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東海産業競争力協議会 （2013年11月設置）東海産業競争力協議会 （2013年11月設置）

『日本再興戦略』に基づき、地域の産業競争力強化に向けて、地域の総力を挙げた取組の推進を目的に
設置された協議会組織。

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として自治体、経済界、有識者から構成され、
東海独自の創意を生かし地域の産業競争力強化等に関する検討を行う。

● 東海地域の経済・産業の現状とりまとめ

● 競争力強化の具体策
・戦略産業の推進 （自動車関連、航空機、ヘルスケア、環境）
・ものづくり産業の推進
・事業環境の整備 etc...

東海地域の成長戦略

TOKAI VISION ～ 世界最強のものづくり先進地域を目指して ～

東海地域の成長戦略

TOKAI VISION ～ 世界最強のものづくり先進地域を目指して ～

地方版成長戦略
の策定

東海地域の産業競争力強化戦略1-1

● 新たな製品・サービス・ビジネスモデル創出に向けた対応

● AI、IoT等の革新的な技術と、自動車産業を始めとするものづくりの融合によるビジネス創出を東海地域がリード。

新たなビジネスを生み出すネットワーク・場づくり
ITを用いて課題解決等を行う「ITものづくりブリッジ人材」の育成

新技術等の社会実装を通じた新たな経済社会システム構築

1

2

3

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
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

● ベンチャー・スタートアップの創出、定着、地域企業との協業の活発化

● 「Society5.0」実現に資するIT人材の育成、就業構造変化への対応

● 新たなビジネス創出の担い手など異分野のプレイヤーとつながることによるイノベーションを進め、内外からクリエイティブ人材を引き付ける、多様な人材が
交流・創造する地域を実現。

東海地域として対応すべき重点課題

東海地域が2030年代に向けて目指すべき将来像（東海地域の産業競争力強化の方向）

今後、地域一丸となって実行すべきアクション (3本柱)

（2019年５月１６日発表）

etc...

各アクションプランに基づく
取組の定着化

（2014年３月１２日発表）

◎名古屋大学総長
長野県知事
岐阜県知事
静岡県知事
愛知県知事
三重県知事
静岡市長
浜松市長
名古屋市長
中部経済連合会会長
名古屋商工会議所会頭

東海総合通信局長
東海財務局長
東海北陸厚生局長
愛知労働局長
東海農政局長
○中部経済産業局長
中部地方整備局長
中部運輸局長
中部地方環境事務所長
(独)JETRO地域統括センター長
(独)中小機構中部本部長

メンバー (◎は座長) オブザーバー (○は事務局)

東海産業競争力協議会より発表され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」』こそ
が、ものづくり東海に、いま最も必要とされる人材と提言されています。

実施背景

①
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●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

1-2 ＩＴものづくりブリッジ人材について

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

②
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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

1-3 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
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育成トライアルの開催と受講効果の確認

●折角のカリキュラムも、研修機関や企業内人材育成部署等に活用(カリキュラムを参考に研修事業を企画・開催すること)頂けなければ公表
したところでＩＴものづくりブリッジ人材の輩出には繋がらない。

●研修機関等に活用を検討頂くにあたっては、ＩＴものづくりブリッジ人材の育成、また、その育成カリキュラムの内容に魅力を感じ、これ
を活用した研修に事業性を感じて頂く必要がある。

●また、机上で議論されたのみで策定された講義内容・授業構成が実際に実装するにあたり、授業時間やコマ数・日程等、実施が実現可能で
あるのか、内容は受講生にとって学習効果の高いものとなっているのか、知識の吸収のみならず、ブリッジ人材としてのマインド醸成、受
講で終わらずその後の社内実践に繋がる意欲を与えられるものであるのか等、事業化の判断に資する情報が必要。

●これらを踏まえ、カリキュラムに沿った研修プログラムを実装し、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
性評価を行う実践的検証として育成トライアルを開催することとした。

●併せて、トライアルの実施内容・運営ノウハウを活用事例としてとりまとめ、研修機関等がカリキュラム活用にあたって参考となる具体的
な講義内容や講師配置等、カリキュラムの追補的な情報を提供する。

