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Abstract 

 国際的に就職の条件は「就職希望者がスキルを有すること」ですが、
他の多くの国と異なり、日本だけが(調査18ヶ国中)スキルが無くとも
現在は就職が出来ています。しかし、日本企業はよりタフな国際競争
にさらされ、「論理的に議論ができ、スキルがあり、かつ英語が話せ
る」新入社員を求めざるを得ない状況にあります。この例は近年の幾
つかの大手企業が外国大学卒業生を本社採用の新入社員として20 ~ 
25%採用する傾向に見られます。これからの就職で日本人大学生が競
争しなければならないのはこのような「論理的に議論ができ、スキル
があり、かつ英語が話せる」外国の大学卒業生です。 

 外国ではスキルがなければ一生就職はできません。このスキルを獲
得する方法の一つとして海外では多くの学生が長期(3-9ヶ月)イン
ターンシップを経験します。インターンシップでスキルを身につける
には3ヶ月が最小期間です。そして、例えば米国では、インターンとし
て働いた会社に約60%の学生が就職します。 

 日本のインターンシップは”One day internship”が約58%とイン
ターンシップとは呼べないような経験者が現在は多いですが、学生の
就職が外国と同様に、「スキルで評価」され、「長期インターンシッ
プ経験者 – スキルの有る就職希望者」が優遇される時代がすぐそこに
来ています。 
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[1]  日本のインターンシップの現状 
「就職活動の武器リスト」で「コミュニケーション」

はトップ・スリーの一つ 
これは「欠けている能力」リストのNo.2 

出典：2016年卒 マイナビ大学生のライフスタイル調査 マイナビ2015年1月 
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「欠けている」リストで “コミュニケーション能力”は
No.2,- 能力は無いが、重要と考える 

出典：2016年卒 マイナビ大学生のライフスタイル調査 マイナビ2015年1月 
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インターンシップは「就職活動のネタ」か？ 
国内、海外旅行と同じ? 

出典：2016年卒 マイナビ大学生のライフスタイル調査 マイナビ2015年1月 
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インターンシップ参加者は全体の約56% 
約半数は2社以上のインターンシップに参加 

出典：2016年卒 マイナビ大学生のライフスタイル調査 マイナビ2015年1月 
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58 %がOne-dayインターンシップを経験 

出典：2016年卒 マイナビ大学生のライフスタイル調査 マイナビ2015年1月 
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[2]  何故インターンシップか 
- 日本とその他の国に大きな違い -1 - 

日本： 

 前提：スキルが無くても就職できる(今までは) 

 ・就職の“接点確立”のため? – 会社見学相当 

 ・約60 %が”One-day internship” 

 ・スキル獲得にはほとんどならない 

 今後：大手会社の「スキルのある海外の大
 学卒業生採用の傾向」が一層顕著になり、
 日本の大学卒業生にもスキルが求められる
 ようになるであろう。その時のインターン
 シップはスキル獲得の為に改善要 
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何故インターンシップか 
- 日本とその他の国に大きな違い -2 - 

海外： 

 前提：スキルが無ければ就職出来ない 

 ・スキル獲得の為の重要な1手法として、インター
  ンシップ 

 ・このためのインターンシップは最低3ヶ月要 
  (~9 ヶ月) 

 ・インターンシップを通じて、”将来の上司、同僚”
  及び仕事を理解し、”Chemistry”が合うかを
  検証 

 ・“上司”がインターン生が優秀と認めれば、イン
  ターン終了時に就職のoffer(米国では約60%
  がインターン先に就職) 

 ・スキル獲得の他の手法としては、専門科目の履修
  がある 
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[3]  スキル獲得の重要性 
 Knowledge, Skill and Expertise 

(日本の大学もスキルの有る卒業生の育成へシフト要) 

Knowledge：知識 – 知っている 

Skill：技術 – 使いこなせる, 設計ができる 

Expertise：専門技術 – 新しく発展させる/inventできる 

1. 日本の大学の授業では、多くの場合 Knowledgeを教える 

2. 米国の大学の授業では、かなり多くの場合、“自分で設計”
出来るようになるまで教える – Skillに近い 

3. 米国の会社が求める人材は“そのPosition”に必要な”Skill”

