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I 事業の目的 
 

 第四次産業革命の進展に伴い、産業構造のあり方が大きく変わりつつある現在、各企業

は、競争力維持・強化のためにデジタルトランスフォーメーション（以下、「ＤＸ」1 ）

をスピーディに進めていくことが求められている。 

こうした状況下、ＩＴ人材に求められる役割・能力にも大きな変化が生じている。「Ｉ

Ｔ人材白書２０１７」では、企業がデジタル化を推進していくにあたり、「ＩＴの要素技

術に突出した知識や技術を持つこと以上に、デジタル分野とビジネスをつなげ新たなもの

を生み出す力、職種・業界等の境界を越えた多様な企業・人材と協働し巻き込んでいく力

を備えたリーダー的存在」が重要である旨、訴求されており、併せて企業においては、こ

のような人材を育成するための、失敗体験、他分野・他職種等での経験、人的ネットワー

クの構築、新しいものへの挑戦等を経験できる環境づくりを進める必要性についても言及

している。 

 

一方で、東海地域においても、産業構造の変化に対応したＩＴ人材の育成は重要な政策

課題として認識されており、地域の成長戦略『「Society5.0」の実現に向けた東海地域の

産業競争力強化戦略（東海産業競争力協議会2）』では、地域一丸となって取り組むべき重

点課題のひとつに「Society 5.0 実現に資するＩＴ人材の育成」を掲げているところであ

る。 

この中では、これまで地域経済の強みとされてきた「現場力」を、時代に即応させた形

で生産性の向上や新事業の価値創造に結実させていくため、東海地域に求められるＩＴ人

材を「ＩｏＴ、ＡＩ等を活用して課題解決・価値創造できる人材」として定義付けされて

いる。また、当該人物像をより具体化する検討を実施した結果として、事業部門とＩＴ部

門との触媒・潤滑油として機能する、課題解決・価値創造のスキルとＩＴスキルの橋渡し

を行う事が出来る『ＩＴものづくりブリッジ人材』（以下、「ブリッジ人材」）こそが東海

地域に必要であると結論付けられている。 

 

以上の背景を踏まえ、本事業では、東海地域の産業競争力強化につなげるためのアクシ

ョンの中で、ブリッジ人材の育成支援に向けた取り組みを加速することを主眼とした。 

具体的には、ブリッジ人材に期待される能力・人物像、育成に関する情報収集を行い、併

せて、ブリッジ人材に必要なナレッジの検討を実施するとともに、ブリッジ人材育成のた

めのカリキュラムについての検討・策定を行うものである。 

 

                            
1
 企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基

に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・

風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。（「DX 推進指標」とそのガイダンス ：経済産業省） 
2 地域の産業競争力強化に関する戦略の検討・策定を行い、地域を支える中小企業経営者その他の有識者の

生の声を聞きながら、国と地方が一体となって効果的な施策を講じていく体制を構築する目的で設置された

協議会組織。中部経済産業局が事務局を務め、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県の５県及び静岡

市、浜松市、名古屋市の３政令市の各自治体の長、経済界の代表、学識経験者で構成され、オブザーバーと

して地方支分局９機関の長、独立行政法人地方センター２機関の長が参加する。 
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【本報告書の概要】 
 
□調査スコープの設定 

『「Society5.0」の実現に向けた東海地域の産業競争力強化戦略』における整理・育成

方針を踏まえ、産学の協働領域であり、生産性向上を担う中核的人材として期待されるＡ

タイプ（自社内の単一・明確な課題解決に向けた分析・定式化を行なうことができ、IT

による課題解決の達成が可能な人材）に焦点を絞り、育成カリキュラム案の検討を行うこ

ととした。 
□個別事例収集及び分析 

IT 人材育成に係る既存研修事業のカリキュラムや企業における人材育成取り組み・Ｉ

Ｔ設備等導入に関する個別事例を収集・分析し、ブリッジ人材のカリキュラムに求められ

る論点を整理した。 

□検討会を通じたカリキュラムの検討 
ものづくり現場に精通し、高度人材育成に取り組む学識者や生産現場への IT 導入を図

るものづくり企業、ベンダー、金融機関、商工団体の委員で構成される「ＩＴものづくり

ブリッジ人材（Ａタイプ）」産学連携カリキュラム検討委員会を開催し、ブリッジ人材に

必要なナレッジの検討を行うとともに、ブリッジ人材育成のためのカリキュラムの検討を

行った。 

□ブリッジ人材育成のためのカリキュラム策定 
検討委員会での検討結果を取りまとめ、ブリッジ人材育成のためのカリキュラムを策定

した。 
□カリキュラムの実装と展開に向けて 
 策定したカリキュラムの実装・展開に向けて求められる論点を整理した。 
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II 本事業の調査スコープの設定 
『「Society5.0」の実現に向けた東海地域の産業競争力強化戦略』（以下「産業競争力強

化戦略」）では、ブリッジ人材を次のように定義している。 

 

「IT ものづくりブリッジ人材」とは、 

課題解決・価値創造のスキルと IT スキルの橋渡しを行うことができる人材。 

 

また、ブリッジ人材に期待される課題解決・価値創造のレベルに応じ、ブリッジ人材を

以下の３タイプに分類し、必要とされるスキルをそれぞれ整理している。 

 

① Ａタイプ 
自社内の単一・明確な課題解決に向けた分析・定式化を行なうことができ、IT によ

る課題解決の達成が可能な人材。 

【基盤的スキル】 
 IT・データの品揃えを把握できるスキル。 

 課題解決等の為の計画策定に加え、プロジェクトマネジメントができ、実現ま

で導けるスキル。 

 課題解決等に際して、IT 以外の打ち手と比較して、手法として IT を用いるこ

とが適切であると一次的に判断できるスキル。 

 

② Ｂタイプ 
自社内のより複合・横断的な課題解決に向けた分析・定式化を行なうことができ、

IT を使って何ができるかといった経営参謀的なプロアクティブな提案が可能な人材。 

【高次化したスキル（Ａタイプに付加）】 
 打ち手の蓄積(選択肢の拡大)。 

 成功・失敗経験の獲得(経験値のアップ)。 

 人的ネットワークの拡大(異質への寛容性)。 

 複数の課題をマージすることによる新着想(融合・創造力)。 

 マーケットとの対話。 

 

③ Ｃタイプ 
社内外を問わない新たな価値創造（イノベーション）に向けた着想を行なうことが

でき、IT による価値創造(イノベーション)の具現化が可能な人材 

【イノベーション創出スキル(Ｂタイプに付加)】 
 他業種・他企業の課題解決・価値創造を俯瞰。 

 既存の経験・スキルの否定をいとわない。 

 関係者の巻き込み。 
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出所：「Society 5.0」の実現に向けた東海地域の産業競争力強化戦略（東海産業競争力協議会） 

