
1 は じ め に

本稿は，産学協同の唱導者であり名古屋工業大学初代学長を務めた清水勤二の発言を手掛か
（1）
りに，戦前戦後の工業教育改革の問題点を整理しつつ，明治の帝国大学工科大学ならびに高等

工業学校の創設から戦後新制大学工学部が誕生する過程を再整理しようとするものである。欧

米の工学部（以下，school of engineeringとし，日本の工学部と区別する）とは異なる独自の工学部

が成立したことを前提に，今日の産学連携を考察することが本稿の目的である。

2 清水勤二の発言に見る産学協同への道筋

清水勤二（以下，「清水」とする）は，明治31（1898）年に山口県防府市に生まれた。大正12（1923）

年，京都帝国大学電気工学科を卒業した後，名古屋高等工業学校教授，明治工業専門学校校長，

技術院課長，文部省督学官を務めた。戦後は，文部省科学教育局長，名古屋工業大学学長など

＊ 名古屋市科学館

テーマセッション報告

工学部の誕生
――産学連携の一視点として――

馬 渕 浩 一＊

1 は じ め に
2 清水勤二の発言に見る産学協同への道筋
3 帝国大学工科大学と高等工業学校の設立
4 戦間期における工業教育改革
5 戦前の産学協同
6 新制大学工学部の誕生
7 まとめ――欧米とは異なる工学部の産学連携――

８９



を務め，産学協同視察団の団長として欧米を視察した後，日本工業教育協会の設立に尽力
（2）
した。

略歴から，戦前戦後における工業教育，教育行政の分野で業績を残した人物であることが窺知

される。その清水の発言から戦前戦後の工業教育の問題点を整理し，その解決手段として産学

協同に帰結するまでを確認しておきたい。

清水は，「大学で受けた一方的な受け身の教育を反省し，また名古屋高等工業学校で教鞭を

とり，何かと自発的な有効な教育を展開したいといろいろ工夫努力してみた」と
（3）
述べ，当時の

帝国大学工学部と高等工業学校における教育が画一的であったと暗に批判している。

なぜ画一的な教育になったのか。清水は，「専門学校の教育は大学の卒業生がやって居る，

普通の工業学校は専門学校の卒業生が教育する，而して現状を見ると，大学出の専門学校教授

は，大学で習ったノートを少し簡単にして教へる，それから専門学校出の人は工業学校へ行っ

て専門学校で習ったノートを少し簡単にして教へる，隨って専門学校は大学化し，工業学校は

専門学校化して，その各々特徴とするところを発揮してゐないのです」と発言して
（4）
いる。帝国

大学で行われていた学理の講義が希釈されて下部の教育機関で教授されていることに画一的な

教育の原因があった。

清水はどのような技術者像を描き，それを達成するためにどのような工学教育を望んだのか。

彼は，「日本の科学，工業技術のほとんどが外国からの導入によって行われており，模倣の域

を脱しなかったということが，工業教育においても外国科学技術の焼直し，あるいは受売りと

いうような単に一方的に教える教育，学生から見れば単に受け身の教育が主となったことは否

めない」と述
（5）
べた。その上で，技術者の役割について「発明というと，すぐ街の発明家を連想

するが，ここにいう発明は前に述べたように，自然の法則と人間の目的との新しい綜合と調和

を見出し実現する行為である。（中略）どのような技術もその起源にさかのぼれば発明であり，

どのような技術者の携わっている仕事も，上に述べた発明という行為の一部または全部である」

と発言して
（6）
いる。科学と工業の結合を発明と表現し，発明を実践する技術者が求められている

ことを示している。

さらには，「独創的な技術者をつくるためには，基礎科学を充分深く且つこれを充分応用出

来るように訓練する必要があります。また他の学部にはない実験，製図，実習，卒業研究，卒

（1） 本稿では，1998年の「大学等技術移転促進法」制定以前を「産学協同」，以降を「産学連携」と
した。産業界と大学などが相互に協力し，職業訓練や研究を実施するという点で，両者を同義として
議論を進める。