● カリキュラムが想定する研修プログラムを試験実装（トライアル）し、学習効果等を分析

● トライアル結果に基づくカリキュラムの事業性評価や運営ノウハウのとりまとめ
実証事業の必要性

活用機関のすそ野拡大に向けて

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す。
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

1-4
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2 事業の実施内容
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育成トライアルの実施内容

前項までの背景を踏まえ、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す。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
(再掲)

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・運営する。

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する。

2-1

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。
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3
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

結果報告（運営関連）
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実施スケジュール・トライアル運営段取り

●新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止の観点から、当初予定していた参集型研修の形態から原則web会議システムを利用したオンライン研修に変更する
旨、運営方針の変更を決定した。（講師スケジュール確保、機材・会場確保、受講生環境の準備期間の観点から、座学パートについては早期決定。）

●これに先立ち、第１回運営会議において、『可能な限り参集型での開催を目指すものの、開催日近辺の地域自治体や国の対策・イベント開催制限の状況を
勘案の上、総合的に判断し、概ね開催１ヵ月前に方針を決定する』旨、講師陣へはあらかじめ説明と承諾を取り付け、また、受講者募集にあたり、応募要項
にオンライン開催となる可能性がある旨、あらかじめ記載した。

事務局側指定の不慣れなweb会議システムの利用に起因する討議時間不足や、受講生間の通信トラブル等による班内コミュニケーション不足により不効率と
なってしまう懸念のあるグループワーク(総合演習)のコマについては、トライアル開催期間まで開催手段の判断は留保の上、第４・５回、第９・１０回の
開催直前でのイベント開催制限の状況を勘案し、感染対策を徹底したうえで（検温、消毒の実施、常時喚起を行っている複数教室に少数の受講者席を配置し
た上で、十分なソーシャルディスタンスの確保、講師は演台には登壇せず、他室からの遠隔講義とする。）参集型での開催とした。

※（９月上旬） 原則オンライン開催に決定

事業運営スケジュール

7月（下旬）まで 講師キャスティング（ご内諾まで）、開催日、会場案等、仮スペックの決定

7月30日 第１回運営会議 ※全講師を一堂に会し、開催スペック決定、運営の方針の共有。構成・講義内容に係る意見交換を実施

8月20日 第１回運営会議結果を受け、プロデューサー及び事務局より各講義毎テキスト作成方針（ねらい・講義概要案）共有

8月28日 受講者募集開始

9月15日 受講者募集締め切り ※各受講者毎、適宜事務局よりweb開催下における参加意思確認、web環境の確認を実施。利用ツールの決定。

9月28日 第２回運営会議 ※全講師を一堂に会し、web開催に伴う段取りについて、講義テキストに関する打ち合わせ等

10月10日～12月12日 トライアル開催 ※詳細は後述

3月18日 評価委員会（評価委員会は電子メールによる書面開催 3月3日～3月18日まで）

3-1
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その他、運営に当たっての工夫点

開催期間 １０月～１２月、毎週土曜（計１０日間）開催

開催場所 原則オンライン開催 ※一部参集にて実施（中間総合演習、最終総合演習）

利用ツール 講義の配信はCisco Webex Meetingsを利用。

開催内容
「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記載される各講義のねらいを踏まえ、講義内容例等を
参考とした内容の講義・演習とする。なお、極力カリキュラム掲載の時間割を踏襲するが、講師都合や個人演習等の内容を勘
案の上、後述の統括プロデューサーと相談の上、適宜変更を掛ける。

受講人数 １８名 ※応募２０名、会社都合等による締め切り後の参加辞退2名

受講対象者
国内製造業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。

特記事項
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配置する。
グループワーク等の演習を実施するに当たっては効果的・効率的に受講生が議論を進めるために、適宜受講生の議論をリード
し、助言を与えられるファシリテーターとしての役割を兼ねて講師複数名を配置する。