を持った人 – 明確なJob description 

4. 上記２，３はかなりの欧州国が実施 
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日本の大学でスキルが育たない理由・改善方法
をグローバルに調査 

1. 大学グローバル化のため、世界18ヶ国を調査 

   “大学 – 産業界インタフエース” 、就職面接時期、イ
ンターンシップ、Skill, job description等を世界18ヶ国
(アメ リカ, カナダ, ドイツ, イギリス, フィンランド, 韓国、
中国、シンガポール等)で調査 

2.  調査結果 

日本だけがスキルの無い学生を採用し社内訓練を多くの会
社が0.5 – 1年間実施 し、3年後にはおよそ1/3が辞めてし
まう–入社が最もEasyな国で、かつ高い離職率。日本の大
学はスキルのある学生を輩出し、産業界はスキルのある新
卒を採用するよう方針を転換し、国際社会で
CompetitivenessをKeepする必要があります 
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日本でスキルを持った卒業生が出にくい理由 

1. 学生にとり、スキルを磨くincentiveが無い/少ない 

・産業界が採用時にスキルを評価しない:就職時の 
 GATEが正しく設定されていない 

・採用後、「事業部面接」までは自分の職業が何にな
 るか分からない 

・スキルの有無で給与が変わらない(ほとんどの場合) 

・採用後、社内訓練でスキルを習得できる 

2. 大学による「スキルを与える講義」が弱い 

・高等教育機関の長年の慣行の結果、「デザインがで
 きるレベルまでの講義」は単独では難しい 

・インターンシップも必須となっている学校はまれ？ 

・就職が決まった後に卒業研究？ 
13 



スキルが獲得できない?：日本の工学教育の弱点? 
Washington Accord の評価委員会レビュー (2004年) 

卒業生はデザイン出来ない – スキルとしてクレーム出来ない 

• Most Japanese engineering education is rooted in applied 
science. As a result, most Japanese engineering programs 
emphasize the learning of relevant scientific principles more 
than the application of those principles in a design context.  

• The fourth year of such programs, for example, usually consists 
of a research project directed by a faculty member who joins the 
fourth-year students with his or her graduate students. This 
experience often lacks significant design content, leading the 
Japanese industries who employ new engineering graduates to 
accept the responsibility of training those new employees to 
perform engineering design. 

• In addition, Japanese faculty and students have long valued the 
freedom of each student to select a course of study and research 
that meets their individual educational objectives, leading to great 
flexibility in course selection within a typical student’s years of 
study. These two factors combine to make Japanese 
engineering education somewhat different from that found in 
many of the WA countries, although the end result is clearly a 
highly educated engineering graduate with excellent experience 
in research, although probably with little hand-on engineering 
design experience. (Japan Accreditation Board for Engineering Education :JABEE) 14 



[4]  海外(米国)のJob finding 

1. 会社はOpen position (職)にたいし公募 

2. Open positionはJob descriptionで何を行うpositionでどん
なSkill, たとえば”Cell phone RF design”が必要かを明記、 

3. 候補者はOpen positionに対して応募、 

4. Resume(履歴書)は今、何ができるか、自分のExpertiseをま
ず第1に、ついで職歴をInverse chronologicalに記述 – 最
近な何をやっていたかが最も重要で何10年も前にどこの大学
を卒業したかは議論にならない 