 

以上の整理を踏まえ、産業競争力強化戦略においては、これら３タイプの育成イメージ

についてそれぞれ必要な取り組み例が以下のとおり想定されており、東海地域における

「IT ものづくりブリッジ人材」育成の見地から、産学の協働領域であり、生産性向上を

担う中核的人材として期待されるＡタイプの輩出に寄与する取組から着手する旨、方針が

示されているところ。 

 

■ Ａタイプ：大学における課題解決手法を学ぶための産学連携カリキュラムの創設 

■ Ｂタイプ：企業内の適切なジョブローテーションによる複合横断的な課題解決の経 

験や人的ネットワークの拡大等 

■ Ｃタイプ：他業種・他社等のブリッジ人材と接触・シナジーする機会の創出 

 

以上を踏まえ、カリキュラム策定によるブリッジ人材育成への寄与を目的とする本事業

では、育成イメージが合致し、かつ、産業競争力強化戦略において示唆される取組順を勘

案し、Ａタイプのブリッジ人材に焦点を絞り、育成カリキュラム案の検討を行うこととし

た。 
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III 個別事例収集及び分析 
カリキュラムの検討に先立つ論点整理および現状把握を目的に、既存のＩＴ人材育成講

座等の研修事業に係るカリキュラム、企業におけるＩＴ人材育成の取り組みならびにＩＴ

設備等導入に関する個別事例について、情報収集および分析・考察を行った。 

 

1 IT/IoT の基盤的スキル、ものづくり現場の課題解決に関する能力の習得を目的とした
既存研修事業のカリキュラムについて 

カリキュラム検討の端緒として、受講対象者・研修期間といった前提条件を想定するた

めの参考とするため、ＩＴ/ＩｏＴの基盤的スキルや、ものづくり現場の課題解決に関す

る能力の習得を目的とした既存研修事業についての文献調査を実施した。以下にとりまと

め結果を示す。 

 

（１） IoT システムインテグレータ講座（名古屋市） 
対象 ・製造現場で作業の管理・運用を行っている技術者 

・生産技術や生産管理担当者 

・自社工場の IoT 化を進めている技術者 

定員 － 

カリキ

ュラム 

＜第１回（13:00～16:30）＞ 

〇オリエンテーション 

〇講義：生産システムの分析と工程改善の方法、ICT・IoT システムの導入

の考え方 

〇演習：工程・作業分析による工程改善案と ICT・IoT システム案の策定  

＜第２回（13:00～16:30）＞ 

〇講義・説明：工程の実績管理のためのシステムの構築(実績収集と見える

化)(1) 

〇演習：実績データの収集と分析、見える化システムの構築： 

＜第３回（13:00～16:30）＞ 

〇講義・説明：工程の実績管理のためのシステムの構築(実績収集と見える

化)(2) 

〇演習：無線ネットワークによる実績データの収集と分析システムの構築 

＜第４回（13:00～16:30）＞ 

〇講義・説明：設備監視のためのシステム構築 

〇演習：振動センサーを利用した実績データの収集と分析システムの構築 

＜第５回（13:00～16:30）＞ 

〇講義：費用対効果の見積もり法、データ分析法、統計的工程管理（管理

図） 

〇演習：ICT・IoT システムの企画・設計(機能設計) 

＜第６回（13:00～16:30）＞ 

〇講義・説明：画像解析の理論と人工知能プログラム(深層学習)の説明 
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〇演習：画像解析システムの開発(深層学習ソフトによるシステムの開発） 

＜第７回（13:00～16:30）＞ 

〇演習：製造模擬ラインを利用した工程分析と ICT・IoT システムの導入案

の策定、工程分析、IoT システムの企画・設計(機能設計) 

＜第８回（13:00～16:30）＞ 

〇演習：製造模擬ラインを利用した工程分析と ICT・IoT システムの導入案

の策定、仕様書作成、費用対効果の算出、プレゼンテーション 

 受講対象はライン長や工場長などの管理者で、製造や生産の現場を俯瞰できる人材

を想定している。 

 カリキュラムは毎回講義と演習のセットを基本に構成されている。座学と実践を同

日におこなうことで、受講者が受講内容をより深く理解し、自社でフィードバック

できるよう、配慮されている。 

出所：なごやロボット・IoT センターホームページ https://nri.web.nitech.ac.jp/seminar/iot-system/ 

（最終閲覧日：2020 年 3 月 27 日） 

 

（２） IoT 導入・人材育成支援講座（愛知県） 
対象 ・IoT の導入・利活用に関心のある中小企業等の社員 

定員 15 社（原則 1 社 1 名） 

カリキ

ュラム 

＜第１回（13:00～17:00）＞ 

・座学：IoT の基礎、活用サービス、活用事例、セキュリティについて 

＜第２回（13:00～17:00）＞ 

・座学：導入企画説明、ソフトウェア・ハードウェアについて 

＜第３回～第５回（各回 13:00～17:00）＞ 

・実習：安価かつ汎用的に使われている開発環境の構築とセンサーからの

データ取得など 

＜第６回（13:00～17:00）＞ 

・企業見学：loT 先進事例の工場等の見学 

＜第７回（13:00～17:00）＞ 

・発表：各自で作成した「IoT 企画書」の発表・討議 

 受講対象は中小企業の社員と企業規模は絞っているが、業種や所属部署・役職は限

定していない。 

 カリキュラム内容は、基礎知識を習得する座学だけでなく、IT 導入にあたり活用

されることの多いシングルボードコンピュータとセンサーの組み合わせによるデー

タ収集装置を活用した実習、また、自社に IoT 導入を図る際に作成する企画書作成

に係る演習を行うことで、より実践的な IoT 導入推進者の育成を目指している。 

出所：IoT 導入・人材育成支援講座案内チラシ  

https://local-iot-lab.ipa.go.jp/public/uploads/201907/dd40419130e507b839db0f7da63afde41879934d.pdf 

（最終閲覧日：2020 年 3 月 27 日） 
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（３） IoT 実践道場（石川県商工労働部労働企画課） 
対象 ・自社の生産設備等にセンサーを取り付け、見える化、改善を行う企業 

定員 ６社 

カリキ

ュラム 

「座学」と「現場実践」を組み合わせ、生産設備の稼働状況の見える化、デ

ータ分析、改善手法までを一貫して支援する。 

 

＜第１回～第２回 座学（集合研修４時間×２回）＞ 

【IoT の活用の考え方】 

・IoT 機器の活用方法 ・可働率の考え方 

・ムダの考え方 ・見える化後の改善の進め方 

 