● 回線トラブル等、やむを得ない事情による欠席者向けに見逃し講義の後日録画データ提供を実施。

● 専門家指摘の聞き逃しがないよう、グループ演習時の講師陣からの指摘、質疑応答のやりとりを取りまとめた議事メモを作成し、後日受
講生へ提供。

● 他者の意見に刺激を受けてもらう、また、他グループの発表を集中して聞いてもらう目的で、グループ演習コマでは参加受講生に他班発
表内容に対する感想や指摘事項等を挙げたメモを作成することを課し、これを取りまとめ、復習を兼ねて後日共有した。なお、間違いを
恐れないよう、忌憚のない意見を聴取するため、講義時間内で当該内容を発表することは無い旨、内容共有時には発言者は伏せる旨事前
に伝えている。

● 受講料は無料としたが、本研修に係る通信費やテキスト印刷費、交通費等については主催側では負担しない旨、募集段階、受講者決定段
階等適宜、周知を行った。特に、長時間のWeb会議システムへの接続となることを踏まえ、利用するインターネット接続環境・通信費用
に関する契約状況等は十分に確認を行うよう、再三の呼びかけを実施。

● 受講者決定後、開催期間までの間に各自のツールインストール状況の確認も含め、通信テストを実施。

● Web開催の都合上、受講生各自の個人作業の進捗状況が見えないことから、一部の課題は宿題として後日提出を課し、講師による添削・
コメント指導等を付してフィードバックする運用とした。

トライアルの仕様及び運営にあたって工夫した事項3-2
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ＩＴものづくりブリッジ人材育成トライアル講師名簿 ※順不同、敬称略

国立大学法人名古屋工業大学 社会工学科 教授 荒川 雅裕

日進工業株式会社 代表取締役社長 長田 和徳

株式会社デンソー 生産技術部 Factory IoT室 室長 石橋 基弘
株式会社デンソー 生産技術部 Factory IoT室 工場管理ＩｏＴ開発課 係長 杉元 洋志

株式会社愛知銀行 法人営業部 ソリューション営業グループ 調査役 平野 貴泰

株式会社テクノア AI・IoT事業部 事業部長 西村 恭範
株式会社テクノア AI・IoT事業部 課長 吉田 憲治
株式会社テクノア AI・IoT事業部 井川 廉介

（ は講師兼プロデューサー、 は運営会議参加メンバー）

製造業へのIoT導入・生産管理に知見を持つ学識者の他、ＩＴベンダーの技術営業マン、ＩＴ導入により生産性向上を実現
した中小企業経営者、生産現場において高度な工程改善活動を実践する大手メーカーの技術者、地域企業の生産性向上を
資金面から支援する金融機関の営業マン等、ものづくり現場のＩＴ化に携わる多様な立場において、現役で活躍する専門
家を招集した。主催の中部経済産業局によるオリエンテーション（開催趣旨、カリキュラム概要の説明）を含め、地域の
産学官金連携によるトライアルとなった。

選定に
あたり

3-3 講師・プロデューサーについて

※レイアウト上の都合から以降に掲載する時間割表では講師のご所属を表記しています。
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所属企業概要
(主に取扱品目を要約)

企業規模
(従業員数)

所属部署 役職
工程改善の取組経験

(エントリー時の自己申告)