（2）「故清水勤二先生を偲ぶ」『工学教育』第11巻2号，1964，5―6頁および清水勤二博士遺構刊行
会編『勤二遺構』私家本，1966，235―238頁

（3） 清水勤二「日本工業教育協会および各地区工業教育協会の生い立ちとそののち」『工業教育』第
10巻1号，1962，8―19頁

（4） 清水勤二，西田博太郎「技術教育の革新」『科学主義工業』第5巻7号，1941，202―225頁
（5） 上掲（3）
（6） 清水勤二「技術の本質と技術者の特質」『工業教育』第1巻2号，1953，34―45頁
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業設計等にも多くの時間を与え，創造力を延ばすことが必要」と指摘して
（7）
いる。自然科学の深

い理解の上に立ち創造的な能力を涵養することが工業教育の真の目的であると清水は考えてい

たのである。

創造的な能力を啓培する有効で具体的な手段は何か。清水は，「わたくしは，昭和7（1932）

年にドイツに留学しましたが，そのとき，日本の科学技術をさかんにすることが，日本の将来

の発展と幸福のために，絶対に必要だと痛感しました」と述べて
（8）
いる。ドイツでは，工科大学

生に対し入学前の半年間，工場実習を義務付けていることに加え，企業の技師長を大学に招い

ていることを紹介し，産学協同が工業教育の発展に不可欠であることを示した。

さらに戦後，名古屋工業大学の学長として，清水は「本学は，もとより基礎的なものもゆる

がせにはしませんが，科学の実際的応用と実地の問題の科学的解決とに主力を置き，創造的な

教育と産業界と密接に連絡し，産業界の実際的研究問題を科学的に解決する研究を盛んにすべ

きであると考えます」と
（9）
述べ，研究開発に関する産学協同への意欲を示している。

これらの発言を俯瞰すると，戦前，日本の工業教育の問題を解決するための手段として産業

界との連携が有用と判断し，戦後，研究も含めた産学協同に帰結したことが示されて
（10）
いる。こ

のことを念頭に，明治初年からの工業教育機関の創設，拡充と変化について整理，検討してお

こう。

3 帝国大学工科大学と高等工業学校の設立

明治初年，わが国で西洋技術の導入が始まるとともに，明治4（1871）年，Henry Dyerの

案に基づいて日本人技術者の養成を目的として工学寮（後に「工部大学校」に改称）が誕生した。

理論と実践を巧みに融合した教育は Dyerの本国イギリスでも評価さ
（11）
れた。しかしその後，工

部大学校は東京大学工芸学部に吸収され，明治19（1886）年の帝国大学令によって，「国家ノ

須要ニ応スル学術技芸ヲ教授シ及其蘊奥ヲ攷究スル」を目的とした帝国大学工科大学となった。

これにより実学から学理に傾斜したといわれて
（12）
いる。ただし，ここでいう学理とは純粋理学で

はなく「実業応用の学芸」を意味して
（13）
いた。その後，明治30（1897）年，清水が学んだ京都帝

国大学（理工科大学を持つ）が，明治40（1907）年，東北帝国大学（理科大学），明治44（1911）年，

（7）「新制大学における一般教育について」『工業教育』第1巻2号，1953，127―134頁
（8） 清水勤二『技術教育の現状と振興策』IDE教育資料第15集，1960，45頁
（9）1958年の学長新年あいさつより引用。『名古屋工業大学70年史』財界評論新社，1972，257―258頁
（10） 研究開発における産学協同の有用性に清水が気づいたのは戦後であると断定することはできない。
戦前のドイツ留学時に，大学における基礎研究と企業の応用研究を結合するドイツシステムを目にし
ており，産学による研究開発の意義を理解していたと考える方が妥当である。

（11） ”Engineering Education in Japan”, Nature, 17 May 1877, pp. 44―45
（12） 舘昭「日本における高等技術教育の形成」『教育学研究』第43巻1号，1976，13―23頁
（13） 明治18年12月5日付，文部卿大木喬任が太政大臣三条実美に宛てた文書にこの表現がある。「東
京大学中工芸学部ヲ設ケ其他学部改更の件」『公文録文部省之部』，明治18年12月
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九州帝国大学（工科大学を持つ）が設立された。

