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Ⅰ．はじめに 

 

近年、韓国では、産学連携を活用した人材育成が積極的に進められてきた。韓国におい

て 2004 年に契約学科制度が実施されて以来、現在に至るまで一貫して同制度の活性化が図

られてきたことは、そのことを端的に示す例であるといえる。契約学科制度は、筆者が先

の研究で詳しく紹介したとおり、大学と企業が契約に基づいて学部課程、あるいは大学院

課程に学科を設置・運営する制度、つまり産学連携を活用する形で人材を育成する制度で

ある1。 

韓国の教育科学技術部(日本の文部科学省に該当)によると、2011 年 4 月 1 日現在、契約

学科数は計 361 であり、これらの契約学科に在学している学生数は計 11,171 人である2。

その内訳をより詳しく見ると、34 の採用条件型契約学科(企業などが卒業生の 100%採用を

条件に大学と契約学科を設置・運営する場合)に 931 人が在学しており、また 327 の再教育

型契約学科(企業などが社員の再教育、職務能力向上、転職教育などを目的に大学と契約学

科を設置・運営する場合)に 10,240 人が在学している3。 

                                                   
1 金官正「韓国の人材育成分野における産学連携政策－大学と企業などによる『契約学科』の設

置・運営制度を中心に－」、DISCUSSION PAPER SERIE No.2010-CSEG-05、横浜国立大学

企業成長戦略研究センター、2010 年 11 月、2 頁。 
2 韓国教育科学技術部「採用条件型契約学科をもって就職と授業料問題の同時解決(2011 年 6 月

15 日)」、添付資料、韓国教育科学技術部 HP の http://mest.korea.kr/gonews/download.do?id= 

182745595&idKey=8ad64cf9370b13a493f6d9c734f06833(2011 年 12 月 20 日確認)、1~2 頁を

参照。 
3 同上資料、同頁を参照。 

http://mest.korea.kr/gonews/download.do?id
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2009 年に契約学科制度に関する大幅な改善措置がとられた4。そうした改善措置の中には、

中小企業との関連で注目すべきことがあった。それは、国や地方自治団体、あるいは事業

主団体・協会などが、中小企業や大学と契約学科を設置・運営することができると明確に

し、またその場合には財政支援を行うことが可能であると明示したことである。こうした

改善措置がとられた理由としては、中小企業にとって、契約学科制度を活用することが、

教育費負担のみならず、場合によっては教育参加者の欠員補充に係わる人件費負担までを

も生じさせるものであったことがあげられる。中小企業型契約学科制度は、そうした問題

に対応するために講じられた制度であったのである。 

 本稿は、韓国の中小企業型契約学科制度の概要、運営状況、問題点、課題などについて

検討しようとするものである。これによって、本稿が目的とするのは、次の二点である。          

その一つは、韓国の中小企業人材育成支援政策の現状と課題を浮き彫りにすることであ

る。現在のところ、韓国の中小企業支援施策に関する調査及び研究において、中小企業型

契約学科制度を取り扱っているものは皆無である。本稿は、中小企業型契約学科制度を手

掛かりに、産学連携を活用した中小企業人材育成政策の動向を把握する形で、韓国の中小

企業人材育成支援政策の現状と課題を検討する。 

いま一つは、日本の中小企業人材育成政策と関連して、議論の材料を提供することであ

る。今日、多くの国の中小企業は、人材を競争力の源泉として認識し、人材育成に力を入

れている。また、大部分の国の中央政府機関も中小企業人材育成支援策を講じている。こ

うした状況のなか、日本においても、中小企業人材育成政策についてはこれから多くの議

論が展開されるであろうと考えられる。本稿では、韓国の中小企業型契約学科制度を検討

することによって、今後における日本と韓国の中小企業人材育成政策の比較分析に関する

議論の端緒としたい。 

 

Ⅱ．中小企業型契約学科制度の概要 

 

1．制度の目的及び特徴 

中小企業型契約学科制度は、2011年 4 月の「中小企業型契約学科運営指針(ガイドライン)」

によると、中小企業庁や地方中小企業庁、大学、中小企業が契約に基づいて学部課程、あ

                                                   
4 2009 年にとられた契約学科関連改善措置の内容については、金官正、前掲ディスカッション

ペーパー、25~29 頁を参照。 
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るいは大学院課程に学科を設置・運営する制度である(第 2 条)5。中小企業型契約学科制度