＜第３回～第８回 現場対応（４時間×６回）＞ 

【実際の企業の生産設備にセンサー等取り付け】 

〇第３回 

・収集したデータを基に現状把握 ・目標設定 

〇第４回～第７回 

・機械稼働の停止要因の分析 ・改善策の検討 

〇第８回 

・活動まとめ ・IoT の今後の自社への導入の検討 

 自社工場の IoT 化に取り組み、生産性向上などを実現した先進ものづくり企業が講

師を担当することで、現場目線に立った指導をしている点が特徴的である。 

 座学では IoT 機器の活用とともに、現場改善を実際に進めるための考え方や手法を

学ぶ内容となっている。 

 第３回以降は、参加企業が自社の設備にセンサー等を実際に取り付け、取得データ

から稼働状況の見える化を図り、具体の改善策を検討する実習を行う。 

 実習は各社の工場へ講師が赴き、指導するハンズオンにより行われている。 

 第８回では、参加企業同士のノウハウ共有や今後の自社展開に向けた示唆を得るこ

となどを目的とした成果報告会を開催している。 

 他に特徴的な点として、主に座学を行う第１回、第２回を対象に、オブザーバーを

募集しているところが挙げられる。 

出所：IoT 実践道場案内チラシ https://www.isico.or.jp/uploaded/attachment/1004725.pdf 

（最終閲覧日：2020 年 3 月 27 日） 
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（４） 製造業のための IoT 導入実践セミナー（尼崎商工会議所） 
対象 ・製造業者の経営者や工場長、現場リーダーなど 

定員 20 名（先着順） 

カリキ

ュラム 

＜第１回（18:00～20:30）＞ 

◆IoT・AI・ロボット導入先進事例  

・オーダーメイド製品の生産プロセスの実現 

・汎用機械とＮＣ工作機械を巧みに使い分けた IoT システムの構築 

＜第２回（12:30～18:00）＞ 

◆IoT 等導入先進企業視察  

＜第３回（18:00～20:30）＞ 

◆中小企業の経営に役立つ IoT,AI の基礎と向き合い方  

・IoT の基礎知識  

・IoT システムの基本構造  

・AI の基礎知識（機械学習とディープラーニング）  

・IoT と AI への向き合い方と事例  

＜第４回（18:00～20:30）＞ 

◆中小企業の経営に役立つ IoT、AI によるデータ収集・分析・改善  

・データ取得の仕組みと測定方法のポイント（センサー、ネットワーク）  

・IoT のセキュリティ対策の勘所  

・わかりやすいデータ分析手法  

・中小企業のＡＩ活用方法  

・現場改善への展開 

 受講対象を経営者、工場長などの IoT 導入の検討・判断を行う立場にある者に限定

し、また、勘所や展開方法等、より実践的な内容をレクチャーすることで、実行力

（成果が業務に活きる）のあるカリキュラム構成となっているように見受けられ

る。 

 IoT 導入による成果を出している中小企業の事例発表と現地見学を通じて導入経

緯・プロセス、効果を学ぶとともに、自社導入に向けた具体的プロセス、課題を深

掘りする内容となっている。 

出所：尼崎商工会議所ホームページ https://www.amacci.or.jp/seminar/iot1911/ 

（最終閲覧日：2020 年 3 月 27 日） 
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（５） IoT/AI 時代の IT 技術者などが知るべき「ものづくりの仕事のしくみと生産性向上」（ソフト
ピアジャパン） 

対象 ・ものづくりの仕事の仕組みの基礎を身につけたい IT 技術者 

・製造業の現場業務について理解したい方 

・ものづくりの生産性向上に関連する社員、スタッフ、管理者など 

定員 10 名 

カリキ

ュラム 

＜下記の内容を延べ 3 日間＞ 

１．ものづくりの仕事としくみ 

 製造業を取り巻く環境と企業経営 

 生産管理の基本 

 製造業における各部門の役割 

 ものづくりの品質管理の基本 

 工場レイアウト 

 製品のライフサイクル 

２．情報システムと工場業務 

 製造業のエンジニアリングチェーン 

 製造業のサプライチェーン 

 原価と利益 

 自動化技術、スマート工場 

３．ものづくりに関する業務改善 

 改善活動の基本 

 ものづくり現場の 5S 整理・整頓・清掃・清潔・躾 

 問題発見・解決 

 改善と気づき 

 IoT/AI による業務改善 

４．ものづくり企業の事例を通じての業務改善演習 

 受講対象はものづくり企業の社員を含むが、主として IT 技術者を対象としている

点が特徴的である。 

 研修タイトルからも見て取れるように、受講対象も踏まえて IT リテラシー等に関

する内容はやや少なく、製造業全体の基本的な仕組みや業務、仕事に対する考え

方、業務改善の方法等のレクチャーを中心に据えており、総じて IoT 導入を図る上

での前提となる知見を習得する内容となっている。 

出所：ソフトピアジャパン IoT・IT 研修ホームページ 

https://training.softopia.or.jp/iotit-practice/monodukuri/ 

（最終閲覧日：2020 年 3 月 27 日） 
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（６） IE ベーシックコース（中部インダストリアル・エンジニアリング（IE）協会） 

対象 ・製造、生産技術、生産管理、ＩＥ部門等の３～５年の実務経験を有する方 

定員 － 

カリキ

ュラム 

【1 日目】（9：30～19：30） 

■生産管理論（9：30～12：30） 

〇グローバル環境下の生産管理 
〇経営管理の基本とこれからモノづくり 
〇生産管理における「生産」「管理」とは 
〇これからの生産システムと IE 

■IE と生産システム（13：30～16：30） 

〇生産管理におけるインダストリアル・エンジニアリング（ＩＥ）の役
割 

〇ＩＥの基本と考え方  〇生産システムの運用に対するＩＥの利用法 
○ＩＥの効率的な実践・管理のための仕組みづくり（自働化とＩＣＴ・

ＩｏＴ化への取り組み） 

■講座ガイダンス①（16：40～17：20） 

〇全体オリエンテーション、グループでの自己紹介 

■交流会（17：30～19：30） 

【2 日目】（9：30～16：30） 

■工程分析（9：30～12：30） 

○工程分析と改善    ○製品工程分析 
○作業者工程分析    ○ＰＱ分析 

■稼働分析（13：30～16：30） 

○稼働分析とは 
○稼働分析の目的と種類 

①連続観測法     ②瞬間観測法（ワークサンプリング） 
③稼働率計法     ④ＶＴＲ法 

【3 日目】（9：30～16：30） 

■時間研究（9：30～12：30） 

○時間研究とは     ○時間分析の進め方 
○レーティング     ○ＰＴＳ法 

■動作研究（13：30～16：30） 

○動作研究とは     ○動作改善の考え方と進め方  
○ピンボード演習による実体験 

【4 日目】（9：30～16：30） 

■品質管理（9：30～12：30） 

○品質管理とは     ○信頼性と品質管理 
○製品責任（Product Liability） 

■設備管理（13：30～16：30） 

○ＴＰＭとは      ○ＴＰＭの考え方の体系 
○ＴＰＭとしての攻め方 ○ＴＰＭ的問題解決の考え方 

【5 日目】（9：30～17：00） 

■トヨタ生産方式の考え方（9：30～16：30） 

○ムダの考え方    ○能率の考え方 
○トヨタ生産方式の基本的な考え方（ジャストインタイムとは 自働化

とは） 

■講座ガイダンス②（16：30～17：00） 

〇現場実習の内容連絡 
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【6 日目】（9：30～17：00） 