帝国大学工科大学の創設とともに，高等工業学校，工業学校，工手学校など多種の中等工業

教育機関が設置された。高等工業学校の嚆矢は明治14（1881）年に開学した東京職工学校で，

その目的は職工長の養成であった。その後，明治34（1901）年，東京高等工業学校と改称さ
（14）
れた。

この時，高等工業学校はこれに大阪高等工業学校を加えた2校だけであったが，明治36（1903）

年に専門学校令が制定され，名古屋，熊本，仙台，米沢の高等工業学校，秋田鉱山専門学校な

どが新設された。明治43（1910）年3月の時点では高等工業学校が9校あり，窯業，染色，醸

造など在来産業と関連の深い学科が設けられていた。地域における零細自営業者への近代化支

援が企図されて
（15）
おり，帝国大学工科大学を補完した。9校のうち官立は8校で，他1校は明治

42（1909）年開校の私立明治専門学校であった。同校は昭和19（1944）年に明治工業専門学校

となり，清水が校長を務めた。

4 戦間期における工業教育改革

1）軽工業から重工業への転換と工業教育改革

明治初年より，わが国は海外からの輸入機械，装置を用い，低廉な労働力で近代化を推し進

めてきた。その後，日清，日露の両戦争を経て，産業構造は軽工業から重工業へと転換した。

これに伴い，生産技術者不足の解消と欧米に依存しない自立した工業の構築が課題となった。

このような産業界の変化に対応するために，機械工学者らが中心となって様々な工業教育改革

を提唱した。

第一次世界大戦が始まる直前の大正2（1913）年，ドイツ，オーストリアへの留学から帰国

し，東京帝国大学工科大学教授に就任したばかりの大河内正敏が「工業教育私見」を発表した。

工業生産が拡大するにつれ，帝国大学の卒業生も次第に民間企業に就職するようになっており，

「今日の高等工業学校及大学程度の工業教育に，工場の管理事務や経営に必要なる諸学課を加

入し，同時に大学程度の工業教育の一部を，一層科学に接近せしめる事が目下の急務」と述べ，

工場経営に関する実務的な教科を工科大学でも講義するべきと主張
（16）
した。背景には，少量生産

から大量生産への移行に伴い，工場内でそれを実現する生産技術者の育成が不可欠とする認識

があった。

これ以降，機械学会などの学術諸団体が様々な工業教育改革案を提案した。例えば，機械学

会による「機械工業発達助長案」（大正6（1917）年），工学会連合工業調査委員会による「工業

（14）『東京高等工業学校二十五年史』，1906，1―22頁
（15） 例えば，坂根治美「大正期の高等教育機関と地域社会」『仙台大学紀要』第28巻2号，1997，55―
67頁

（16） 大河内正敏「工業教育私見」『機械学会雑纂』第7号，1914，11―26頁
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教育刷新案」（大正9（1920）年），工政会「工業教育の改善方策に就いて」（大正14（1925）年），日