5. 採用したEngineerはDay 1から即戦力、 

6. 採用されたengineerは2-3年で何をExpertiseに書き加えられ
るかを定め、仕事の遂行と同時に個人のCareer upに注力 

7. もし、採用したengineerがUnderperformance であり、複数
回のWarningで改善が見られなければ解雇、 

8. 働いている事業部門が赤字であれば、これをCloseし、従業員
は合法的に解雇します 15 



大学 – 産業界インターフエース：米国の状況 

1. 就職面接は卒業の3-4ヶ月前であり、卒業研究
は終了していることから、この成果が主張出来
るスキルとなる 

2. インターンも最低3ヶ月から9ヶ月企業で研修す
ることから、これで得たスキルも十分に主張で
きることになる 

3. Open positionに対する採用で、入社時には働
く事業部、上司まで決まっている場合が多い 

4. インターンを通じて、働く職場、仕事内容は入
社前に既に把握しており、入社1日目から即戦力
として機能する 

5. 給与も卒業生のスキルにより異なる 16 



大学 – 産業界インターフエース：中国の状況 

1. 就職面接は卒業の6ヶ月前であり、卒業研究は終了してい
ないことから、この成果が主張出来るスキルとはならない 

2. job offerは通年 

3. インターンは最低3ヶ月から”9ヶ月”企業で研修。これで
得たスキルが面接時に主張できるスキルとなる 

4. インターンを通じて、働く職場、仕事内容は入社前に既に
把握しており、入社1日目から即戦力として機能する 

5.  給与も卒業生のスキルにより異なる 

6. 英語力は必須：独自のテストシステムを採用しているが、
TOFEL 600点以上はFirst Tierの会社に入るためにはほ
ぼマスト 

7.  入社時には働く事業部は決まっていない 
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@ 経団連 

April 4, 2013 

 

加藤 修三 

東北大学 電気通信研究所 
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日本の国際化に必要な”大学-産業界インタフエース” 

経団連 
 「高度情報通信人材育成部会」 

[5]  2013年4月、経団連への提言 



経団連への提言：産業界への提案 – まとめ 

I1. 入社試験を4年生の後期(10月１日開始)とする(半年の後ろ倒し) 

I2. バルクでの一括採用/採用後事業部面接による配属決定を止め、 各
 公募ポジションのJob description を明確にする 

I3. 入社試験では学生の獲得したSkillとJob descriptionで要求される
 qualificationとのマッチングを検証し、Skillのある学生を採用、 

I4. Skillには、卒研で獲得したSkill及び、 インターンシップで獲得し
 たSkillを含む 

I5. 配属先はJob description – skill評価に基づき採用時に決める 

I6. Skill/仕事に応じた給与を支給する(年功序列の給与を改める) 

I7. 入社試験のSkill評価には英語のレベル評価 (TOFEL等)も入れる 

I8. Job description – skill評価による採用となることから、入社後の
 「技術再訓練」を基本的に不要とする 

I9. 「技術再訓練」 が不要となり、「最小」の採用後訓練となることか
 ら、通年採用・過年度卒採用も可能となる 
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経団連への提言：工学系高等教育機関への提案 – 
まとめ 

U1. 卒業生がSkillを獲得することを大学教育の大きな目標とする 

U2. 卒業研究を4年生の前期で行い、これを通じて、就職面接時に
 学生が誇れるSkill (Skill 1)を身につけさせる 

U3. インターンシップを最低3ヶ月、希望的には9ヶ月とし、これを
 必須単位とすることにより、 Skill (Skill 2)を付けさせる 

U4. 卒業生の英語力アップ(Skill 3)のため 

  i. 講義の英語化を進め、英語の授業だけを履修しても卒業可能
 とする環境を作る 

  ii. 卒業時英語能力としてTOFEL 600を目標とする、 

U5. 学生が何になりたいかを入学時の早い時期に明確にするよう訓
 練 – 職業の早期選定– 専門の選定と集中 

U6. 現在の工学教育 – “Knowledgeの取得”から、 “ Designがで
 きるSkill取得”へ産業界の協力を経てアップグレード 

U7. 論理思考力をつけるために、プロジェクトのなか - OJTで訓練
 する 20 

経団連 



[6]  高等教育の２大目標 

1. Unstructured issueに取り組む能力を身につける 

大学・高専で教える事例は限定的であり、これからの人生で
遭遇する全てのケースを事前に学習することは出来ない 

-    学生が大学・高専で学習・習得できる重要な能力の一つ
は、「解が無いかもしれない”Unstructured issue”に、”思
考停止”することなく、論理的に解析し、可能な解を種々の
Alternatives分析を行う能力」 

