
1 は じ め に

日本では1960年代に産学協同批判が社会的に広がり，そのイメージが長らく大学で影響力を

持った。東京大学工学部の猪瀬博らはこれを産学協同への「タブー」視と表現し，その一因と

して戦前に軍需が産学協同で進められたことへの反戦感情が大学紛争を通じて（とくに人文社

会系や理学系を中心に）噴出したことをあげて
（1）
いる。日本学術会議では1950年に「戦争を目的と

する科学の研究には絶対従わない決意の表明」がなされ，さらに1960年代半ばになるとベトナ

ム反戦運動が世界的に拡大する中であらためて軍学協同批判が強まり，1967年に日本物理学会

では決議三「日本物理学会は今後内外を問わず，一切の軍隊から援助，その他一切の協力関係

をもたない」が採択された。産学協同批判の背景にはこのような軍学協同批判があったと考え

られるが，さらに産学協同それ自体も学問の主体性という観点から批判の対象となった。その

結果，例えば1969年には東大紛争の「七学部代表団との確認書」において同大学の評議会が「わ
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れわれは，大学における研究が自主性を失って資本の利益に奉仕することがあれば，そのよう

な意味での「産学協同」は否定すべきであると考える」という基本方針を示すに
（2）

至った。

このように産学協同批判は歴史的には1960年代を通じて展開され，それをめぐってはさまざ

まな見解が存在した。例えば前述の「七学部代表団との確認書」についても，産学協同の否定

については理学部がその原案に署名しなかったため最終確認書からは外され，あくまで評議会

の基本的な考え方として付帯的に示されることに
（3）

なった。しかし，このような多様な見解は，

結果的に「タブー」視とも言える状態が生じたこともあって，とくに推進側の見解については

これまで十分に検証されてこなかった。そして，検証不在のまま1980年代に入って産学連携の

制度化が進められ，なし崩し的に学問のあり方が変質していった可能性も懸念される。とくに

近年では軍学協同やデュアルユースの活用推進の問題もあらためて表面化しており，この問題

を歴史的に再検証することの意義は高まっている。

そこで，本発表ではこれまであまり歴史研究の対象とされてこなかった大学工学部教員の言

説に注目して，産学協同についての当時の理解を分析した。工学部は他学部に比べて実学に近

いため産学協同との親和性が高く，そもそも産学協同という理念そのものが工学部教員によっ

て導入・推進されてきた経緯がある。その推進（あるいは批判）の意図や，そこでなされた議

論の特性や範囲を分析することで，日本における産学協同の歴史的な問題点についての理解を

深めたい。

2 日本工業教育協会と産学協同

1950年代に日本で導入が進められた「産学協同」は，まずは米国の教育制度を模範としたも

のであった。米国では1906年にシンシナティ大学工学部長であったシュナイダー（Herman

Schneider）が，企業での実地勤務を大学での学科受講のあいだに数か月単位で組み込み，それ

らを交互に繰り返すことで現場での職業訓練を交えた理解増進を図る「サンドウィッチ」教育

制度“cooperative system”を提唱・実践した。そして，この制度の有効性が米国の多数の大

学で認められ，その導入が進められた。

日本にも，この職業教育制度が，1951年におこなわれた GHQ/SCAP経済科学局の対日工業

教育顧問団の視察・会合を通じて紹介さ
（4）
れた。顧問団はとくに，戦後の学制改革で旧制専門学

校が一般教育重視の新制大学へと組み替えられたことで，高校卒業後の職業教育（sub-profes-

sional education）の機会が失われていることを危惧した。そのような懸念は日本側も認識して

いたところであり，この共通認識が「産学協同」推進の出発点と
（5）

なった。

（2） 加藤一郎『「七学部代表団との確認書」の解説（東大問題資料1）』東京大学出版会，1969，7―12
頁。

（3） この項目には薬学部も不署名であり，経済学部も後に署名を取り消している。
（4） 全国6地区で視察・会合が進められ，日本側はのべ1，455名が参加した。
（5）1951年には産業教育振興法が施行されたが，それはあくまで中等教育を対象としていた。