本工学会による「工業教育制度改革案」（昭和9（1934）年）などである。政府外からこのような

改革案が提案されたことに留意すべきである。当時，政府は技術者の提案に冷淡で，技術的価

値志向を政策に反映させることを求めた技術者運動が展開さ
（17）
れた。「工業教育の改善方策に就

いて」を提出した工政会とはそのような技術者の集団で
（18）
ある。

さて，これらの提案の内容を要約すると，濃淡はあるが，①社会教育による国民教育の必要

性，②工場経営などの履修科目の追加，③一部の高等工業学校の大学昇格を含む学制改革，の

3点に集約される。①は工業生産を拡大するためには工場労働者の増員が必須であり，そのた

めには工業に対する国民の理解増進が必要との文脈で理解されよう。②は大河内の建言に沿っ

ている。③の高等工業学校改革については以下のような背景がある。

2）高等工業学校の大学昇格

第一次世界大戦によって欧州からの化学品や機械類の輸入が途絶し，原料，設備の不足が顕

在化した。この事態を深刻に受け止めた化学工業会は，大正3（1914）年，「化学工業ノ発達

奨励ニ関スル意見書」を提出
（19）
した。ここで発明の奨励が論じられ，広く教育界全般で技術者に

とって発明，開発が必要不可欠なものとする認識を高める機序となった。ここで発明とは科学

的な知見を工業に結びつける創造活動であるとされた。

大正4（1915）年，五十嵐生は「一般に学理を実際に応用せんと研究する人々にとつては，

その目的は須らく，或る学理の発見と其工業的応用との時代の距離を最小にせしめると云ふこ

とである」と述べて
（20）
いる。科学と工業の結合すなわち発明が重要であることを示しており，前

掲した清水の発言と合致している。

しかしながら，高等工業学校の講義で科学と工業の結合を実現するためには，物理化学など

の高度な新興科目の履修が不可欠であり，3年の修業年限を4年に延長して高等工業教育機関

に格上げするべきであるとの声が
（21）
出た。長期にわたる粘り強い交渉の結果，大正11（1922）年，

東京と大阪の二つの高等工業学校の大学昇格が決定
（22）
した。科学と工業の結合を実現するために，

実務者養成を目的とする中等工業教育機関の一部が，学理探求の機能を強化し高等工業教育機

関となった。

（17） 事務官僚と技術官僚，工学者，技術者たちとの相克については大淀が示している。大淀昇一『近
代日本の工業立国化と国民形成―技術者運動における工業教育問題の展開―』すずさわ書店，2009

（18） 上掲（17），155―159頁
（19）『公文雑纂』第35巻，建議5，1914
（20） 五十嵐生「化学の研究と工業」『蔵前工業会誌』第140号，1915，12頁
（21）「東京工業大学昇格史」『蔵前工業会誌』特輯第441号，1940，91―92頁
（22） 上掲（17），165―171頁
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5 戦前の産学協同