■物流管理（9：30～12：30） 

○リードタイムとは   ○物流とは 
○物流の重要性     ○在庫低減について 
○キーワード（物流） 

■原価管理（13：30～17：00） 

○原価管理とは     ○原価低減の事例紹介 
○演習（モノづくりシミュレーション） 

【7 日目】（9：30～17：00） 

■標準作業（9：30～17：00） 

○標準作業とは 
○標準作業の３点セットの作業手順  
○標準作業の３点セットの見方 

【8 日目】（9：30～17：30） 

■改善の具体的な進め方（9：30～17：30） 

○「標準作業」模擬ライン実習の説明  ○模擬ライン実習 

【9～10 日目】 

■現場実習Ⅰ（１泊２日） 

○対象ラインの概要把握・現状調査 
○目標設定と改善方法の方向付け    ○改善案の検討 

【11～13 日目】 

■現場実習Ⅱ（２泊３日） 

○改善実施・効果の確認        ○改善ストーリーの確立 
○改善結果報告書作成・発表 

 IT に関する受講内容は無いが、製造現場における課題解決に関する研修事業とし

て調査対象とした。 

 工程管理の技術であるインダストリアルエンジニアリング（ＩＥ）の理解と改善実

践力の養成をコンセプトしている。 

 現場の改善活動を実践する上で必要となるＩＥの分析手法を８日間の座学で学ぶと

ともに、実際の量産ラインでの現場改善実習（計５日間）に取り組むことで、理論

と実践の融合による生産性向上に向けた改善活動のポイントと進め方を習得し、自

ら課題を発見し、改善できるスキルを身につけることを目的としている。 

出所：2019 年度 第 108 回 ＩＥベーシックコース案内チラシ 

  



 

12 
 

（７） 工場長養成塾（名古屋工業大学） 
対象 ・自動車部品産業の優れた生産管理や物流管理のノウハウの修得を目指す東海

地域の中堅・中小企業の意欲ある工場長又は製造部門の管理責任者 

・製造業であれば業種は問わない。 

定員 32 社（４社×８グループに編成） 

カリキ

ュラム 

 

日程 時間 開催科目 
対象 

経営者 
製造 

中核人材 
経営 

中核人材 
申込後事前審査 〇 〇 〇 

担当チューターによる事前のパーソナル訪問（テーマ選定） 〇 〇 〇 
第 1 回 13:00～17:00 入塾式＆オリエンテーション 〇 〇 〇 
第 2 回 9:00～16:00 ゼミ・カリキュラム  〇  

第 3 回 10:00～17:00 実践カリキュラム（一巡目-1）  〇  

第 4 回 9:00～16:00 ゼミ・カリキュラム  〇  

第 5 回 10:00～17:00 実践カリキュラム（一巡目-2）  〇  

第 6 回 9:00～16:00 ゼミ・カリキュラム  〇  

第 7 回 10:00～17:00 実践カリキュラム（一巡目-3）  〇  

第 8 回 9:00～16:00 ゼミ・カリキュラム  〇  

第 9 回 10:00～17:00 実践カリキュラム（一巡目-4）  〇  

第 10 回 9:00～16:00 ゼミ・カリキュラム  〇  

第 11 回 10:00～17:00 実践カリキュラム（一巡目-予備日）  〇  

第 12 回 9:00～17:00 
実習カリキュラム（A 班） 

 〇  

第 13 回 9:00～17:00  〇  

第 14 回 9:00～17:00 
実習カリキュラム（B 班） 

 〇  

第 15 回 9:00～17:00  〇  

第 16 回 9:00～16:00 ゼミ・カリキュラム  〇  

第 17 回 9:00～17:00 
実習カリキュラム（C 班） 

 〇  

第 18 回 9:00～17:00  〇  

第 19 回 9:00～17:00 
実習カリキュラム（D 班） 

 〇  

第 20 回 9:00～17:00  〇  

第 21 回 9:00～16:00 ゼミ・カリキュラム  〇  

第 22 回 10:00～17:00 実践カリキュラム（二巡目-1）  〇  

第 23 回 9:00～16:00 ゼミ・カリキュラム  〇  

第 24 回 10:00～17:00 実践カリキュラム（二巡目-2）  〇  

第 25 回 13:00～15:00 製造中核人材育成ゼミ（工場見学）  〇  

第 26 回 10:00～17:00 実践カリキュラム（二巡目-3）  〇  

第 27 回 9:00～16:00 経営中核人材育成ゼミ   〇 
第 28 回 10:00～17:00 実践カリキュラム（二巡目-4）  〇  

第 29 回 9:00～16:00 ゼミ・カリキュラム  〇  

第 30 回 10:00～17:00 実践カリキュラム（二巡目-予備日）  〇  

第 31 回 9:00～16:00 ゼミ・カリキュラム  〇  

第 32 回 9:00～17:00 中間レビュー  〇  

第 33 回 9:00～16:00 ゼミ・カリキュラム  〇  

第 34 回 10:00～17:00 実践カリキュラム（三巡目-1）  〇  

第 35 回 10:00～17:00 実践カリキュラム（三巡目-2）  〇  

第 36 回 9:00～16:00 経営中核人材育成ゼミ   〇 
第 37 回 10:00～17:00 実践カリキュラム（三巡目-3）  〇  
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第 38 回 9:00～16:00 経営中核人材育成ゼミ   〇 
第 39 回 10:00～17:00 実践カリキュラム（三巡目-4）  〇  

第 40 回 9:00～16:00 経営中核人材育成ゼミ   〇 
第 41 回 10:00～17:00 実践カリキュラム（三巡目-予備日）  〇  

第 42 回 9:00～16:00 経営中核人材育成ゼミ   〇 
第 43 回 9:00～17:00 成果報告会＆卒業式 〇 〇  

担当チューターによる成果報告会に向けたフォローの締めくくりパーソナル訪問  〇  

   