技術と文明 20巻2号（８０）

１２



そこでまず，米国工業教育協会（American Society for Engineering Education : ASEE）を模範

とした日本工業教育協会（以下，日工教）が設立され，その目的が「工業に関する大学相互並

びに大学と産業界との連繋を密にし，大学における工業教育の振興をはかりもつてわが国工業

の発展に寄与すること」（協会規程第3条）と定められた。この設立準備はとくに清水勤二（文

部省科学教育局長などを経て名古屋工業大学長）や古賀逸策（東京大学），佐々木重雄（東京工業大学，

大学基準協会）ら大学の工学部教員が中心となり，そこに文部省や産業界が協力して進められ

た。

このように「産学協同」が当初は工業教育の課題として進められたことは，この言葉の初出

からも知ることができる。1956年に通商産業省・産業合理化審議会が答申「産学協同教育制度

について」を発表し，この中で工場実習制度としての「産学協同」を「産業を供給する人間，

とりわけその中心と考えられる大学工学部学生の質的向上策」と位置づけている。この審議過

程で「産学協同」という言葉が案出されたと考えられ，それまで例えば日工教ではこの制度は

「産学協力制度」などと呼ばれていた。

その一方で，日本生産性本部は1957年に産学協同専門視察団を米国に派遣し，そこでの産学

協同は，教育面だけでなく研究面も対象とされた。この視察団は日工教所属の大学教員によっ

て組織され，団長を清水勤二（日工教会長），書記長を大越諄（東京大学）がそれぞれつとめた。

この視察報告を受けて，1958年に産学協同委員会が産学官それぞれ4―5名の委員によって組

織され，学界からは内田俊一（東京工業大学長），大濱信泉（早稲田大学長），茅誠二（東京大学長），

清水勤二の4名が参加した。

この頃から産学協同は日本の経済発展という国家的目的のための有効な手段として位置づけ

られるようになり，理工系人材増募計画や技術革新と関連づけて展開され，技術者不足対策と

しての「産学協同ブーム」や「社立学校ブーム」が広がっていった。「産学協同」に対する産

業界の関心は，第一には技術者不足対策にあった。中教審は1957年に答申「科学技術教育の振

興方策について」を発表し，これによって科学技術者養成のための理工系学生増募計画が始まっ

た。さらに，1960年の科学技術会議の諮問第1号答申「10年後を目標とする科学技術振興の総

合的基本方策について」でさらなる増員が求められ，技術者不足は社会問題になった。これと

同じ1960年には経団連が中心となって日本科学技術振興財団を設立し，そこでも産学協同委員

会を設置して，技術者不足の解決，重要研究の推進，研究テーマの決定，日本の研究体制の4

項目を課題として設定した。同財団は，さらに1961年にはとくに技術者不足対策として産学協

同センターを建設している。これらの活動は，実際には講習会やセミナーの継続的な開催にと

どまり，センターの建物は同財団が1964年に設立した科学技術学園に寄付することになるが，

経団連だけでなく，日経連や経済同友会もこの時期に同じような産学協同の制度化方針を相次

いで表明していった。

大学工学部教員と産学協同（1951―1969年）（夏目）

１３



3 産学協同教育の実際

このように産学協同は当初は工業教育（職業教育）の改善の必要から始まった。しかしそれ

は一部の大学関係者の理想論であり，経済団体（産業界）の利害関心の下で技術者不足対策や

技術革新対策へと抽象的に変質していった。さらにサンドウィッチ制度は企業の負担も大きく，

個別企業になるとその多くは無関心・無理解という状態であった。1956年に福岡で開催された

日工教の第4回年次大会を終えて，和田正雄（九州工業教育協会常務理事）は出席者たちが「大

成功」と言っていることを次のように批判している。

あまのぢやくかも知れないけれど，私は大成功とは思わぬと抗議した。若し参会者の半分

か，負けて3分の1か，大まけに負けて4分の1が産業界からの人々であつたなら，私は

大成功の喜をあげたにちがいない。「なあんだこりや，大学の先生達の集りじやないか！」

工業教育協会は産業界と大学の連繋の機関であつて，産業界から金を集めて，その費用で

先生達が集る会ではないのである。［中略］産業界は事業を経営すること，工場の経済を確

立すること，つまり金を儲けることという現実の問題で頭の中は一杯である。大学の先生

達は，大学という「白亜の殿堂」実は保守費が殆んどなく，会社の建物に比べると「汚廃

の旧殿」の感が深いが，その中で，国家から給料を貰い，悠々として，学生相手に，教養

や学問を説いて，頭の中は教育の問題が支配している。この両者は所詮別の世界の人種な

ので
（6）
ある。

このような各企業の認識は1960年代に入っても続き，推進主体が工業教育から経済・産業政

策へと移行することで，産学協同はより一般的・抽象的に展開され，この傾向を温存すること

になった。1964年の日工教第12回年次大会のパネル討論では，大越諄が企業509社を対象とし

たアンケート調査結果（回答率43．5％）を踏まえて，学外実習は「学校からの要請でしぶしぶ

引受けているか，会社の利益を考えて，引受けているかのどちらかで，大局に立って産学協同

［原文ママ］
のために引受けているんだという会社は以外 にも少ない」と分析している。さらに大越

は，「サンドイッチ・システム」については日本の制度では3，4年生で実施できればいい方

だが，4年生は「採用の決まった学生だけあずかるという会社がかなり多く」，その一方で「3

年はまだ知識が低いので，非常に困る」と判断されることもあり，企業が学生の教育という「産

学協同の趣旨を理解していない」と嘆いて
（7）
いる。

大越は東京大学から東洋大学工学部に移り，そこで彼を中心として米国の「サンドウィッチ」

制度にならった産学協同教育の導入を目指していた。東洋大学工学部は日立製作所から2億円

の寄付を得て1961年に設立された点でも，産学協同教育が実際に模索された代表例と言える。

（6） 和田正雄「年次大会の思出」『工業教育』4（1，2），1956，218―9頁。
（7） 日本工業教育協会「パネル討議 産学協同を確立しよう」『工業教育』12（1，2），1965，38―41
頁。
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しかし，このような事例は例外的であり，東洋大学でも理想的な実現には至らなかった。その

