
令和３年４月２２日  

ＩＴを用いて現場の課題解決等を行う「ＩＴものづくりブリッジ人材」 
産学連携カリキュラムのトライアル実施結果について 

中部経済産業局では、「ＩＴものづくりブリッジ人材」の育成・輩出に向けて「Ｉ

Ｔ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策定・公表し、当

該カリキュラムの実践的検証を行い、今般、当該トライアル実施結果を公表いたしま

した。 

地域の研修機関、企業内研修部署等での研修事業の実施に際し、カリキュラムやト

ライアル開催報告を活用いただければ幸いです。

令和元年５月に東海産業競争力協議会（座長：松尾清一 名大総長）が公表した東海地域

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』では、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「ＩＴものづくりブリ

ッジ人材」が、最も必要と提言されています。 

 中部経済産業局では、地域の研修機関、企業内研修部署等で実施される研修事業に際し

参考として頂くことを念頭に、令和２年５月、「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策定・公表し、令和２年１０月から１２月に、全１０回にわたる

トライアルを開催し、実践的検証をいたしました。

外部委員により「当該トライアルは、ブリッジ人材育成に効果的な内容であり、カリキ

ュラムは研修機関等がご活用いただくにあたり事業性があると評価できる」と評価いただ

くとともに、より研修効果を高めるための助言をいただき、とりまとめを行いました。 

カリキュラムやトライアルの詳細は、中部経済産業局ウェブサイト（下記 URL）からダ

ウンロード可能ですので、地域の研修機関、企業内研修部署等におかれましては、カリキ

ュラムやトライアル開催報告を活用いただければ幸いです。

https://www.chubu.meti.go.jp/b21jisedai/report/bridge zinzai/ 

【トライアルの概要】 

開催期間：令和２年１０月１０日（土）～令和２年１２月１２日（土） 全１０回開催 

受 講 者：製造業の企業経営者及び従業員のうち、生産技術・製造等に携わる１８名 

【公表資料】 

・「ＩＴものづくりブリッジ人材(Ａタイプ)」トライアル開催報告

・トライアル開催報告 付録資料 ～トライアル実施レポート～

・トライアル開催報告 付録資料 ～各コマに対する受講生の反応～

・「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（令和 2 年 5 月公表） 

（お問合せ先） 

  中部経済産業局 地域経済部 次世代産業課長 淺井 

 担当：川口 

 電話：０５２－９５１－０５７０（直通）

https://www.chubu.meti.go.jp/
https://www.chubu.meti.go.jp/b21jisedai/report/bridge_zinzai/




ＩＴものづくりブリッジ人材(Aタイプ)育成トライアル

開催報告（抜粋）

中部経済産業局 地域経済部 次世代産業課

令和３年４月２２日

●東海地域は強いものづくりと比較しＩＴが弱いと言われる中、
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ことが重要。

●このため、ものづくりに係る課題解決・価値創造のスキルと
ＩＴスキルの橋渡しを行うことができる「ITものづくりブ
リッジ人材」こそが、東海地域に必要。

●「ＩＴものづくりブリッジ人材」について、期待される課題

解決・価値創造について、想定される立場や課題の規模感・
フェーズ等に応じ下図３タイプに類型化。

ＩＴものづくりブリッジ人材の類型化

【基盤的スキル】情報の整理/体系的知識・シミュレーション等により習得（産学の協働領域）

【高次化したスキル】企業内の具体的プロジェクトの実践等による体得（企業の競争領域）

【イノベーション創出スキル】「高次化したスキル」からの非連続的なブレークスルーが必要であり、他業種・他社等のブリッジ人材と

接触・シナジーする機会をもつことで触発され価値創造に向けて胎動することが期待される。

それぞれのタイプに必要とされるスキル

Ａタイプ：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

ＩＴものづくりブリッジ人材の育成のイメージ（取組例）

東海地域の成長戦略第2ステージ

「Society 5.0」の実現に向けた東海地域の産業競争力強化戦略 (ブリッジ人材に関する項を一部抜粋・編集)

東海地域の成長戦略第2ステージ

「Society 5.0」の実現に向けた東海地域の産業競争力強化戦略 (ブリッジ人材に関する項を一部抜粋・編集)

A

B

C

1 ＩＴものづくりブリッジ人材

この成長戦略のなかで、「ITものづくりブリッジ人材」は、期待される役割、想定される立場や課題の規模感、フェーズ等に

応じA～Cの３タイプに類型化され、このうちAタイプに必要な基盤的スキルは、産学の協働領域として「課題解決手法を学
ぶための産学連携カリキュラム」の創設により育成出来る旨、示唆がなされています