 名古屋工業大学での「ゼミ」、模擬ラインを活用した「実習」、受講生の製造現場を

教室とする「実践」、その他「工場見学」などで構成される。カリキュラムは週２

回、半年間にわたり運用される。  

 「実践カリキュラム」は、４名１グループで編成され、グループ毎に現場指導員で

ある「チューター」が配属される。実践では、受講生の自社工場などを実習の場と

するため、同業種が同じグループにならないよう配慮される。 

出所：第 13 回工場長養成塾パンフレット 

http://kojocho-juku.web.nitech.ac.jp/images/pamphlet/2019pamphlet.pdf 

（最終閲覧日：2020 年 3 月 27 日） 
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2 先行事例の整理 
カリキュラムの検討にあたり、下記項目について議論のたたき台となる仮説構築や論点

整理、また、議論の進捗に合わせて方向性・具体な内容が詰まっていくカリキュラムの絵

姿に対する検証・ブラッシュアップのための参考資料として、実際のＩＴ導入事例等につ

いて実態把握を行った。 

 

 カリキュラムで育成を目指すＩＴものづくりブリッジ人材の人物像 

 上記人物像に必要とされるナレッジ 

 カリキュラム内容の妥当性の検証やブラッシュアップにおける参考資料 

 

事例調査の対象は、 

 

 デジタルトランスフォーメーションに取り組む大手企業 

 ものづくり現場へのＩＴ導入を進める中小企業 

 ＩＴ人材が活躍するＳＩｅｒ、ベンダー 

 ＩＴ導入やＩＴ人材育成に対する支援をおこなう教育機関や商工団体 

 

より選定した。調査対象の概要を下表に示す。あわせて、特にカリキュラムに資する情報

について、内容をまとめる。 

 

 

【先行事例調査先の概要】 
対象 業種 手法 

文献 ヒアリング 
大手企業 

Ａ社（東京都） 運輸業 〇  

Ｂ社（大阪府） 電気機械器具製造業 〇  

Ｃ社（愛知県） 生産用機械器具製造業 〇  

Ｄ社（京都府） 金属製品製造業 〇  

Ｅ社（東京都） 化学工業 〇  

Ｆ社（東京都） 電気機械器具製造業 〇  

Ｇ社（愛知県） 生産用機械器具製造業  〇 

ものづくり中小企業 
Ｈ社（愛知県） プラスチック製品製造業  〇 

Ｉ社（山形県） プラスチック製品製造業  〇 

Ｊ社（岐阜県） プラスチック製品製造業  〇 

Ｋ社（石川県） 金属製品製造業  〇 

Ｌ社（富山県） 金属製品製造業  〇 

Ｍ社（石川県） 非鉄金属製造業  〇 
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対象 業種 手法 
文献 ヒアリング 

Ｎ社（群馬県） プラスチック製品製造業  〇 

ＳＩｅｒ・ベンダー 
Ｏ社（東京都） 情報サービス業 〇  

Ｐ社（東京都） 情報サービス業 〇  

教育機関・関係団体 
教育機関（愛知県）  〇 

商工会議所（愛知県）  〇 

行政機関（東京都）  〇 

支援機関（群馬県）  〇 

 

【先行事例調査結果の概要】 
 概要 

大
手
企
業 

求められる人材像  ＩｏＴやＡＩに関する高いデジタルリテラシーを有し、

最新動向を常に把握し、知識のアップデートができる。 

 現場のリアルデータを収集・解析し、課題を発見し、新

たなビジネスモデルへ展開できる実践力をもつ。 

 全社業務を俯瞰し、部門間の利害調整を行いつつ、横断

的にプロジェクトを統括できる実行力をもつ。 

受講対象者・研修期

間など 

 経営層、幹部職、既存社員、新入社員など、階層ごとに

育成プログラムを構築している例がみられる。経営層、

幹部職はＩＴ導入の設備投資判断を適切に行うために必

要なＩＴリテラシーの習得、既存社員、新入社員は、将

来の幹部候補及びＩＴ推進役となる人材を選抜してい

る。 

 ものづくり企業においては、製造現場での課題対応・工

程改善は、生産技術・生産管理セクションが担当してい

る。 

 推薦・選抜により受講生を選定する企業では、通常業務

と平行して受講するのではなく、半年や 1 年などのまと

まった期間に専従で学ぶ事例がみられる。 

育成プログラムなど  育成カリキュラムの構成として、座学と実習をセットに

している事例が多くみられる。多くは、座学では、プロ

グラミングなど高度なＩＴリテラシー・スキルの習得ま

でを目的とし、実習ではグループワークやＯＪＴにより

実践的な課題解決力を養うことを目的としている。ま

た、実習では、ジョブローテーションにより、俯瞰的・
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横断的な視点をもった課題解決力を養成するような構成

となっている。 

も
の
づ
く
り
中
小
企
業 

IT 導入の目的  コストダウンへの要請等への対応としての設備稼働率の

向上による生産性向上 

 人手不足や働き方改革への対応としての作業工程の改善

による効率化 

 技術・技能伝承や作業の標準化を図るため、不適合品の

原因を究明するトレーサビリティのための記録としての

の作業工程のアーカイブ化 

主導した人物  経営者（トップダウンによるＩＴ設備投資）。 

 製造工程の企画等に携わる社員（社員主導の場合は、経

営者の理解が前提となる）。 

※既にＩＴ導入を進めている先行事例企業においては、社

内教育や外部機関の講習を受講した事例はあまりみられ

ない。ＩＴ企業等に勤務していたシステムエンジニアが

転職し当該社のＩＴ化推進担当となった事例や、もとも

と工程改善等に取り組んでいた経営者が主導する事例が

多い。これらに共通するのはいずれも一定のＩＴリテラ

シー、工程改善に関する知識や製造工程の企画経験など

を有している者であった点である。 

主な導入事例  生産設備へのセンサー導入等により収集したデータを見

える化し、設備や人員の稼働状況を把握する。 

 見える化された設備・人員の稼働状況に基づき、段取り

業務等の手順最適化の参考とする、設備メンテナンス等

の設備稼働・生産計画等の立案に活用（企業によっては

さらにＩＴ技術による自動作成）。 

 手書きで行われていた勤怠管理や受発注管理の自動化

（社員に対するＩＴ導入のメリットを実感させ、ＩＴ導

入に対する抵抗感を低減する事例）。 

 ベテランの経験則に頼っていた見積作業のノウハウ蓄積

と、作業手順の社内標準化。 

 カメラによる作業履歴の記録による作業工程のアーカイ

ブ化、不適合品の原因究明への活用。 

求められる人材像  製造現場を熟知し、客観的・俯瞰的視点から、日常業務

における課題を発掘し、課題解決を主導して行う人材。 

 課題解決に向けた対応策を、ＩＴ導入に限らず複数検討

し、最適な対応策を適用することができる人材。 
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 ＩＴ導入に伴う作業工程の変更などに対する現場の抵抗