1 自動車部品メーカー 1,001名超 その他技術系 主任・リーダー級
③取り組んだ経験があり、

理論的・体系的にもいくらか学習した。

2 自動車部品メーカー 101～300名 営業 主任・リーダー級 ①あまり経験は無い

3 電気デバイス・装置メーカー 51～100名 情報システム 主任・リーダー級
③取り組んだ経験があり、

理論的・体系的にもいくらか学習した。

４ 航空機部品メーカー 101～300名 製造・生産管理 一般社員 ②取り組んだ経験がある

５ オフィス家具メーカー 101～300名 製造・生産管理 一般社員 ①あまり経験は無い

６ オフィス家具メーカー 101～300名 製造・生産管理 一般社員 ①あまり経験は無い

７ 機械装置メーカー 101～300名(国内) 情報システム 一般社員 ①あまり経験は無い

８ 工作機械・航空機部品メーカー 50名以下 製造・生産管理 管理職・マネージャー級
③取り組んだ経験があり、

理論的・体系的にもいくらか学習した。

９ 工作機械・航空機部品メーカー 50名以下 製造・生産管理 管理職・マネージャー級 ②取り組んだ経験がある

１０ 自動車部品メーカー 101～300名 生産技術 一般社員 ②取り組んだ経験がある

１１ 航空機部品メーカー 301～1,000名 生産技術 一般社員 ①あまり経験は無い

１２ 機械装置メーカー 101～300名 品管 管理職・マネージャー級
③取り組んだ経験があり、

理論的・体系的にもいくらか学習した。

１３ 治具・ゲージ等製作、金属加工 50名以下 代表取締役社長 ②取り組んだ経験がある

１４ 医療関連製品メーカー 101～300名 製造・生産管理 管理職・マネージャー級
③取り組んだ経験があり、

理論的・体系的にもいくらか学習した。

１５ 工作機械メーカー 301～1,000名 生産技術 一般社員 ②取り組んだ経験がある

１６ 鉄道・工作機械部品メーカー 51～100名 生産技術 主任・リーダー級
③取り組んだ経験があり、

理論的・体系的にもいくらか学習した。

１７ 生産設備・装置メーカー 51～100名 その他技術系 一般社員 ②取り組んだ経験がある

１８ 生産設備・装置メーカー 51～100名 その他技術系 一般社員 ②取り組んだ経験がある

トライアル参加者

令和２年８月２８日～９月１５日に掛けて、中部経済産業局メルマガ、ＨＰにて受講生の募集を行ったところ、２０件の応募
があった。募集締切後から開催期間まで間に会社業務都合、受講対象要件に沿わなかった等の理由による辞退者が２件あり、
最終的にトライアル参加者は１８名となった。

受講生
の募集

3-4
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4
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

結果報告（受講生関連）
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トライアル開催報告（開講スケジュール）4-1

※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。
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トライアル開催報告（受講後アンケート結果：総合評価）

【 Q 1 】 本研修（全１０回）の総合評価についてお伺いします ※アンケート回収数 (10/18)

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？

【 Q 2 】全10回を振り返り、ご意見・ご要望があればご記入ください。

■全体的に難しい内容だと感じた。自主的に参加するような参加者であれば初級者でも付いていけるが、やる気がない者では全くついていけないレベル。

■今回演習では射出成型の製造工程が例示されていたが、他の製造業種も題材にあればより良い。

■素晴らしい内容であり、今後も続けて欲しい取り組み。今後も開催があるならば弊社の次世代達にも参加させたい。

■今回は量産型製造業を題材としたIoT活用のお話が主体であったが、多品種少量生産について取り上げた内容の研修も検討していただきたい。

■全10回参加し、沢山勉強させて頂いた。しっかりと吸収できていないところもあるので、振り返って復習したい。グループワーク、プレゼンテーション
の時間では、他者と意見を交わし、考え、結論を作っていく作業がとても良い経験となった。

■他グループの方と交流をする機会が少なかった点は少し残念。また機会があれば参加、交流したい。

■講義はオンラインでも良いが、演習は現地現物で実施した方がより理解しやすかったと思う。 また、知財について、今まで関わってこない分野であった
ため参考になった。貴重な機会を頂き感謝。

■自社において「工場を管理下に置く」ことを実践したい。

■全10回のセミナー、本当に色々と勉強する事があった。

■短期間の中で豊富な内容を学べる全体を通じてよいセミナーだった。参集開催は少なかったが、他参加者とのグループワークと通じて良い交流ができた。
細かな点で運営に気になる点はあったものの許容すべき範囲だと思う。しかしながら、取り上げられていたＩＴ利活用例は量産向きで、一般的な内容に
留まっており、導入後、次ステップにおける現場での課題解決に関する部分には触れていなかったため、そういった現場課題についても意見交換する機
会があればより良いと思った。

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%

4-2
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トライアル開催報告（受講後ヒアリング結果：受講生）