実施背景



ブリッジ人材育成に必要な講義要素

■生産効率化に関する基礎知識
■工程の把握・分解、仮設の構築（課題発掘のコツ）
■業務プロセス改革、ＩＴ導入推進への現場受容性
■必要なデータの選定、データの読み方・分析手法
■ＩＴ利活用の効果、収集データの活用と取り扱い
■費用対効果の考え方

ブリッジ人材に必要なスキル

■製造現場における課題解決のための基礎知識

■先入観を排除したムダ発見力と原因に関する仮説構築力

■必要なデータとそのツールを選択する力

■データを総合的に読み解く分析力と解決策提案力

■費用対効果を検討しそれを提案・説明する力

産業競争力強化戦略を受け、中部経済産業局では育成カリキュラムの検討に着手。
産学金の各界から地域を代表する専門家を招聘し、当該カリキュラムが目指すブリッジ人
材（Ａタイプ）の人物像を明確化し、必要とされるスキル・知識について検討。併せてこ
れらを身に付けるための実践経験を獲得するにあたり必要なノウハウを身に付けるための
育成カリキュラムを検討した。

名古屋大学 副総長 佐宗 章弘
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
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 代表取締役社長 長田 和徳
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

（敬称略、御名前五十音順、役職は当時のもの。）

(委員長)

カリキュラム検討委員会【2019年度取組】

ＩＴものづくりブリッジ人材（Aタイプ）育成カリキュラムの策定

育成を目指すＩＴものづくりブリッジ人材（Aタイプ）の人物像の特定

■想定受講対象
製造業の生産技術部・製造部のリーダー候補 （生産ラインを企画・工程設計、またそれを運営・保守する者）

■想定されるＩＴ活用シーン
製造工程の構築、継続的な工程改善活動のためのツール

想定される受講者・ＩＴ活用シーン

■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

2 ＩＴものづくりブリッジ人材(Aタイプ)育成カリキュラム

当該成長戦略を受け、中部経済産業局では産学官金の有識者により構成される検討委員会を設置し育成カリキュラムの検
討・とりまとめを行いました。完成したカリキュラムは、より多くの研修機関や企業内人材育成部署等に研修事業企画の際の
参考・指針として活用して頂くため、中部経済産業局ウェブサイトで公開しています。

(参考URL) https://www chubu meti go jp/b21jisedai/200521/200521index html

実施背景

トライアルの実施内容

本トライアルは、カリキュラム活用機関のすそ野拡大をに向けた取組として実施するもので、カリキュ
ラムの実践的検証として研修プログラムを試験実装し、受講効果の確認やカリキュラム活用に係る実現
可能性の検証とその事業性評価を行いました。併せてこの実施内容、運営ノウハウを取りまとめ、カリ
キュラムの活用をサポートする参考資料として公表します。

実施目的

1 ITものづくりブリッジ人材(Aタイプ)育成トライアルの開催

「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」に示される各講義のねらいを踏まえ、
時間割・講義内容例等を参考とした内容の研修プログラムを開催・運営。

カリキュラムに準じ１コマ１～２時間とし、１回の開催につき３コマ程度の講義(演習含む)を１０回開催する。

2 効果検証

時間数

受講対象

その他

受講生に対するヒアリング等から受講後の感想や各講義コマの時間・内容過不足、難易度等について生の
声を収集する他、演習やプレゼンテーション等の様子等についての各講師による客観的な評価等も参考に、
複数名の専門家による評価委員会を設置し、当該開催内容によるスキル・知識の習熟度、意識向上に関す
る効果等を分析しカリキュラム活用にあたっての事業性評価を行い、また、より効果的な研修事業運営に
関する工夫等を検討。

３

終始一貫した育成目的の下、研修全体が運営できるよう全講座を監修・統括するプロデューサーを置く。また、
グループワークの実施にあたっては効率的に受講生が議論を進められるよう、適宜質疑応答対応や助言を与え
られ、状況によっては議論の方向をリードできるファシリテーターを補助配置する。

製造業に分類される日本国内の企業の経営者及び従業員のうち、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。



トライアルの開講スケジュール4

※今回トライアルは予算規模や受講者層の親和性を踏まえ、中部知的財産戦略推進計
画に基づく初級者向け知財研修との同時開催となったため、演習回以外の４限目には
生産技術系部署に関連深い営業秘密管理に関する(カリキュラムには無い)座学講義
を追加実施した。