に対して、メリットを分かりやすく示し、根気よく説明

することができる人材。 

 伝道師のように自身のもつ製造現場やＩＴに係るリテラ

シー・スキルを社内に伝えることができる人材。 

ＩＴベンダーとの連

携における問題点・

課題 

 中小企業においては、生産現場・工程改善に関する経

験・知識が乏しい者がＩＴ推進担当になってしまうケー

スが多く、ＩＴベンダーに導入目的（解決したい課題）

を詳細に説明できないケースが多い。課題が明確でない

中で収集データを選定すると、不要なセンサー等も設置

してしまい、結果、過剰な設備投資となってしまう。 

 また、ＩＴリテラシーの高い人材の確保も容易ではな

く、導入に当たってはベンダーに任せきりとなってしま

うことが多いため、提案内容をきちんと理解しないまま

そのまま採用してしまう。 

SIer

・
ベ
ン
ダ
ー 

ものづくり中小企

業との連携におけ

る問題点・課題 

 

 各社ごとに異なる製造工程・現場を全て理解しているシ

ステムエンジニアはまずおらず、例えば、製造現場で発

生するノイズや粉塵がＩＴ機器に与える影響などを考慮

するなど、顧客側の協力なしには実際の現場にあわせた

システムを構築することができない。 

 パッケージ化された汎用的なソフトを導入するに当たっ

ても、生産設備の稼働状況の検知方法やデータの収集方

法等、客先としっかりとコミュニケーションをとること

が出来るのであれば、より当該客先に適したシステムの

提案が可能である。 

人材育成の取組 

 

 システムエンジニア等の人材育成研修は、座学と実習の

組み合わせにより行われている。 

 座学では、ものづくり企業の製造現場における改善活動

などの知見を得ることを目的とする内容には取り組まれ

ておらず、より高度な提案を着想するための、デザイン

思考やアジャイル開発などを学ぶ内容を中心にＩＴ企業

としての提案力を付けるための研修が多い。 

 実習は、指導役の社員とともに、顧客企業の現場におけ

るシステム開発を実施することでＯＪＴによる育成が行

われている。 
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教
育
機
関
・
関
係
団
体 

ものづくり中小企

業の IT/IoT 導入支

援 

 ものづくりの生産工程（企画構想から最終工程）を理解

するための実践講習（サイクルタイム計測などの一部に

ＩＴ演習を導入）。 

※短期間で製造工程の効率化を学ぶ座学を詰め込んだ事例で 

は、普段の生産活動でこれらを取り入れていない企業から 

の参加者が途中でついてこられなくなり、辞退・欠席する 

事例がみられた。 

 商工会議所会員企業を対象としたＩＴ導入推進を図るた

めのセミナーや工場見学会の実施。 

 ＩＴ導入を図るものづくり中小企業に対するハンズオン

支援。 
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3 小括 
前段までの事例収集結果を踏まえ、ブリッジ人材（Ａタイプ）育成を図るカリキュラム

検討に向けた要点を抽出するとともに、検討のたたき台としての仮説を設定した。 

 

◆受講対象者について 
 できるだけ多くのブリッジ人材を輩出する主旨に鑑みると既存の研修事業でも多くみ

られるように、可能な限り受講対象者を特定の役職、職種に限定しないことが望まし

いと考えられる。 

 一方で、各社ごとに異なる製造工程・現場を理解しているシステムエンジニアを育成

することは困難であることから、本カリキュラムにおいては、ＩＴベンダー目線では

なく、ものづくり企業側からのアプローチによる、ＩＴを用いた現場の課題解決を念

頭にカリキュラムを検討することとする。 

 また、事例調査の結果から、製造工程に係る課題発掘能力を短期間で育成するにあた

っては、ある程度のベース知識が無いとついてこられない受講者が出てくる懸念も想

定されることが分かった。 

 そこで、生産技術部門などの製造工程・方法の企画を立案する部署や、これらを運用

し効率化に向けた改善提案を行う製造部門などの現場の課題解決に対応するセクショ

ンの人材であれば、製造プロセスに関する素養を身に付けていると考えられるため、

これを対象者として想定することで、短期間での育成を目指した学習内容を絞り込め

ると考えられる。 

 また、ライン長など生産現場を統括する立場にある人材や、幹部候補生となる若手社

員を対象とすることで、ＩＴ導入を進める上で避けて通れない設備投資の判断に向け

た経営者とのコミュニケーション能力や、責任者としての投資判断能力などの素養が

身につき、ＩＴ導入促進を図ることができると考えられる。 

 

◆研修期間について 
 各種の既存カリキュラムの構成のうち、生産管理や製造工程の課題発見等に係る内容

とＩＴ関連の基礎知識の両方を対象としたＩｏＴシステムインテグレータ講座（名古

屋市）は、4.5 時間×８回の構成で、第６回までは座学と演習、第７～８回で模擬ラ

インを利用した演習となっている。 

 また、ものづくり現場へのＩｏＴ導入の実践的なノウハウを学ぶＩｏＴ実践道場（石

川県）は、４時間×８回の構成で、第２回までは座学、第３回以降は、自社工場での

講師によるハンズオン実習となっている。 

 本カリキュラムをできるだけ多くの研修機関へ活用してもらう趣旨から、これらの研

修よりも募集対象は幅広く募り、より初級者も受講する可能性があることを勘案し、

また、ブリッジ人材はこれら研修で育成を図っているＩＴ導入の推進担当者以外の役

割も期待され、その意識醸成を図る時間も必要であると考えられることから、これら

よりも多めの講義時間として、4.5 時間×10 回の構成（１コマ１．５時間として一回

３コマ、計３０コマ）を議論の出発点として仮に設定し議論のたたき台とする。 
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【検討の叩き台とする仮説】 
本カリキュラムの想定受講対象者 

受講期間 週 1 回開催で２～３ヶ月程度の学習計画：1.5 時間×30 コマ程度 
企業規模 中堅・中小企業に加え大企業 
分野・業界 製造業全般 
所属 生産技術（生産プロセスの企画・設備設計・調達等）、製造（製造現場）等 
役職 現場の課題解決を実行できる立場にある者、または将来的な候補 