一方で，学生増募計画の実現にともない，産学協同の課題の重心は技術革新を得るための委託

研究に置かれるようになっていった。1959年には慶応工学会，1960年には東洋レーヨン科学振

興会や姫路科学技術センターが設立されており，1965年に産学協同を掲げて設立された金沢工

業大や京都産業大でも「サンドウィッチ」方式は標榜されなかった。こうして「産学協同」は

抽象化され，定義もなく使い勝手の良いバズワードのように展開されていった。

4 東大工学部における産学協同論

このように，産学協同は，なかなか工学部教員の意図していたようには展開されなかった。

その一方で，1960年代に大学紛争を通じて産学協同批判が強まり，工学部教員たちもその批判

にさらされることになった。東大工学部の教員たちも，前述の全学的な動きに対応して工学部

検討会を組織し，「産学協同の否定」も論点に含めて独自の工学部改革論を展開していった。

当時の工学部長であった向坊隆は，その辞任挨拶で産学協同を基本的に肯定した上で社会問題

への配慮や反省を求めて
（8）
いる。工学が本質的に産学協同に基づくという理解は一般的に共有さ

れたが，1960年代後半に四大公害病の訴訟が相次ぎ，それまでは個別的な問題であった公害問

題は日本社会の普遍的な問題となっていた。このようなジレンマへの反省は各教員に委ねられ

たが，それはあくまで自分たちが従事する学問研究としての工学に対象を限定して進められ，

一般的な学問論には展開されず，公害などの一般社会の問題にも展開されなかった。その結果，

ジレンマは留保されたまま，産学協同の主体的な再評価へと帰結していった。

この産学協同に対する工学部検討会内の見解として，近藤一夫は「如何なる意味でも，大学

は絶対に産業界の奴隷または寄生虫であってはならない」とし，産学協同は「あくまで主体性

を強化するための相互の参考資料である」と限定的に擁護して
（9）
いる。その一方で，渡辺茂は「七

学部代表団との確認書」の方針を「項目自身が無意味である」とし，大学の研究テーマは実際

の生産過程に潜在しているため，企業の実態を把握してこそそれを体系的学問へと高められる

と主張している。また，全国の大学講座数と技術開発を求める企業数がほぼ同数で，それらが

卒業生の就職先になっていることから，資本主義社会では「一企業の利益のみに奉仕する大学

人は否定されるべきであるという議論でさえも，必ずしも正当であるとは考えられない」とし

て産学協同を全面的に擁護して
（10）
いる。

また，科学史家の青木靖三は，そもそもヨーロッパ中世の大学（法・神・医学部）は社会的要

（8） 向坊隆「東大紛争の意味するもの―学部長の辞任に当って―」森口繁一編『新しい工学部のため
に』東京大学出版会，1969，121頁。

（9） 近藤一夫「あるべき大学の姿」森口繁一編『新しい工学部のために』東京大学出版会，1969，135
―6頁。

（10） 渡辺茂「大衆化する大学」森口繁一編『新しい工学部のために』東京大学出版会，1969，152―5
頁。
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請に応じて生み出された「産学協同的発想からの産物」であり，それが学問化したことで正統