の場合、大学と企業を中心に設置・運営されている通常の契約学科制度とは異なり、中小

企業庁や地方中小企業庁という中央政府機関が契約学科の設置・運営に直接関与する制度

であるといえる。 

中小企業型契約学科制度が目的としているのは、中小企業の社員を対象に産学連携に基

づく再教育を行い、産業界のニーズに合致する専門技術人材として育成することである6。

こうしたことから、中小企業型契約学科制度の場合においても、産学連携を活用すること

によって、新成長戦略の模索、人材の需給ギャップの解消、大学の構造調整の円滑化など

を図るという通常の契約学科制度の基本的な考え方が貫かれているといってよい7。 

韓国において、通常の契約学科制度とは別に、中小企業型契約学科制度が設けられた理

由は、中小企業の場合、とりわけ零細中小企業の場合、通常の契約学科制度を活用するこ

とが難しかったからである。というのは、中小企業は、通常の契約学科の設置・運営条件、

具体的には最小定員 20 人を確保したうえで、教育費の全額、あるいは一部(50%以上)を負

担しなければならないという条件を充たすことがほとんど不可能であったからである8。つ

まり、中小企業は、大企業などに比べると、人材育成に積極的に取り組むことは極めて難

しいがゆえに、通常の契約学科制度とは別建ての制度として中小企業型契約学科制度が設

けられる必要があったのである。 

通常の契約学科制度と区別される中小企業型契約学科制度の特徴を、2011 年 4 月の中小

企業型契約学科運営指針を中心にまとめると、次のとおりである9。 

第一は、再教育型契約学科のみの設置・運営が認められているということである(指針第

2 条及び第 11 条)。通常の契約学科制度によると、契約学科は、卒業・修了生の 100%採用

を条件に設置・運営される採用条件型契約学科と、企業社員の再教育、職務能力向上、転

                                                   
5 指針の全文は、韓国中小企業庁「中小企業型契約学科運営指針(2011 年 4 月 6 日)」、添付資料、

韓国中小企業庁 HP の http://smba.go.kr/user.tdf?a=user.board.BoardApp&c=2002&seq= 

31828&ctx=&board_id=SMBA_PUBLIC_14&mc=SMBA_PUBLIC_13&cp=5&pg=2&npp=10  

&ski=(2011 年 12 月 20 日確認)を参照。    
6 韓国中小企業庁「中小企業型契約学科運営指針(2010 年 1 月)」、添付資料、韓国中小企業庁

HP の http://www.bizinfo.go.kr/download?path=/addfile/form/&filename=%C1%DF%BC%D2 

%B1%E2%BE%F7%C7%FC%20%B0%E8%BE%E0%C7%D0%B0%FA%20%BF%EE%BF%B

5%C1%F6%C4%A7(4%BF%F9%C3%D6%C1%BE).hwp&realfilenm=1279174876537.hwp(20 

11 年 12 月 20 日確認)、1 頁を参照。 
7 通常の契約学科制度の背景については、金官正、前掲ディスカッションペーパー、3~11 頁を

参照。 
8 同上ディスカッションペーパー、22 頁を参照。 
9 韓国中小企業庁、前掲「中小企業型契約学科運営指針(2011 年…」を参照。 

http://smba.go.kr/user.tdf?a=user.board.BoardApp&c=2002&seq=%2031828&ctx
http://smba.go.kr/user.tdf?a=user.board.BoardApp&c=2002&seq=%2031828&ctx
http://www.bizinfo.go.kr/download?path=/addfile/form/&filename=%C1%DF%BC%D2
http://www.bizinfo.go.kr/download?path=/addfile/form/&filename=%C1%DF%BC%D2%B1%E2%BE%F7%C7%FC%20%B0%E8%BE%E0%C7%D0%B0%FA%20%BF%EE%BF%B5%C1%F6%C4%A7(4%BF%F9%C3%D6%C1%BE).hwp&realfilenm=1279174876537.hwp
http://www.bizinfo.go.kr/download?path=/addfile/form/&filename=%C1%DF%BC%D2%B1%E2%BE%F7%C7%FC%20%B0%E8%BE%E0%C7%D0%B0%FA%20%BF%EE%BF%B5%C1%F6%C4%A7(4%BF%F9%C3%D6%C1%BE).hwp&realfilenm=1279174876537.hwp
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職教育などを目的に設置・運営される再教育型契約学科とに区別される10。ところが、中小