工学寮や工部大学校では官営の現業部門で実習が行われた。田辺朔郎の卒業研究は琵琶湖疎

水事業の基となった。当時，官と学は近い関係にあった。さらに，第一次世界大戦後の工業教

育改革は重工業化を支援するために提案された。学における教育の目的は産に労働力を供給す

ることであった。

研究開発においても産と学は接近していた。帝国大学の創設や拡充の際，政府資金によって

のみ実現されたわけではなく産業界からかなりの寄付を受けた。東北帝国大学，九州帝国大学

の創設に際し，足尾銅山鉱毒事件で批判された古川財閥の資金援助があった。また，高等工業

学校にも民間からの寄付があった。明治42（1909）年に創設された明治専門学校は安田家の財

力で設立された。高等工業学校にはそもそも地域の在来産業を支援する目的があり，例えば，

桐生高等染織学校は，織物業関係者が熱心に学校の誘致運動を展開
（23）
した。

もっとも，これらの寄付行為は今日いうところの社会貢献活動であり，投資としての性格は

弱かった。しかしやがて研究成果を期待する寄付が生まれるようになった。例えば東北帝国大

学に付設された金属材料研究所は，大正5（1916）年の開設から大正11（1926）年の独立まで

に住友から数度の寄付を受けており，本多光太郎による KS鋼の開発はこの資金と無関係では
（24）
ない。

さらに大学教員による企業設立ないしは支援の事例もあった。明治23（1890）年，藤岡市助

は白熱舎（後の東芝）を設立した。明治41（1908）年，池田菊苗が取得したグルタミン酸ソーダ

の製造特許は合資会社鈴木製薬所（後の味の素）の設立を誘引
（25）
した。当時，産と学の交流は柔

軟であった。

このような工業発展の青写真を描いたのは官であり，官に軍が含まれると考えることもでき

る。軍・官・産・学の関係については昨年討論されたため本稿では言及し
（26）
ない。

6 新制大学工学部の誕生

戦後の大学改革は GHQ主導で行われた。所管は民間情報教育局（CIE）で，民主的な教育と

健全な市民の育成を目的に一般教育の重視を主張し，大学教育における早期の専門化を批判し

た。これに対し研究を所管する経済科学局科学技術課（ESS/ST），特に次長 Harry C. Kelleyは

応用科学の重視と産学協同による産業振興の重要性を指摘し，高等教育のあり方を巡って CIE

と衝突
（27）
した。清水は文部省科学教育局長の職にあり，ESS/STの窓口役であったためにこの議

（23） 上掲（15）
（24） 東北大学五十年誌編集委員会編『東北大学五十年誌（上）』東北大学，1960，195―198頁
（25） 味の素株式会社社史編纂室『味の素株式会社社史1』，1971，37―49頁
（26） 沢井実「軍官産学連携の戦前・戦中・戦後」『技術と文明』第20巻2号，2016，3―9頁
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論の渦中に
（28）

あった。

しかしながら，結局は CIEによる基礎教育重視の姿勢が固まった。帝国大学工学部は新制

大学の工学部となり，戦中に高等工業学校から移行した工業専門学校の多くは地方国立大学の

工学部になった。名古屋工業専門学校も名古屋大学工学部に編入される予定であったが，清水

が実践的な技術者の育成を目的とする単科の工業大学の意義を熱心に説き，名古屋工業大学を

誕生さ
（29）
せた。

その後の高度経済成長期においては，企業が技術者養成を強く求めた。昭和31（1956）年，

日本経営者団体連盟は「新時代の要請に対応する技術教育に関する意見」を提出し，翌昭和32

（1957）年，中央教育審議会は「科学技術教育の振興方策について」を答申
（30）
した。これにより

工学部学生の増員が図られたことはよく知られて
（31）
いる。

7 まとめ――欧米とは異なる工学部の産学連携――

1）工学部の特殊性

明治初年の高等工業教育機関の設立から，戦後，新制大学の工学部が成立するまでの過程を

概説した。重要な点は，当初より学理探求とその実践的応用を中心にしつつ，企業において研

究，設計，生産を担う技術者の養成を主眼とした研究教育機関を形成，発展させ，かつ産学協

同の長い歴史を有していることである。

これに対し，欧米の総合大学において自由学芸から派生した school of scienceと，専門職

養成機関 school of engineeringは明確に分離している。米国の場合，学術志向のアイビーリー

グ8大学とモリル法によって誕生した実学志向の州立大学では役割が異なっている。欧州でも

同様である。日本の工学部の特殊性は，戦前の工科大学，高等工業学校の成立とその後の変化

に全く無関係とはいえないであろう。このような工学部と school of engineeringの違いを前

提に今日の産学連携を考察するべきである。

2）日本の工学部の産学連携

繰り返すが，日本の工学部の場合，応用志向の基礎科学研究と教育が行われていることが特

長である。戦後，専門職養成の機能は弱まったが，産学連携によって実務能力の強化が期待で

きる。これは JABEEのワシントン協定加盟時に指摘されたエンジニアリングデザイン能力の

（27） 中山茂「サイエンス・ミッションズの来日」『日本の科学技術第1巻』学陽書房，1995，122―131
頁

（28） 上掲（8），56頁
（29） 鈴木正彦「清水勤二先生を偲ぶ」『東海の技術先駆者第2巻』名古屋技術倶楽部，1984，117―132
頁

（30） 清水も科学技術に関する第10特別委員会の臨時委員を務めている。上掲（3）
（31） 科学技術庁「昭和33年度版科学技術白書」，1958

http : //www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpaa195801/hpaa195801_2_094.html
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（32）
不足に対する解となる可能性がある。今後，工学部の卒業生が海外で技術者として活躍する場