2. 職業を得る為のスキルを身につける 

もう一つの重要な能力は職を得るための専門的なスキル 

- スキルには以下を含む： 

  i. 卒業研究、 

  ii.インターンシップを通して得られる専門的なスキル、 

  iii. (産業界からの協力を得て作る)講義・演習から得られる
 (製品の設計に直接貢献できる)スキル, 

  iv. コミュニケーションできる英語力 
21 



高等教育の２大目標を達成するために 
ベーシック&アドバンスト能力 

3. ベーシック能力 
•論理的な思考、作文、発表能力: これら日本語の能力は
高校までで習得すべき能力ですが、大学も習得の講座を開
設すべき 

 
4. アドバンスト能力 

•プロジェクトをマネージメント出来る能力 
 

・ベーシック& Aアドバンスト能力の養成には
 PBL(Project based learning)が有効 

– ゴールを自ら定め、それを達成するためのアプローチを代替案を含
め検討し、約束した期間内に１定のリソースを使用し実現 

:論理的思考力の養成とプロジェクトマネージメント力の養成 
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ベーシック能力：何故論理的思考が大切か 
・論理的思考 – Communicationの基礎 

“明確な主張、それに至る理由及びそれをサポートする根拠/事実/デー
タ”と、多くの人が理解できる共通の構成、展開で、思考すること  

 

・論理的思考が大切な例 

：聴き手が期待している (論理的に期待している)順番に論理を展開しな
いと“相手”に理解されがたい 

1. Report：読む人が分かっていくら(誰が読むのか) 

2. Minuets:読む人が分かっていくら – 結論は?, アクションアイテム
は – それは誰が、何時までに? 

3. 論文：読む人が分かっていくら – 主張は明確?, 理由は?, 根拠となる
データは? 

4. Presentation：聴き手が分かっていくら– 主張は明確?, 理由は?, 
根拠は? , 一般に1方向の説明、一過性 – 元(既に終わった発表)へは
もどれない 

•- 先行するページから次のページへの明確な展開(つながり)が必要 -  
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論理的思考:欧米型論旨の展開 - 結論が先に 

1. Goal/Conclusion comes first 

 followed by “reason(s)”, 

  followed by supporting fact data 

   with priority, 

    with feasibility 

 

2. Almost everything: Like Project management 

 GOAL then, ACTIONS   

 

3.  What can exist without GOAL?! 

 Maybe only very basic science ( fact finding)? 

24 



日本語社会の典型的問題例 
– 欧米の論理思考体系が手本となる理由 - 

   “しょうがない/仕方がない”  

•  論理ではなく、諦めの境地。As isで受け入れる考え方。日本人
は無意識に良く使っている。一般に、建設的な考え方にはいたらな
いことが多く、「自分の責任ではない」という考えにつながる場合
が多い。 

•  これは”何故“、”どうして“と原因を問い詰めていく欧米の議論
スタイルとは大きく違う。”しょうがない”の考えは本当の原因(root 
cause)にいたる思考過程を止めてしまい、本当の原因を追求するこ
となく、その場の雰囲気で、決定方針等に”しかたがない”と言って
同意する。この本当の原因を追及しない姿勢は物事がうまくいって
いる場合は議論にかける時間が短く、一見、全員賛成のように思わ
れ、仕事を進める良い方法といえる。しかし、環境が激しく変動し、
瞬時に的確な判断が求められる時代には通用しない。原因が明確に
分からなければ、対応策、corrective (preventive)actions / 
counter measuresをとることができない。これはバブル経済が
バーストした1980年代後半以降の日本経済の特徴に見られる。 25 