企業型契約学科制度に基づいて設置・運営される契約学科の場合、採用条件型契約学科は

除外されているのである。 

第二は、中小企業庁や地方中小企業庁が契約学科の設置・運営過程において主導的な役

割を果たしているということである。たとえば、中小企業庁の場合、中小企業型契約学科

の設置・運営に係わる基本計画を策定するとともに(指針第 6 条)、中小企業型契約学科を設

置・運営できる大学を最終選定することになっている(指針第 10 条)。一方、地方中小企業

庁は、中小企業型契約学科の設置・運営を申請した大学の事業計画などを検討したうえで

基準に適合する大学を推薦する機能((指針第 8 条~第 10 条)、そして中小企業庁によって中

小企業型契約学科設置・運営大学として最終選定された大学と中小企業型契約学科の設

置・運営に関する協約を締結する機能などを担当している(指針第 10 条及び第 12 条)。した

がって、中小企業庁や地方中小企業庁は、中小企業型契約学科の設置・運営に強い影響力

を行使しているといえる。 

第三は、中小企業庁が地方中小企業庁を経由して契約学科の年間教育費(年間授業料)の

70%までを支援し、残りは中小企業、あるいは事業主団体、学生としての中小企業社などに

負担させるということである(指針第 17 条)。通常の契約学科制度に基づいて再教育型契約

学科を設置・運営する場合には、企業が教育費を全額負担するか、あるいは企業が教育費

の 50%以上を負担し、学生が残りの 50%以下の教育費を負担することになっている11。し

たがって、中小企業型契約学科制度は、再教育型契約学科の設置・運営に伴う中小企業や

中小企業の社員の負担を大きく軽減しているといってよい。 

こうしたことから、中小企業型契約学科制度は、中小企業が大企業に比べて人材育成を

別途行う余裕がないがゆえに、国が積極的に支援する必要があるという論理の上に成り立

っている制度であると見ることができる。そして、このように見ると、中小企業型契約学

科制度という名称における「中小企業型」という用語には、中小企業が契約学科制度を活

用することを、国が行政的・財政的に支援するという意味が含まれていることが明確にな

る。 

 

2．制度の根拠法令 

                                                   
10 金官正、前掲ディスカッションペーパー、14~15 頁。 
11 同上ディスカッションペーパー、15 頁。 
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中小企業型契約学科制度は、通常の契約学科制度と共通する部分と、中小企業の人材育

成における特殊性を考慮した部分とによって成り立っている。したがって、中小企業型契

約学科制度に係わる根拠法令も、大きく分けて二種類に分類することができる。 

一つ目は、契約学科の設置・運営に関して基本原則を定めている法令である。こうした

法令には、筆者が先の研究を通じて紹介した法令、つまり「産業教育振興及び産学協力促

進に関する法律」、「産業教育振興及び産学協力促進に関する法律施行令」、「契約学科運営

要領(ガイドライン) 」などが含まれる12。これらの法令のうち、再教育型契約学科の設置・

運営に関する諸規定は、教育費の負担に係わる規定を除いて、中小企業型契約学科制度に

も基本的に適用される。 

二つ目は、中小企業型契約学科の設置・運営と関連して、中小企業庁及び地方中小企業

庁の権限、対象中小企業及び大学の決定に関する手続き、教育費の負担などを規定してい

る法令である。具体的には、「中小企業人材支援特別法」、「中小企業人材支援特別法施行令」、

中小企業型契約学科運営指針などがある。中小企業型契約学科制度が通常の契約学科制度

と異なるところは、まさにこれらの法令が適用されるという点にある。ここでは、これら

の法令を中心に、中小企業型契約学科の根拠法令を検討する。 

中小企業人材支援特別法や中小企業人材支援特別法施行令は、それぞれ 2003 年 9 月と

2003 年 12 月に制定されて以来、数回改正されてきているものであり、中小企業人材需給

ギャップの解消、中小企業人材の高度化、中小企業のイメージアップなどを目的としてい

る13。これらの法令によると、とりわけ中小企業庁は、中小企業人材支援計画の策定・施行

(法第 5 条及び第 6 条、令第 3 条及び 4 条)、産学連携事業の支援(法第 8 条、令第 6 条)、中

小企業と大企業との間の協力事業の支援(法第 8 条、令第 9 条)、中小企業職場体験事業の実

施(法第 11 条、令第 11 条及び第 12 条)、「中小企業関連団体14及び協同組合」による人材高

度化事業計画の策定・実施の支援(法第 19 条、令第 18 条及び第 19 条)など、様々な機能を

担当することになっている。中小企業型契約学科制度は、こうした中小企業庁の機能のう

                                                   
12 同上ディスカッションペーパー、14~16 頁及び 25~28 頁を参照。 
13 制定当時の中小企業人材支援特別法と中小企業人材支援特別法施行令の全文については、韓