【 Q 1 】カリキュラムを受講して総じての感想。また、自社の工程改善の活動に活かせる部分や、実践する上での課題等があれば。

■講義を聴講した直後に演習でアウトプットする構成であったため、理解が深まった。

■実際の現場における工程改善やセンサーなどの実例が多く示された点が良かった。

■研修内容は量産ラインを前提としており、多品種少量生産や受注生産などの場合、研修の内容を直接的に活用することは難しいと感じたが、考え方やシステムの使い方
など、土台となる基礎知識を学ぶことができた。

■IoTシステムの導入にあたって、費用対効果を踏まえた検証や、自作により安価に構築できる旨、有益な内容が得られた。

■当社は多品種少量のため、受講成果の活用に悩むが「どうしたら工場を管理下に置けるか。機械に振り回されないものづくり」を念頭に、今後取り組んでいきたい。

■センサーによるデータ収集に関する知見が無い状態で参加したが、いい学びになった。ツールを学ぶだけではなく、工程の問題点をあぶりだす知見も同時に学ぶこと
ができ有意義な受講であった。

■「データドリブンな業務プロセス」「ジャーニーマップを活用した課題発掘」等、今まで考えたことがなかった工程改善の捉え方、考え方を知る良い機会となった。

■ＩＴを社内導入するにあたっては、社員みんなで作る風土づくりが大事だということが良く分かった。

■どの部分も元々知識を有しておらず、全てが勉強になった。特に他者の事例や考え方の紹介、自分で考える個人演習、他者にプレゼンするコマは非常勉強になった。

【 Q 2 】カリキュラムの構成、本トライアルの運営・開講頻度や回数、形態についてご意見下さい。

■全10回の構成でボリューム感としては適切だと感じた。

■グループワークについては時間が足りない。もう少し討議・作業時間が欲しかった。

■今回のオンライン開催の運用は、場所やデバイスに限定されずに受講できた点が良かった。

■少なくともグループワーク等の演習コマについては参集型開催の方が良い。今回の運用で良かったと思う。

■土曜日開催については翌日の仕事のことを気にしなくても良くありがたい。グループワークは集合開催が良いとは思うが、参加困難な方はウェブという形で併用も可能
ではないか。

■講義の見逃し録画データの共有をして頂いたので、見返して復習することが出来た。

■覚えることが多かったため、内容をもう少し絞ってもらえると有難い。

■ウェブとリアルでは、ウェブ受講の方が時間が長く感じる。集中も途切れやすく、配信座学講義の時間は1時間くらいが丁度良い。

■中間と最終の総合演習でグループワークのチーム編成を変更したのは良かった。より多様な観点の人達とディスカッションが出来た。

■トヨタ生産方式を学んでいるか否か等、受講者間でのベース知識の差、専門性のバラツキを感じた。同じレベル感で議論、アイデアを取りまとめていくことが難しく、
議論についていくのが難しかった。

■オンラインと現地受講の割合について、今回くらいがちょうど良い。オンライン時、チャットなどでやりとりがもっとできたら良かった。

■ＩＴ、IoTの導入事例をもっと紹介して欲しかった。

■2、３か月掛けて修学する、という期間設定は良かったと思う。

4-3
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トライアル開催報告（受講後ヒアリング結果：講師）

【 Q 1 】学習効果等に関する感触、講義をしての感想など。

■参集型開催の方がやりやすいと感じた。オンライン開催では、表情や反応から受講生の理解状況や作業進捗を確認することが難しく、演習時間等の現場調整が困難。ま
た、進捗が分からないので指名質問も難しい中、受講生のチャット等による発言も消極的になっており、キャッチボールが難しかった。

■最終回成果発表のプレゼンについては、いずれもレベルが高く驚いた。これら発表を所属企業の経営層にも見て頂ければ、受講生への評価向上や、それに伴う今後のブ
リッジ人材としての活動への理解・支援、受講生本人の自身にもつながることから、是非取り入れて欲しい。

■受講成果は十分にあったと感じている。中間と最終で演習結果、検討内容を見ると大きく成長しており、特に現場のベテランと思しき方の成長ぶりが良いと感じた。

■受講者によって初期段階の基礎知識レベルにバラツキがあった。各自の専門分野もカイゼン活動やデータベース、在庫管理など特定領域に偏っており、縦にも横にもバ
ラバラであった印象。同じ内容を受講しても、理解が深まらない内容もあると思うので、もう少し受講生のレベル合わせが必要。とはいえ、縦のバラツキについては開
講当初の課題（個人演習のレポート）では、受講生の知識差を感じたが、最終的にはある程度解消されたように見受けられ、少なくとも初級者に対しての学習効果は
あったと考える。