詳細は、「カリキュラム」及び「開催報告 付録資料～トライアル実施リポート～」で公表しています。

トライアル受講生のアンケート結果

本研修（全１０回）総合評価 ※アンケート回収数10

研修全体の難易度はいかがでしたか。

研修の内容は理解できましたか？

研修の内容は今後の職務に活かせると感じましたか？

選択肢 回答数 割合

簡単だった 0 0 0%
やや簡単だった 4 40.0%
やや難しかった 5 50 0%
難しかった 1 10.0%

選択肢 回答数 割合

十分理解できた 1 10 0%
まあ理解できた 8 80 0%
あまり理解できなかった 1 10 0%
ほとんど理解できなかった 0 0 0%

選択肢 回答数 割合

大いに活かせると感じた 2 20 0%
いくらか活かせると感じた 8 80 0%
殆ど活かせないと感じた 0 0 0%

５

受講生からは半数以上が難易度が高かったという反応。しかしながら、内容を理解したかについては９割が
ポジティブな回答を示した。また、アンケート回答者全員が研修内容は今後の職務に活かせると感じている
とのデータが得られた。
その他、事例等が自社の業種や営業形態とは異なるものの土台となる基礎知識を学べた旨、今後の取り組み
にあたって「工場を管理下におく、機械に振り回されないものづくり」を念頭に置きたい等、本カリキュラ
ムの意図がしっかりと伝わっていることが伺えるコメントも寄せられた。

講師へのヒアリングによると、トライアル修了後、受講生から工場見学の依頼を受けたケース、受講生所属
元企業からＩＴ導入についての相談・引き合いを受けたケースがあったとのこと。知識を提供するに留まら
ず、実行力の向上、マインド醸成に繋がったケースもあることが伺えた。

受講生アンケートの詳細は、「開催報告 付録資料～各コマに対する受講生の反応～」で公表しています。

受講生は、製造業の企業経営者及び従業員のうち、生産技術・製造等に携わる１８名。



評価委員会開催概要

委員名簿

国立大学法人名古屋工業大学 社会工学科 教授 荒川 雅裕

株式会社デンソー 生産技術開発センター 執行幹部 大谷 篤史

中部経済連合会 企画部部長 大槻 秀揮

日進工業株式会社 代表取締役 長田 和徳

国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学 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 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

（ は委員長） ※敬称略、御名前五十音順、お役職は委員会開催時のもの

本委員会は、電子メールによる書面開催の形式で実施した。
【委員からの意見徴収】令和３年３月３日（水）～ ３月１１日（木）
【委員会結論の決定(委員長・事務局)】令和３年３月１８日（木）

開催方法

２０２０年５月に公表された「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」に係
る実践的検証として開催された本育成トライアルの結果を踏まえ、トライアルの受講効果及びカリキュ
ラム活用に当たっての事業性を評価するもの。併せてカリキュラムの効果的な活用方法についてご意見
を頂いた。

開催趣旨

６

評価委員会評価結果

「今回トライアルの受講効果」「カリキュラム活用研修の事業性」等に関する印象・評価

●当該トライアルは、ブリッジ人材育成に効果的な内容であり、カリキュラムは研修機関等がご活用頂く
にあたり事業性があると評価できる。

●今回トライアルでは新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止の観点からのやむを得ずの手段ではあっ
たが「座学はオンライン、グループワークは対面式」という開催方法は、学習効果や受講者負担を考え
ると悪くない取組であったと考える。

●当地域のものづくりの力を維持・発展させるにも、ぜひ、多くの研修機関に当該カリキュラムをご活用
頂き、より多くのＩＴものづくりブリッジ人材が輩出されることを期待する。

など

７

より事業性・受講効果を高めるためのアイデア等

●募集要項を工夫する、事前のチェックシート等により受講者をフィルタリングする等の対応により、事
前に必要な知識、現場経験年数、経験職種といった受講者属性をさらに揃えることで、特にグループ演
習等ではより高い学習効果が期待できる。（例えば生産現場の監督・改善活動経験３年以上）

●生産管理系研修に対するステップアップ講座や、システム・センシング等に関する技術系研修の基礎講
座と位置付ける等、既存の他研修との連携も事業性を高める方法として期待できる。

など

評価委員会の詳細は、「開催報告」で公表しています。
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