国ナラアイネット(株)の法律ポータルサイト YesLaw サービス HP の http://www.yeslaw.com/ 

lims/front/page/fulltext.html?pAct=view&pPromulgationNo=145356(2011 年 12 月 20 日確認)

及び http://www.yeslaw.com/lims/front/page/fulltext.html?pAct=view&pPromulgationNo=14 

5485(2011 年 12 月 20 日確認)を参照。 
14 ここでの中小企業関連団体とは、中小企業者が構成員の過半数を占めるものであり、民法ま

たはその他の法律に従って設立された非営利法人を意味する。 

http://www.yeslaw.com/　lims/front/page/fulltext
http://www.yeslaw.com/　lims/front/page/fulltext
http://www.yeslaw.com/lims/front/page/fulltext.html?pAct=view&pPromulgationNo
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ち、中小企業関連団体及び協同組合による人材高度化事業計画の策定・実施を支援する機

能の一環として整備されたものであった。 

中小企業人材支援特別法が制定されて以来、第 19 条には、「協同組合など」が人材高度

化事業計画を策定・実施することが可能であり、中小企業庁はその計画が大統領令で定め

る要件を充たす場合には経費の一部を支援することができるとの内容の規定が設けられて

いた。人材高度化事業計画とは、人材管理実態に関する調査、優秀な人材確保を支援する

共同採用活動、勤労時間の短縮や勤労環境の改善に係わる事業、職業能力向上を目的とす

る共同教育訓練などを内容とするものを指す(法第 19 条)。 

一方、中小企業人材支援特別法を施行するために制定された中小企業人材支援特別法施

行令においては、それが制定されて以来、中小企業人材支援特別法第 19 条を施行するため

に第 18 条と第 19 条が設けられていた。前者は、中小企業人材支援特別法第 19 条における

大統領令で定める要件であり、人材高度化事業計画の目標及び内容が中小企業の円滑な人

材確保及び人材高度化に資するものであること、支援対象となる中小企業が 20 社以上であ

ること、人材高度化事業計画を円滑に推進のために中小企業庁長が公告する要件を充たす

こと、などからなる。後者は、中小企業庁長が「協同組合など」との協約に基づいて人材

高度化事業計画の策定・施行に係わる一部の経費を支援することとし、またその場合にも

支給方法は一括支給、あるいは分割支給によるという内容であった。 

上記の中小企業人材支援特別法と中小企業人材支援特別法施行令の規定が中小企業型契

約学科制度の根拠となったきっかけは、中小企業人材支援特別法施行令第 18 条に掲げられ

ていた人材高度化事業計画を円滑に推進するために中小企業庁長が公告する要件を充たす

ことという規定に基づいて、中小企業庁長が 2010 年 1 月と 2011 年 4 月に中小企業型契約

学科運営指針を公告したことであった15。つまり、中小企業型契約学科制度は、その施行根

拠が中小企業人材支援特別法、あるいは中小企業人材支援特別法施行令に直接的に設けら

れていたわけではなく、中小企業庁長の公告という形式をもって成立していたのである。 

ただ、中小企業型契約学科制度のような制度を人材高度化事業計画の一環として施行す

るためには、制定当時の中小企業人材支援特別法と中小企業人材支援特別法施行令の規定

を見直す必要があった。なぜなら、この二つの法令によると、中小企業庁が経費を支援で

きる人材高度化事業計画の策定・実施主体は、「協同組合など」になっていたからである(法

                                                   
15 韓国中小企業庁、前掲「中小企業型契約学科運営指針(2010 年…」; 韓国中小企業庁、前掲「中

小企業型契約学科運営指針(2011 年…」を参照。 
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第 19 条、令第 19 条)。つまり、多様な中小企業関連団体が中小企業型契約学科を活用する

ことを可能にするためには、人材高度化事業計画を策定・実施する主体をなるべく広く設

定する必要があったのである。その結果、2007 年 8 月に改正された中小企業人材支援特別

法第 19条と 2008年 1月に改正された中小企業人材支援特別法施行令には、「協同組合など」

という用語の代わりに「中小企業関連団体及び協同組合など」という用語が盛り込まれた。

なお、中小企業庁が財政資金を支援するだけに、人材高度化事業計画の迅速な実行を担保

する必要もあった。それゆえ、中小企業人材支援特別法施行令第 18 条には、一つ追加され

たものがあった。それは、人材高度化業計画の実施を該当年度に始めることができること

という要件であった。 

 