大学生の論理的思考力、英語力獲得のために 

1. 国語(作文) – 大学入試で作文力をテストする 

 - 適切なGATEを設定 

2. 英語  – 大学入試で4要素をテストする(現在の「読む-
200点, 聞く-50点」に書く、話すを加え、 全て同点数
で評価視、使える英語習得へ 

 - 適切なGATEを設定 

3. 大学(教養)の講義に 

 i. 日本語のライテングコースを設ける、 

 ii. ”Debate” コースを設ける。議論は問題を解決 

 するために必要で、そのためには「考え方の違 

 い」を認識し「いかにそのギャップ を埋めるか」 

 を訓練要、この過程で独創的な考え方も生まれる 

 “しょうがない/仕方が無い”はこのアンチテーゼ 

 26 



職業を得る為のスキルを身につけるには 
大学の変革要 

1. 卒業研究：4年次前期に完了 – 就職面接時に、学生が重要なスキルと
してクレームできるように 

2. インターンシップの必須科目化：スキルを付けるために最低３ヶ月
(～9ヶ月) 

3. 「設計ができる」レベルまで、講義・演習 ：産業界の協力を得て、
10%程度の専門科目を – これからも学生はスキルを獲得 

 i. 将来的には、大学の先生が設計できるようになるための再教育
 も必要であり、PBLのス-パバイザーとして、大学の若手教員を訓
 練 – これを数回経験すれば、産業界のアプローチを理解し、より
 論理的に研究室を運営する基礎ができるようになるし、設計まで
 教えることも可能 

 ii. また、このPBLスパーバイザーの経験を通し、産業界のカウン
 ターパートと懇意になり、将来産学連携を計画する際には、強い
 人脈となる 

4.   英語：ビジネスの世界で使えるようなレベルとするために、学部授業
 の英語化を進める必要あり – 英語を第一言語とする国以外では、
 重要なスキルの一つ 
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[7] 日本のインターンシップ は要改善 

• スキルの獲得には3ヶ月以上のインターン期間が必要 

• 現在の日本のインターンシップは 

 「顔見せ」 

 的色合いが濃く、スキルの獲得にはほとんど効果が無い 

 参加学生の60.8％が「１dayに参加した」 

• 一方、グローバルにはインターンシップは「スキル獲得」
の貴重な機会と捉えられており、「最低3ヶ月はスキル獲
得に必要」が共通の理解 

(日経June 25, 2012) 

問題は質だ。現在は１～２週間のインターンシップが中心
で、数カ月に及ぶ欧米に比べると内容は薄い。経団連は昨
年改定した倫理憲章の参考資料で「採用に向けた企業広報
のプログラムはインターンシップと呼ばないことが望まし
い」としている。 
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[8]  海外でのインターンシップと国際化 
現状 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
期間(Duration) 
 １W ~ 数ヶ月に分布 
参加者が少ない理由 
  ・多くは1W~ 10Daysの会社訪問､スキル獲得へ 
 の寄与は少ない 
 ・英語力不足 

 

出典：2016年卒 マイナビ大学生のライフスタイル調査 マイナビ2015年1月 
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 英語力アップ：英語力の低さは現在の大学入試に起因？ 
-大学入試に英語の「書くと話す」が無い - 

“使えない高校英語教育”:  

 高校の英語教育は英語の4要素の内、「読む」と
「聞く」しかテストしない大学入試に合わせ、「話
す」、「書く」を教えない– これが中学、高校と6
年間勉強しても使えない英語の原因と思われる 

これはTOFELの結果、IMD2011の調査によれば、
最下位から２番目、日本はアジアで、総合点で26位、
Speakingで最下位となっている理由であろう 
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日本の国際化の現状 

・Immigration / emigration共に、先進国の底辺  

 (次ページ参照) 

・留学生がより一層増えなければ、日本の高等教育の活性
 化は難しい 

・現在の“学生の低い意識、低い国際化”が続けば、日本企
 業はより一層海外の大学から採用 

・現在でもこの傾向は明らかにあり、大手の会社には数
 10%の割合で海外大学卒業生を本社社員として採用
 し、この傾向はさらに加速されるであろう 

・日本の高等教育機関にとっては死活問題となりかねない 

・産業界が必要とする人材を育成・卒業させる必要あり 
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               Necessity of Globalization IEEE Spectrum, Sep., 2012 