性を求めて保守化したのであって，近代科学についても同じく大学外の「機械的技術」によっ

て発展したが，大学に組み込まれることで保守化していったと解説して
（11）
いた。この青木の分析

を踏まえて，東大工学部の木原諄二は次のように述べている。

大学がはじめ産学協同で出発し，やがて社会から権威主義的に自らを隔離し，「正当な学

問の保守」を使命とするに至ったのであるならば，私たちはもう一度自らの学問が自己目

的化していないかどうかを点検し，そのような堕落から身を守らなければならない。そし

て存在論的な真理観がややもすれば，学問の自己目的化をうながし，虚ろな権威主義的姿

勢を現出する要因となっていることに注意しなければなら
（12）
ない。

東大工学部の宇井純は，1969年末に欧州留学から帰国した時の様子を「教授たちは自信を取

りもどし，以前よりも保守的な空気が教室を支配していた」と回想して
（13）
いる。宇井の指摘する

「保守的な空気」にはさまざまな要因が想像できるだろうが，工学部教員たちは自らを問い直

したことで，産学協同を推進してきた工学部の従来の姿勢に自信を深めたとも考えられる。当

時の東大工学部の最年少助教授であった吉川弘之は，大学紛争時に学生と「カンヅメになって」

議論する中で，専門とする生産工学について学生から「大学がなんで生産みたいな，企業の利

益につながることをやるんだと問い詰め」られ，大越諄からの教えを念頭に考察を深めること

で「設計」やその背後にある人間の知的行為としての「人工知能」という研究テーマを形成し

ていったと回想して
（14）
いる。

5 産学協同批判に対する日本工業教育協会の認識

日本の産学協同推進を代表する日工教は，この産学協同批判の風潮にどのように応じたのだ

ろうか。日工教の副会長や理事を長年務めていた和田正雄は，1969年に，日本における産学協

同教育の特徴として「産学両者が協力体制にあるわけでなく，概ね，大学が産業界に委せっぱ

なしであること，産業界は進んで実習生を受入れる意欲があるわけでなく，大学から頼まれる

から，よんどころない義務を考え，シブシブ受入れて
（15）
いる」ことをあげ，このような企業の姿

勢を次のように批判している。

このことは誠におかしな話である。産業界は，終生雇用する技能者を，大学が4年間，学

生として預り，基礎教育を施してくれているのだと考えねばならぬわけだ。その学生に対

（11） 青木靖三「職人の科学と科学の職人―大学紛争解決の道遥かなり―」『朝日ジャーナル』11
（17），1969，17―22頁。

（12） 木原諄二「大学改革の方向」森口繁一編『新しい工学部のために』東京大学出版会，1969，360
頁。

（13） 宇井純「さらば東大 ①御用学者との戦い」『朝日ジャーナル』27（50），1985，25頁。
（14） 吉川弘之『概念の設計から社会システムへ』三田出版会，1990，15―9頁。
（15） 和田正雄「工学系学卒者に対する産業界の要望に応える途―産学協同教育を推進せよ―」『工業
教育』16（2），1969，37頁。
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し，産業界が注文するところのものが，大学ではやれないとすると，それをやれる産業界