■普段の講演登壇では問題ない点であるが、今回のように相手の顔を見れずに一方的にカメラに向かって話をする講義形式の場合では、講師側としても一コマで講義６０
分くらい、質疑応答含めて９０分程度が妥当だと思う。

■修了後、受講生の一部から個別に工場見学の依頼があった。

■修了後、複数の受講生の所属先企業から、現場改善に向けたIT・IoT 導入について相談を受けている。当該受講生の上長(経営層)からは「研修に出す前と受講後でまるで
人が変わったよう。」とのコメントも出ていた。

【 Q 2 】改善点・提案など。

■カリキュラム検討時は難易度が高い内容だと思ったが、トライアルしてみて問題は無かった。カリキュラム内容には変更の必要性は感じていない。

■オンライン講義で機器の実物を手に取ってもらう方法として、事前にセンサーを各自に送る等のやり方もある。ＩＴ機器の自作コマを盛り込む場合には、通信教
育や専門雑誌等であるように、組立式のセンサーキットを送付し、実際に組み立てしながら学ぶ形もある。いずれにしても実物を触った方が良い。

■事務局より講師キャスティングについて「現役」にこだわったと伺ったが、本トライアルを通じてねらいは実に刺さっていたように思う。特に演習等において受
講生提案へのコメントする機会では、今、現場で実践をしている改善活動の当事者が話した方のが説得力があり、現行の機器にも精通している。ＯＢからの「こ
うあるべき論」も重要だが、フレッシュな失敗談等を話せる、気兼ねなくディスカッションできため、現役の意見は良く響く。

■動画による実例紹介は説明テロップ、作業の手元のアップや機械の動作の全景等、重要なポイント部分をピックアップして解説ができる。大人数での工場見学の
場合、機器や操作を遠くから眺める形となり、騒音や他に目移りして注意が散漫になることもあるので、講義の場合、映像での紹介の方が効果的。一方で、工場
見学は全体のスケール感や設置環境等を把握できたり、演習課題とする場合に情報量が多く与えられるメリットもあり、目的に応じて上手く使い分ける形が良い。

■財務系講義コマとしては、あと90 分。財務分析1 コマ、投資効果1 コマ分づつ欲しかった。

■多品種少量生産や一品生産の現場をテーマとして取り上げてほしいという要望をいただく。これらは大量生産のラインと異なり、モノの動きだけでなく作業者の
動きを考慮する必要があるが、そういった生産現場へIoT を導入する場合にはデータ管理やデータ分析の知識やスキルが要求されるため、次ステップの内容とな
る。今回のような教育（研修型）よりも現場で個別コンサルティングを受けながら導入を図っていく方が良いかもしれない。

■時間を割いても受講生からの質疑応答やコメントは殆ど無かった。オンラインでなければ懇親会等で親睦も深められたと思うが、会ったこともない他者の視線も
気になっていたのかと思料。掲示板やチャット等、講義時間外でコミュニケーションを取れるツールの提供があっても良かった。
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5 効果検証 結果報告
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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
を頂く。

開催趣旨
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委員会における評価結果①

「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。

●現役の民間企業社員等を講師に宛てた点は評価できる。改善活動を実践的に行っている当事者でないと
本カリキュラムの意図に沿った講義・演習ファシリテーターを務めることは難しい。

●また、宿題・課題に対しての丁寧な添削や助言対応、演習時の質疑応答・指摘コメントのとりまとめメ
モの配布等、講師陣及び事務局の熱意ある取り組みも、受講生の意欲、理解向上に好影響であったと考
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。
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委員会における評価結果②

「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

●しかしながら、今回トライアルにおいては「実践的な知識の習得」の面では高く評価できるものの、改
善活動に対する「実行力」の習得は受講生の５割、「ブリッジ人材としてのマインド醸成」は受講生の
６割程度の理解を得られるにとどまった印象。