Among of 16 countries, Japan has 2
nd

 lowest immigrants and lowest emigrants 
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http://spectrum.ieee.org/img/data-map3-1346178325307.jpg


国際交流:日本からの留学生 

各国が共に発展し、互いに共存できる世界を議論する必要が
ある - 将来グローバル化が一層進むことを考えると、日本人
留学生が益々増えること必要､ しかし、現実はグローバル化
からほど遠い 

 

・アジアから米国への留学生数は年々増加しているが、 

 日本だけは減少 

・過去20年間で日本人の米国への留学生数は1/2に減少し, 
 韓国の人口比で約1/10に縮小 

・IEEE Spectrumのデータにあるように、16ヶ国中 で、
 immigrantsは最低, emigrantsは最低から２番目 
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日本人留学生数が過去20年で半減 
韓国は倍増、中国は3倍増、インドは倍増 

34 

経団連 6 

http://www.nikkei.com/news/image-article/dc=1;g=96958A9C93819694E0E7E2E2918DE0E7E3E3E0E2E3E2869195E2E2E2;bf=0;ad=DSXBZO1893316026112010I00000;R_FLG=0;z=20101128


他国の国際化への取り組み例 – 韓国 

有効な国際化手法を実施： 

i. 約9年前に、教員採用の条件の一つに英語力を課し
た:TOEIC 850点以上 

ii. 現在は多くの上位大学で学部卒業に必要な単位を英語で
取得可能 

iii. 単位の互換性、欧米をはじめ、アジアの国々から多くの
学生が韓国の大学に留学 

iv. (i)の付随効果として、多くの上位大学の事務職員も英語
で学生への対応が出来るようになった 

v. ちなみに、韓国の英語熱は大変高く、Samsungのjob 

entry (application)はTOEIC 841点以上がマスト 
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[9]  学生に求められる変革 

1. 学外学習時間の大幅な改善(5-10倍化) 

2. 日本語作文力の強化、論理的思考力の強化 

3. 自分のキャリアパスの設計(欧米では当たり前の時期) 

4. 自分の専門 – スキルを定め、大学・高専時代に追求 

5. スキルがなければ就職出来ないことを自覚 

6.  スキルには“i. 産業界の協力を得て学生が授業から習得する
スキル、ii. インターンシップから得るスキル、iii. 卒業研究
から得るスキル、及びiv. 英語力 

7.  スキルの獲得は1年生から計画・実施をしないと就職時にト
ラブルとなることを自覚(例えば、英語の習得) 

8. 「プロジェクトマネージメント能力」習得の必要性を自覚 

9. “成績の悪い”学生の給与は良い学生に比較し低いことを認識 

10. 思考を現行の“就社”から“就職”に変え、スキルの獲得を学生
時代に追求する最高のpriorityとする 
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学生がスキル獲得に頑張れる環境の構築要 

1. スキル獲得の重要性を認識 

 i. スキルが無ければ就職できない 

 ii. スキルがあれば自分の好きな会社に就職できる 

 iii. スキルがあればより高い給与(年俸)で採用される  

 iv. スキルがあれば、就職してからの”Promotion”が
  早い 

2.  スキルがあれば、自分で会社を選択/辞めて再就職で 
 きる 

3. 加えて英語ができれば、世界中の会社に就職可能  

4. 海外では「スキル」,または「Expertise」がその人の給
与を決める   
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Conclusion 

インターシップは国際的に大変重要視されています。長
期(3ヶ月以上)のインターンシップにトライし、スキル

を獲得しましょう 
・多くの学部では、1定期間以上インターシップに行く 
 と、単位も取れます(学部毎、受け入れ機関により
 異なるので要下調べ) 
・これからの日本は他国と同じようにスキルを持ってい
 る人が優遇される/スキルがなければ就職も難しい
 時代へ入りつつあります 
・スキルがあり、英語力があれば、皆さんが活躍できる
 チャンス/機会は無限です 
・学生時代にスキルを獲得する重要な手段の一つが、イ
 ンターンシップです 
・英語に自信があれば/ガッツがあれば、海外でのイン
 ターンシップも皆さんのカウンターパートを理解
 する上で多いに役立つでしょう 
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参考 加藤 修三 1/2 

