようである．この点は，ドイツのＦＨでも同様の感想をもった．

一方，ハンガリーにおいて，エンジニア人口に占める女子エンジニアの比率が高いとい

う問題では，ドイツとの差を感じた．まず，ハンガリーにおいては，女性がエンジニアに

暗いイメージなどは持っていないと言う．むしろ，他の職業に比べ，エンジニアの方が労

働条件が良く，賃金も高いようである．それゆえ，ＢＴへ女子エンジニアを入学させるた

めに，特別な対応（ドイツで実施している Girls Dayのようなこと）は取っていないと言
う．問題は女性エンジニアの比率が多い要因であるが，一言で言えば，社会的条件という

ことになりそうである．ＢＴでのインタビューの中ではこの要因については議論すること

はできなかった．ブタペスト滞在中に現地の方に意見を聞くことができたが，その答えは，
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男性の労働賃金が低いために，女性も仕事をせざるを得なかったという歴史があり，多様

な職種へ女性が社会進出を果たしてきた．その中で，エンジニア分野は比較的条件が良い

職種とされてきたようである．

そうなると，ＥＵ加盟により，労働人口の流動化，つまりこれまで以上に国境を越えて

労働者が移動する可能性が高まった場合，現時点では賃金が比較的安いハンガリー地域か

ら賃金の良い国に，優秀なハンガリーのエンジニアが流出してしまうことが，予想される．

この問いについては，その通りであるが，食い止めるような対応は取らないだろう，むし

ろ，今後とも優秀な人材をＢＴとしては，供給し続けるだけだ，との答えだった．

（４）ＢＴでの授業風景

ＢＴ情報工学科の施設見学，授業見学をさせてもらった．2 年前に完成した施設である
こともあり，きわめて整備された教室と新しい情報機器であった．コンピュータ実習では，

20名程度の人数による講義であった（図 ）．その一方で，座学については，この校舎に 1
つだけある大教室（Auditorium Maximum)を見学することができた（図 ）．