●大手メーカーによるデータ活用方法や工程改善の事例紹介が「大企業だからできること」と受け取られ、
自社では出来ない・関係ないという印象を与えてしまい、これが以降の実行力やマインド醸成に係る講
義を受けるうえで影響し、ねらいが刺さらなかった受講者もいたのではないか。

●演習課題テーマや事例紹介については、参加者の特徴・属性を踏まえ、より受講生に寄り添った(身近な)
テーマ設定も含めるべきであった。

（例）今回の場合、安定大量生産向けと受け取られかねない内容ではなく、中小製造業の実態に寄り
添った少量多品種や受注生産、手組工程等もテーマや事例に含めるべきであった。

●併せて、工程改善活動は決して中小企業が取り組めない活動ではない旨、この研修はそれぞれが一例に
過ぎない解決手段を紹介するものではなく『トラブル等の外的要因に振り回される事後・場当たり対応
ではなく、自分達主導の計画・標準に基づいたものづくりを行うこと。標準があるからこそ現実との
ギャップから改善箇所が見える』という基本的な考え方と、改善に取り組むチャレンジ精神、結果が出
るまでに時間が掛かる活動である旨の理解、そして諦めない心を学ぶものである旨、もっと時間をかけ
丁寧に説明する必要があった。
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委員会で挙がった意見（カリキュラム活用にあたっての工夫）①

より事業性・受講効果を高めるためのアイデア等

●トライアル結果をみると、生産現場に係る経験年数等、受講者の属性が習熟度の差にそのまま表れてい
る印象。今回の実施方法では、生産現場担当経験のある受講生にとっては大変有意義ではあるが、そう
でない場合やや難易度が高く、効果が薄いように見受けられた。

●これを踏まえ、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。

●本カリキュラムは工場の改良・改善の視点から、現場の課題発見とIoTを利用した課題解決方法を考える
能力の習得を目的としており、受講者の次のステップを検討するのであれば、実践経験、もしくはこれ
に代わる実践的な現場改善実習が効果的である。また、統計的なデータ分析手法、工場管理系の生産計
画の立案やデータ管理といった講座の受講も有用である。

●受講一定期間後に受講生が自社ものづくり現場でどのような実践活動をしたのか等、「実行力」向上に
係る成果も重要な効果測定指標。研修機関でのカリキュラム活用・研修運営にあたっては当該観点の効
果測定データも蓄積のうえ、随時改良を重ねながら活用を継続頂き、事業性を高めて頂きたい。
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委員会で挙がった意見（カリキュラム活用にあたっての工夫）②

より事業性・受講効果を高めるためのアイデア等

●ＩＴ導入、改善活動の実践に当たっては経営層にも必要性に関する理解は必要。ブリッジ人材が経営層
に理解を得られるような説明・活動を行える能力を身に付けることと並行し、受講者派遣元企業の経営
層も、講義の一部を受講出来たり、課題の成果発表時に聴講参加できるようにしても良いのではないか。

●育成する人材像を明確に伝えたうえで、例えば「受注生産タイプ」「金属プレス業種」等、演習テーマ
や事例紹介等の題材を、受講層の営業形態や取り扱い製品等に応じてカスタマイズできれば、より理解
が深まると考えられる。

●今回参加者から不満は無かったが、一般的に本トライアルは長期といえるボリュームである点に留意。
現場の主要人材を長期間派遣できる企業は少ないため、可能な講義は録画提供とする、演習作業はレ
ポート提出とする等の合理化と併せ、カリキュラムを２～３分割し、参加者の属性を揃えたレベル別開
催とする等、小規模開催とする運用形態も検討する必要がある。

●対面講義の際に、受講生の反応を見つつ説明・表現方法や進行速度を調整するように、オンライン講義
の場合には小テストや課題等を課すことで理解度をチェックしつつ対応を調整する運営も効果的である。