自らの手で教育するのは当然のことで，それは産業界自らのためなので
（16）
ある。

このように和田は，企業の無関心，無理解，非協力的態度への不満を募らせていたが，日工

教の工学教員たちはその主張に理念としては同意しながらも具体的な改善策は打ち出せなかっ

た。日工教の文教政策委員会では，1968年12月の第2回委員会で和田の試案「日本工業教育協

会の意思表明」が回覧され，翌年1月の第3回委員会でその内容が審議された。和田試案では

「第4 協会は産業界と工学系大学教官との合議体であるから，産学協同体制は協会の憲法で

あることを表明する」および「第5 協会は産業発展の基礎となる人材の育成を目標とするか

ら「産学協同教育」の確立に踏み切ることを表明する」が掲げられていた。これに対して2月

の第4回委員会では「産学協同が必要であると云うことを若い人に納得させるのに中々困難性

がある。説得力がなければならない」といった意見が出され，最終的に「産学協同を否定して

はいけない」という消極的な結論に落ち着
（17）
いた。3月の第5回委員会では次のような心情も表

明されている。

本協会として産学協同を強く打出さねばならぬという主張には異議はないがこの問題は慎

重に取扱わねばならぬ。産学協同を強く打出す事は現在の時点では会員である先生方に御

迷惑をかける恐れがあり，協会としては慎重に取扱わねばならぬ。産業界では産学協同に

反対する者は一人もいない。日経連がはっきり産学協同賛成を打出している。之れは学校

側会員がいないからはっきり云えるのである。当協会としては産学協同の目標をはっきり

させておかねばならぬが，之れを打出す手段について今暫らく時期を待ちたいとの意見に

多数の委員の賛成があったが産学協同アレルギーになってはな
（18）
らぬ。

そして，そもそも教育面での産学協同には風当りが少ないという理解が共有され，主に研究

面において，とくに大学教員が大学組織の管理機構を通じずに「裏口営業」として直接研究を

受託し，それに学生を手伝わせることに問題があるとして，産学協同批判は研究費の管理問題

へと矮小化されていった。こうして作成された文教委員会の中間報告では，日工教としての方

針が次のようにまとめられた。

何れも産業界と大学側とが，それぞれの立場において社会的使命を認識し，緊密に協力す

ることが必要である。協力の要請を受けた場合，それぞれ自主的判断により，対処すべき

事は申す迄もないことである。ただ，従来の研究面の産学協同の中で，資金の使途を明確

にする注意において，不十分なものがあった為に産学協同の弊害として，問題視されてい

るに過ぎない。資金の使途を明確，明朗にする「ルール」の確立がなされ，双方がそれぞ

れの社会的使命に立脚し，自主的に判断して実施する産学協同は，産業発展の為に益々必

（16） 同上。
（17） 日本工業教育協会「会報」『工業教育』16（2），1969，90―4頁。
（18） 同上，94頁。
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要で
（19）
ある。