 
◆カリキュラムの内容・必要となる能力について 
 多くの既存の人材育成研修において、座学のみではなく実習を多く取り入れた構成と

し、作業やグループワークを通じて座学で得られた知識の定着を図っている。 

 また、特に、自社で人材育成研修を実施する機会のない、本カリキュラムを人材育成

機関等が実装した際に中心的な客層となることが見込まれる中小企業においては、IT

導入にあたって、必ずしも自らがシステム開発を行うようなＩＴに関する高度な専門

知識は求められておらず、生産現場の改善を図る課題発掘と、その解決にあたってＩ

Ｔ導入を図る旨、着想することができる程度のＩＴリテラシーが求められている。 

 また、ＩＴ導入による生産工程の変革等に対する現場からの反発等に対して十分な理

解を得られる説明ができるよう、ＩＴ導入による着実なメリットを提供できる改善策

を着想、提示する能力の習得も必要である。 
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IV 「ＩＴものづくりブリッジ人材（Ａタイプ）」産学連携カリキュラム検討委員
会を通じたカリキュラムの検討 

 

ブリッジ人材育成に向けたカリキュラムを検討するため、学識者、生産現場への IT／

IoT 化に先行的に取り組む企業、関係団体等から成る『「ＩＴものづくりブリッジ人材

（Ａタイプ）」産学連携カリキュラム検討委員会（以下、「検討委員会」）』を設置し、運営

を行った。 

 

1 委員名簿（敬称略 50 音順） 
 

名古屋工業大学 社会工学科 教授 荒川雅裕 

株式会社デンソー 生産革新センター 理事 大谷篤史 

一般社団法人中部経済連合会 企画部担当部長 大槻秀揮 

日進工業株式会社 代表取締役 長田和徳 

◎国立大学法人名古屋大学 副総長(兼)学術研究・産学官連携推進本部長 佐宗章弘 

名古屋商工会議所 産業振興部長 佐藤綱洋 

株式会社愛知銀行 執行役員 法人営業部長 鈴木武裕 

株式会社テクノア 代表取締役 山﨑耕治 

(◎：委員長) 

 

2 検討委員会の開催 
ブリッジ人材育成に向けたカリキュラムの内容・構成を検討するため、検討委員会を全

４回開催した。 

各回の開催にあたっては従前委員会での結論や指摘事項および委員・中部経済産業局と

事務局で適宜実施した個別意見交換により得られた方向性やアイデア、前項にて取りまと

めた事例調査の途中経過等を踏まえた論点整理を行い、討議テーマを絞ることで各回一定

の結論を得られるように運営を行った。 

 



 

22 
 

（１） 第 1 回検討委員会 
① 日時 
令和元年８月８日（木）13:30～16:00 

② 場所 
ミッドランドホール会議室Ａ 

③ 議題 
○ 趣旨説明 

○ 産学連携カリキュラムの検討について（事務局による論点整理） 

 検討委員会の進め方について 

 カリキュラム作成にあたって 

 対象受講者 

 研修期間 

 模擬事例 

○ 事例紹介 

【教育機関における人材育成支援事例】 

 大学における「ものづくり人材育成」に係る先駆的事例（荒川委員） 

【製造現場からのアプローチ事例】 

 中小ものづくり企業における取組（長田委員） 

【ＩＴベンダーからのアプローチ事例】 

 中小ものづくり企業への IoT 導入支援（山﨑委員） 

○ 自由討議 

④ 討議要旨・結論 
○ このカリキュラムで育成を目指す人材の具体な人物像について下記の通り明確化。 

 ＩＴ、ＩｏＴをツールとして使い、自社のものづくり現場の課題解決を行える人

材 

 上記の取組を継続的に実施し、さらなるステップアップができる人材 

○ カリキュラムの内容検討にあたって前提条件として想定対象受講者、研修期間につ

いて決定 

 製造業全般を対象として製造品種、企業規模は問わない。 

 生産技術・製造部門を中心に課題解決を実行できる立場の者を対象とする。 

 １コマ１．５時間程度、３コマを１回とし、１０回程度構成を想定。 

○ カリキュラムの方向性・今後の検討の進め方 

 現場の課題解決における実効性あるスキルは、受講後、自社での現場における継

続的な課題解決活動の実践とその積み重ねによってのみ習得・研鑽、そして発揮

されるもの。 

 カリキュラムは受講しただけで課題解決のスキルを身につけることができる魔法

の杖ではないという前提に立ち、汎用性の高いリテラシー・スキルの基礎を固め

る内容とする。 
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 総合的な演習に当たっては現場実習が効果的ではあるものの、カリキュラムを運

用する研修機関によっては環境を用意できない可能性があり、また、演習の課題

等もカリキュラムでは説明が難しい。よって、演習問題ともなる『模擬事例』に

ついてイラストを交えて作成し、課題（解決テーマ）を含めて例示する。 

 模擬事例の方向性（『加工』『組立』の２つのシーン）を決定した。 

 

（２） 第２回検討委員会 
① 日時 
令和元年 10 月 29 日（火）15:00～17:30 

② 場所 
ダイヤビル１号館１７１会議室 

③ 議題 
○ 第一回検討委員会の振り返り 

○ ブリッジ人材に求められるリテラシー・スキルの検討（事務局による論点整理） 

○ 事例紹介（株式会社デンソー工場管理 IoT 開発課長石橋様） 

○ 自由討議 

④ 討議要旨・結論 
○ 模擬事例の策定 

 課題（解決）テーマ及び前回示された方向性に基づいた内容の決定。 

○ ブリッジ人材に求められるリテラシー・スキルの決定 

 内容は次章にて掲載する。 

○ カリキュラム内容検討に当たって意見交換の実施 

 工程改善を推進するに当たり、ブリッジ人材は数多くの困難に直面するが、これ

に挫けない強い意志・推進者としての自覚・意識を醸成する講義を取り入れる。 

 あらかじめ設定された課題を解決することばかりさせていては、単なるトラブル

の解決担当となってしまう。工程改善は継続的に実施すべき課題発掘活動から始

まる旨、何度も説明する必要がある。 

 座学講義のみでの構成とはせず、出来る限り各回に演習・グループワークといっ

た作業・討議等体を使うコマを設定する。 

 

（３） 第３回検討委員会 
① 日時 
令和元年 12 月 13 日（金）10:00～12:00 

② 場所 
ダイヤビル１号館１７１会議室 

③ 議題 
○ 第二回検討委員会の振り返り（事務局） 

○ ブリッジ人材育成カリキュラムについて（事務局による論点整理） 

○ センサー実機を用いたデータ収集活動の実演（長田委員） 
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○ 自由討議 

④ 討議要旨・結論 
○ これまでの議論を踏まえたカリキュラム案についての意見交換 

 パート毎の時間割配分、バランス等について 

 講義内容や運営方法等について 

 