合，何らかの国際的な技術者認定が必要となることは自明で
（33）
ある。

また，近年，企業内の技術マネジメントに由来する事故，事件が頻発している。組織内での

技術者の発言権は極めて限定的であり，これらの事故，事件を未然に防止するためには，組織

に属さず独立した職能としての professional engineer制度を確立すべきで
（34）
ある。米国の制度を

模した技術士では権限も限定的で不十分で
（35）
ある。技術者の社会的地位向上を求める技術者運動

は今日的課題でもあり，産学連携で日本版 professional engineerの育成を実現しなければなら

ない。

他方，研究開発における産学連携はどうか。渡邊は，産学連携に対する大学研究者の動機は

自身が得た科学的知見や技術的能力の社会還元と研究資金確保にあることを示
（36）
した。この2つ

がインセンティヴである。さらに，応用志向の基礎科学研究が工学部の本質であり，応用志向

の基礎科学研究が産学連携に直結しやすいとするな
（37）
らば，大学が産学連携に積極的になること

は必然である。

実際，平成27（2015）年度の産学連携に関する調査によると，共同研究，受託研究ともに年々

拡大していることが示されて
（38）
いる。しかしながら，企業は産学連携の動機を人的ネットワーク

の形成と技術課題の解決と考えており，前者は少額な連携として，後者は高額な連携として実

現している。共同研究でいうと，300万円未満の少額研究は件数比で84．4％と圧倒的で，1000

万円以上の大型共同研究は3．7％にすぎ
（39）
ない。

大型の共同研究が少ない理由として，企業の研究開発力と大学のそれとの力関係を直視する

必要があろう。総務省によると，企業の研究資金が大学のそれを上回ったのは昭和34（1959）

年度，企業の研究者数が大学のそれを上回ったのは昭和55（1980）年度である。平成27（2015）

年度における企業と大学の研究資金は13．7兆円と3．6兆円であり，企業と大学の研究者数は50．6

（32） 岸本喜久雄「Engineeringは工学，Engineerは工学者？」『JSME談話室き・か・い』No.154，
2017

（33） 柴田拓二「技術者資格の国際的な動向と工学教育への影響について」『工学教育』第44巻1号，
1996，39―44頁

（34） 武田邦彦ら「技術者教育と工学教育の整合性」『工学教育』第50巻1号，2002，28―33頁
（35） 上掲（33）
（36） 渡邊英一郎「データによる産学連携諸過程の把握」，科学技術政策研究所，2014

http : //www.nistep.go.jp/wp/wp-content/uploads/happyou8.pdf
（37） 馬場は，光触媒分野を例として，企業がパスツール型科学者と連携することで研究開発の生産性
が向上することを指摘した。Y. Baba, How Do Collaborations with Universities Affect Firms’ Inno-
vative Performance? The Role of Pasteur Scientists in the Advanced Materials Field, Research
Policy, Vol. 38, No. 5, 2009, pp. 756―764. パスツール型研究者とは Stokesの分類による応用志向の
基礎科学研究者を指す。Donald E. Stokes, Pasteur’s Quadrant―Basic Science and Technological

Innovation（Washington D. C. : Brookings Institution Press, 1997）, p. 196
（38） 文部科学省「平成26年大学等における産学連携等実施状況について」,2015

http : //www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/sangaku/1380184.htm
（39） 上掲（36）
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万人と29万人で
（40）

あった。さらに，技術同友会の昭和61（1986）年の調査によると，研究水準の

主観的比較で産業界が大学より優れていると58％が回答したのに対し，大学の方が優れている

との回答は8％に過ぎ
（41）
ない。個別の分野における事例研究結果を積み重ねて判断することが求

められるが，ごく一般的に，今日，企業の研究開発力は大学のそれを上回っていると考えた方

がよいであろう。

このことを前提にすると，今日，工学部のあらゆる分野で産学連携を期待することはできな

い。ごく一部の研究室と大手企業による大規模な産学連携よりも，地方の大学と当該地域の中

小企業との間での小規模な連携が今後一層進む蓋然性が
（42）
高い。わが国の産学連携は，地域産業

の発展を担った戦前の高等工業学校への回帰を胚胎した政策なのかもしれない。

（本報告は，テーマセッションの講演要旨に加筆修正して作成したものである）

（40） 総務庁統計局，科学技術研究調査1986および総務省統計局，科学技術研究調査2016
（41） 技術同友会「技術系人材の創造性の育成に関する提言」『労政時報』第2831号，1987，43―48頁
（42） 小林も，当初は有名大学と有力企業による連携がリードしたが，1980年代末以降，地域的な連携
が増していることを示している。小林信一「産学関係の現段階」『高等研究紀要』第16号，1998，107
頁

工学部の誕生（馬渕）

９７