日工教の1970年の年次大会におけるパネル討議「工学系大学における産学協同の必要とその

具体策」にも，この文教委員会の審議と同じような展開が見られる。各パネリストの講演が終

わった後で会場から産業界と大学の相互理解の乏しさが指摘され，司会も「99％と言っては大

げさですけれども，相当大勢の，産業界，学界の方々が無関心であると思います」とそれを支

持し，出席者からもさまざまな意見があげら
（20）
れた。しかし，それらは結局のところ各自の所感

の表明に終始し，3時間の議論でも何ら「具体策」を打ち出せず，産学間の話し合い不足といっ

た消極的で差し障りのない結論しか得られなかった。

6 おわりに：産学協同の本質的な問題点は何か

結局のところ，何が産学協同の本質的な問題点だったのだろうか。企業と大学双方での無関

心や話し合い不足だろうか。確かにコミュニケーション不足の問題もあっただろうが，社会的

な理解がなかなか進まなかったとすると，推進側の工学部教員たちも社会における産学協同の

問題点を把握し損なっていた可能性は考えられないだろうか。最後に，この可能性について当

時の科学史家の議論を参考にして検討してみたい。

広重徹は1961年に，大学教員たちが産学協同をあくまで理工系の問題と考えていることに，

その理解の浅さが露呈していると指摘している。広重は日経連の理事や松下電器の人事部長な

どとの会談を通じて，あくまで産業界は（ビジネススクールの設置や経営技術の共同研究など）産

学協同を経営管理の分野で期待していると主張する。そして，アメリカでは技術偏向の時代か

ら経営技術の時代に移行しているが，日本では20年遅れで技術偏向・科学技術ブームが生じて

いるのであり，経営管理の問題は表面化しにくいが大学には日本の産業への科学的分析が強く

要請されている，という日本生産性本部の専務理事の指摘を紹介して
（21）
いる。そして，文部省の

官僚主義と大学の保守主義は産業界からの深刻な挑戦に有効に対処できていないとして，科

学・技術・産業が相互に遊離していることが日本の科学技術の「もっともいちじるしい欠陥」

であり，「このような欠陥を克服しようとする姿勢と主体的な構想をもたずに，大学の自治な

どの古典的概念を対置しただけでは，大学は産学協同の波に，まったく受動的におし流されて

しまうほかないであろう」と述べて
（22）
いる。

1960年代を通じて大学は，この広重の指摘するような主体的な構想を持てず，その「欠陥」

は産学協同批判や人間疎外批判として社会的に拡大していった。後藤邦夫は1969年に，当時「管

理社会」や「情報社会」と呼ばれる社会において「高度の科学・技術的達成が人間にとって何

（19） 児玉寛一「文教政策委員会中間報告」『工業教育』17（1），1969，96頁。
（20） 日本工業教育協会「パネル討議「工学系大学における産学協同の必要とその具体策」」『工業教育』
18（1），1970，36頁。

（21） 広重徹「大学人と産業人」『中央公論』76（5），1961，103頁。
（22） 同上，110頁。
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を意味するか，という問題に人びとが否応もなく直面させられつつ
（23）
ある」と指摘し，「人間性

回復の管理力」などの議論を展開
（24）
した。そして，当時話題であった「オートメーション」「サ

イバネティクス」「アーゴノミクス」などの技術をあげながら「情報化」の段階にいたって人

間と機械の結合が同質の特性で成立するようになったとして，「工学的人間・機械系における

と同じく，問題は，全システムの活動が，「生きた人間」のヘゲモニーのもとに真におかれる

かどうかにかかっているように思われる」と指摘して
（25）
いる。

工学部教員たちがその理想とする産学協同像をうまく実現できなかった原因として，そもそ

も企業でも大学でも具体的にそれが求められていないという現状があった。このことについて

は，ポスト工業社会（情報サービス・知識基盤経済）への移行という観点が参考になるだろう。

これらは，同時代（1960年代）的には経営管理・経営工学・情報化などとして注目された問題

であり，そこでは工業社会における産学協同とは本質的に異なる形での協同が求められた。そ

して，その後の展開でも，このようなポスト工業社会の産学協同が求められ，技術者教育にも

本質的な転換が求められていった。企業は市場に規定されており，企業側から大学の工学部教

員の理想とする産学協同像に歩み寄ることはほとんどなく，結局のところ産学協同の推進はあ

くまで大学側のあり方（目的，管理方法など）を変質させていく方向に展開されていった。その

ため，そこではさまざまな抵抗や「タブー」視が生じ，実際に1960年代の基準からすると学問

の主体性や人間疎外の問題がさらに深刻化していった可能性も考えられる。しかし，これらの

問題については現時点で確かなことは言えず，テーマセッションの議論に委ねることで考察を

深めていきたいと考えている。

（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。）

（23） 後藤邦夫『科学史学入門』法律文化社，1969，1頁。
（24） 後藤邦夫「人間性回復の管理力」『マネジメントガイド』169，1969．3，133―8頁。
（25） 後藤邦夫「技術・計画・文明」玉野井芳郎編『文明としての経済―人間の世紀』潮出版，1973，146

―58頁。

大学工学部教員と産学協同（1951―1969年）（夏目）

１９