1. 大学卒業後日本の大手キャリアの研究所に就職、 

2. 45才で起業するまでに技術をボトムから世界のトップに2回立ち上げ、- 日米
で38品種のASICを開発 (半数以上実用化) 世界初のTDMA チップセット
(1986), 世界最高速のViterbi復号器(1987, 世界市場50%シエア)等 

           - 世界初の2V SOC,世界初の全デジタルPHS Modem・TDMAチップ,  世
 界初の同期検波・ADPCMのクリック雑音除去 – 開発チップの受信感度は
 当時の他社製品に比較し6dB優る 

    - 某社衛星通信システムを3世代にわたり開発・事業導入、商用試験を実施 
 – 実質的に95%の衛星通信システムをASICから商用装置まで開発 

3.   日本で1995年に起業、某社の専務取締役、社長を歴任 – この間、Eng, 
 TQC, 製造、マーケテング、セールズ、P/L等を担当 

4.  米国で携帯電話用ASICの開発、携帯電話の開発、メキシコでEMSを用い製
 造 – 受信機感度で他社を圧倒(含むNokia), マスプロに入ってから3ヶ月
 以内に生産歩留まり90%以上を達成(2001年時、米国携帯電話業界のレ
 コード)、顧客から”Best handset ever purchased”と評価される 

5.  日米で研究開発, 製造, QC､マーケテング, HR, P/Lを体験, 技術者の採用面接
 を日米 でそれぞれ、1000人以上実施、 

6.   米国で2001年に起業、911で米国のVCが全て止まり、断念,  

7.  米国流ビジネスを学ぶべく, 米会社に就職、日本のヘッドとして2003年に帰国 
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加藤 修三 2/2 

8. 上記日本支社の立て直し、Toyota wayを手本にCost down 50% Project
を興し、1.5年でコスト51%カットを達成し(ProductのGP> 55%)、世界
市場65%を獲得、 

9.  2005年に米国に復帰途中, NICT に捕まる – NICTを中心とした日本無線通
信のRevive に貢献 – 日本がリードした初めてのIEEE標準化
(IEEE892.15.3c)の達成、 

10.  当時12名のポスドクを部下に世界と競争 – 日本人ポスドクの圧倒的弱さに驚
嘆 – 論理的な議論・発表ができない– 大学の教育に問題？ 

11.  大学からのコールに応じ、帰学：Seminar on “University 
globalization”等、国内/国際セミナーを20回以上、仙台、東京で開催、 

12.  2013年、日本電子工業会、経団連にて問題の原因を共有 
13.  “弱い日本の大学卒業生”の原因を含め日本の問題及び原因が分かりつつある

状況 
14.  短距離無線技術の日本定着を目指し、電子情報通信学会にSRW(短距離無線

通信)研究会を新設(2013~)(本業は無線通信の研究開発) 
15.  2015年３月に東北大学 電気通信研究所 退職。現在、東北大学 マイクロシス

テム融合研究開発センタ 客員(名誉)教授、東北大学 高度教養教育・学生支
援機構 キャリア支援センター 高度イノベーション博士人材育成ユニット 
非常勤講師及び東北大学 工学研究科 非常勤講師として無線研究を続けるかた
わら、博士課程学生の人材育成に従事。また、グローバル・スターコム社を創
設し、YRP協会の協力を得て、学外の第３機関として、大学生・院生の論理
的思考力向上、プロジェクトマネージメント力の向上をPBLにより計る集中イ
ンターンシップを横須賀YRPにて開催予定 

16.  IEEE Life Fellow, 電子情報通信学会Fellow 
40 