（４） 第４回検討委員会 
① 日時 
令和２年２月７日（金）15:00～17:30 

② 場所 
ダイヤビル１号館１７１会議室 

③ 議題 
○ これまでの検討委員会の審議経過について（事務局） 

○ ＩＴものづくりブリッジ人材（Ａタイプ）」育成カリキュラム最終案について 

（事務局による論点整理） 

○ 自由討議 

④ 討議要旨・結論 
○ カリキュラムの決定 

 前回の意見を踏まえたカリキュラム案をたたき台に改めて意見交換を行い、これ

らを反映したものを本委員会アウトプットとしてのカリキュラムとする旨、決議

を得た。 

 内容は次章に掲載する。 
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V ブリッジ人材（Ａタイプ）育成のためのカリキュラム策定 
検討委員会での議論を踏まえ、ブリッジ人材（Ａタイプ）育成に資するカリキュラムを

策定した。 

 

 

1 ブリッジ人材（Ａタイプ）に求められる「リテラシー・スキル」 
検討委員会に先立ち、委員より、ブリッジ人材の求められる能力を「ナレッジ」と表現

した場合、いわゆる「知識」と狭義に解釈されてしまと、座学講義のみでのカリキュラム

構成を念頭に置いた議論になってしまう恐れがある旨、指摘があったことから、ブリッジ

人材に求められる能力の表現を「リテラシー・スキル」と変更することとなった。 

次項に検討委員会において特定されたブリッジ人材（Ａタイプ）に求められる「リテラ

シー・スキル」を示す。 

なお、これらはブリッジ人材に求められる「リテラシー・スキル」としてカリキュラム

受講者が習得を目指す最終目標であり、カリキュラムの受講のみをもって身に付くもので

なく、受講後の現場での課題解決・実践により身に付くものである点に注意が必要であ

る。 
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2 「ＩＴものづくりブリッジ人材（Ａタイプ）」産学連携カリキュラム 
検討委員会での議論を踏まえ「ＩＴものづくりブリッジ人材（Ａタイプ）」産学連携カ

リキュラムを取りまとめた。目指す人物像、想定している受講者像のまとめと供に次項に

示す。 

なお、検討委員会において有識者より頂いた指摘事項のうち、特にカリキュラムを参考

に研修事業を企画する研修機関や企業内研修担当部署等に向けて重要と考えられるものに

ついては、運用上の留意事項として、付録の模擬事例とともにカリキュラム巻末に添付し

た。 
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現場における課題解決・実践活動の土台の習得が可能

①工程改善フロー・プロセスに関する基礎知識
②ITによる課題解決の成功事例等を自社の課題解決に結びつけられる応用範囲の広い知識の引き出し

ＩＴ・IoTを用いた工程改善の必要性、ブリッジ人材の役割、当該役割を担うに当たっての意識付け等
を行う講義時間も設定

本カリキュラムについて

ＩＴ、ＩｏＴをツールとして使い、自社のものづくり現場の課題解決を行える人材

上記の取組を継続的に実施し、さらなるステップアップができる人材

本カリキュラムは以下の受講対象者像を念頭に策定している。

製造業全般（企業規模は問わない）

主に生産技術、製造等に携わる現場の課題発掘や課題解決を実行できる立場にある者、またはその候補者

本カリキュラムでは、以下に人物像を示すＩＴものづくりブリッジ人材（Aタイプ）の育成を目的とした汎用性の
高いリテラシー・スキルの基礎を習得する。

なお、本カリキュラムは受講しただけで自社の課題を解決できるスキルを身につけることができる「魔法の杖」
ではないことに注意。実効性あるスキルの習得には、受講後、実際の現場で継続的に課題解決・実践活動を行い、
経験を積み重ねることが必要不可欠である。

上記を踏まえ、カリキュラム内容は前項の特徴に加え以下のような構成としている。

総括プロデューサー：講師とは別に、研修全体を統括し、実効的な運営を行う者
ファシリテーター ：グループワークを効果的に誘導する者

【本カリキュラム随所に掲出される用語について】
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本カリキュラムを活用して研修等を実施する機関のご担当者に向けて

本カリキュラムの活用にあたっては、各機関の体制や対象受講者等に応じ、既存の他研修との組合せ
等を視野に適宜講義時間・内容・教材等を調整、カリキュラムの一部のみを活用する等実情に合わせ
て工夫いただきたい。

本カリキュラムでは総合演習の題材として模擬事例を活用することとしているが、より実践的な
課題発掘等を経験するために、実際の製造現場・センサー等の実機が提供可能であれば、これを
用いて総合演習をすることで、より効果的な学習効果が期待できる。

研修終了後、受講者が自社で工程改善活動を実践するにあたり、しかるべき支援機関の紹介を含
めたアフターケア体制を整備することで、現場の課題解決が促進される。また、これと併せて受
講生同士の人脈構築に意を払うことが望ましい。

工程改善活動は継続的に実施される日々の課題発掘から始まるものであり、ブリッジ人材は一度
限りのトラブルを解決する者ではない。この旨、研修内随所で繰り返し説明を行い意識付けを図
ることが望ましい。
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VI 産学連携カリキュラムの実装と展開に向けて 
 

本調査では、ブリッジ人材の育成に資する取り組みとして、ブリッジ人材（Ａタイプ）

に着目し、事例調査や各界の専門家により構成される検討委員会での議論を経て、その人

物像、求められるスキル、リテラシーを整理するとともに、育成のためのカリキュラムを

取りまとめた。 

 本カリキュラムは、東海地域内の研修機関や企業内人材育成部署等が研修事業企画の参

考・指針として活用頂くことを想定して策定しているが、活用にあたっては、各機関の客

層によって、あるいは実施している他研修との組合せ等の工夫により、内容の一部実装で

あってもブリッジ人材の育成を支援することが可能である。また、他の人物像の育成を目

的とした研修においても、活用できるエッセンスは多く含まれているため、是非ご参考と

して頂きたい。 

 

また、本カリキュラムは机上による議論の詰み重ねにより策定された、いわば生まれた

ての状態といえる。今後は、カリキュラムに沿った受講テキスト・各種教材の開発、ま

た、それらによる受講効果の検証や運営ノウハウの蓄積からのフィードバックにより、カ

リキュラム自体も育てていくことで、より効果的なブリッジ人材の育成につながると考え

られる。 

今後の展開に当たっては、実証的なトライアル事業の実施や、実際の研修事業としての

運用の積み重ねによるカリキュラムのブラッシュアップにより、受講効果を向上させるこ

とで、さらに活用機関のすそ野が広がるといったスパイラルアップを図っていくことを意

識することが有効と考えられ、この取り組みにより、ブリッジ人材の育成及び輩出が加速

し、東海地域の産業競争力が強化されていくことを期待する。 