●グループ演習の時間が足りなかったという声があったが、初めての顔合わせが中間総合演習のグループ
演習となってしまったことで、様子を伺う・関係性を築く時間が掛かってしまったことも影響している
と考えられる。開催日以外でもディスカッションの続きができるよう、また、普段から受講生同士コ
ミュニケーションがとれるようなツールの活用ができれば良かった。
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委員会で挙がった意見（カリキュラム活用にあたっての工夫）③

より事業性・受講効果を高めるためのアイデア等

●コロナ禍の影響により、昨今ではオンラインセミナー等が主流となっており、受講生等がこれに慣れて
くることで、アフターコロナの社会においても毎回現地に行かずともよいオンライン開催でないと十分
な集客が得られなくなる可能性もあり、参集型とオンラインの組み合わせ開催となった本トライアルの
開催結果は活用機関の参考になる。組合せに限らず、オンライン開催、参集型のみ、両手法による同時
開催の形、様々な選択肢からキャパや客層に合わせて検討できると良い。

●権利上の問題もあるかもしれないが、運営上効率的で、復習による学習効果も期待できる講義録画のオ
ンデマンド提供についても視野に入れると良い。なお、その際には質問対応が直ちにできない点も踏ま
え、主催者客層の質問を把握し傾向を掴んで講義内での説明に加えたり、参考資料に挿し込む等、運営
しながら随時改良を重ねることでより効率的な運営となる。ただし熱意はライブの方が伝わりやすい。

●オンラインと集合型の組合せ開催について、本来は運営上の都合だけでなく(今回トライアルでは原則
web開催、立ち行かなくなる演習だけは集合開催) 、Web開催による受講効果への影響について個別検
討のうえで組み合わせるべき。

（例）初回のオリエンテーションは集合型とし併せて親睦会等の機会を設ける、IoT実機の紹介コマでは、
実機を「手にとって見る」は重要なファクターであるため、本来集合型が望ましい。

●関係性が出来ていない・顔合わせをしていない状態で、顔の見えないリモート配信を行うと、座学講義
での質疑応答や小課題の回答者氏名等をしようとしても、受講生が遠慮がちになってしまい、講師、受
講生間のコミュニケーションが円滑ではなくなる傾向がある。これらを埋めるツールの検討が必要。
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6 まとめ
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まとめ6-1

『「Society 5.0」の実現に向けた東海地域の産業競争力強化戦略』の推進に資する取り組みとして、ＩＴものづくりブリッ
ジ人材育成カリキュラムをベースに営業秘密管理の重要性の意識付けと基礎的知識の習得に関する内容を盛り込んだ研修プ
ログラム(育成トライアル)を開催し、受講効果の検証、カリキュラム活用に係る事業性評価を実施した。

トライアル参加者は18名。講義は10月10日～12月12日まで毎週土曜、全10回で行われ、グループワークが中心となる演
習回については参集型、それ以外は原則オンラインでの開催とした。また、運営にあたっては、見逃し講義の録画データの提
供、グループ演習時の講師陣からの指摘・質疑応答やりとり議事メモ・他受講生からのコメントの共有、宿題に対しての講師
陣による添削やコメントのフィードバック等、学習効果を高める工夫をした。

講師の選定に当たっては、カリキュラム記載内容に準じ、全講座を監修・統括するプロデューサー、演習を効果的・効率的に
進行するために受講生に助言を行うファシリテーターを配置することとし、個別講義コマ担当講師も含め、いずれもものづく
り現場、工程改善活動のＩＴ化に多様な立場から現役で活動する産学官金それぞれの専門家を選定しトライアルを運営した。

トライアル全体を通じて、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。

また、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。

トライアルの開催結果を受け、専門家による評価委員会を開催したところ「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。」との結論を得た。
併せて、今回トライアルの運営方法では実行力やマインド醸成といった観点からいくらか理解不足な受講生も見られた旨、こ
れら習熟度は受講生の経験年数等、属性が影響している可能性の指摘、募集要項の工夫やカリキュラムを分割小規模化しレベ
ル別開催とする等、属性を揃える方法についてのアイデア等、様々な角度から評価やご示唆を頂いた。付録資料の詳細説明と
併せ、これらのノウハウも参考にカリキュラムをご活用頂きたい。
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