Ⅲ．中小企業型契約学科の設置・運営状況 

 

1． 設置・運営の流れ 

 中小企業型契約学科を設置・運営するまでの流れは、大きく 3 段階に分けることができ

る。各段階について 2011 年 4 月の中小企業型契約学科運営指針を中心に概観すると、次の

とおりまとめることができる16。 

第一は、中小企業型契約学科設置・運営大学募集の段階であり、中小企業庁長による

事業計画公告と、地域の大学による地域中小企業庁への事業参加申請とが中心となる。 

中小企業庁長は、地域の大学を対象に、支援目的、支援予算、支援内容、申請資格、

申請方法、申請期限などを公告する(指針第 6 条)。公告に用いる手段は、地域新聞やイ

ンターネットなどである(指針第 6 条)。 

一方、契約学科を設置・運営しようとする地域の大学は、申請書を地域中小企業庁に

提出しなければならない(指針第 8 条)。申請書には、事業計画書などが添付されること

が要求される(指針別紙第 1 号)。特に、事業計画書の場合、事業概要(事業の概要、目標、

推進戦略、推進体系、期待効果)、大学状況(大学の主要沿革、特徴及び長所、教育イン

フラ、事業遂行力量、類似事業遂行実績)、細部事業計画書(事業の目標、推進戦略、中

小企業型契約学科設置・運営計画－学位過程運営計画・教員構成計画、科目構成計画、

施設・資機材等利用計画、学生募集計画、奨学金支給計画、産学連携推進計画、事業推

進日程)などについて詳しく記されている必要がある(指針別紙第 1 号の 2)。 

                                                   
16 韓国中小企業庁、前掲「中小企業型契約学科運営指針(2011 年…」を参照。 
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第二は、契約学科設置・運営大学評価及び選定の段階であり、地方中小企業庁と中小

企業庁が契約学科設置・運営大学を決定することと関連する。 

地方中小企業庁は、契約学科を設置・運営しようとする地域の大学が提出した申請書

に基づいて書類審査や実地調査などを実施したうえで、契約学科設置・運営大学を中小

企業庁に推薦する(指針第 9 条及び第 10 条)。この推薦過程には、地域中小企業庁に設

けられている関連地域委員会が審議を行う形で関与する(指針第 4 条及び第 10 条)。具

体的には、地方中小企業庁が書類審査及び実地調査を通じて収集した情報を評価する。 

中小企業庁は、地域中小企業庁が推薦した契約学科設置・運営大学を対象に、最終選

定を行う(指針第 10 条)。その過程では、中小企業庁に設けられている関連委員会が審

議を行う形で一定の役割を担う(指針第 3 条及び第 10 条)。中小企業庁によって最終選

定が行われた後、その結果は地域中小企業庁に通知される(指針第 10 条)。 

第三は、契約締結及び学事運営の段階であり、事業に着手することを内容とする。 

中小企業型契約学科は、地域中小企業庁、中小企業型契約学科参加中小企業、契約学

科設置・運営大学による契約に基づいて設置・運営される(指針第 12 条)。特に、契約

書には、契約学科の名称、学位の種類、定員、学生募集、契約学科の設置・運営期間、

国・中小企業・学生の教育費負担、在学中の退職・契約学科の廃止などに伴う学生の身

分及び教育費負担、契約学科の設置場所(契約学科が大学の敷地以外の場所にある場合

に限る)などが含まれなければならない(指針第 12 条)。 

中小企業型契約学科の学事運営は、地域中小企業庁が契約学科設置・運営大学内に設

けられる運営委員会を通じて関与する点を除けば、基本的に通常の契約学科のそれと大

きく違わないといえる(指針第 22 条)。ただ、中小企業型契約学科の場合、中小企業に

在職しているものに入学資格を与えていることからは、その特徴を多尐なりともうかが

い知ることができる。たとえば、大学院修士課程のみの契約学科の設置・運営が行われ

た 2010 年において、入学資格は、①理工系学士号取得者として、中小企業に 3 年以上

在職中のもの(5 年以上の在職中のものを優遇)であり、中小企業が参加を確約し、また

地域中小企業庁が推薦するもの(企業代表を除く)、②現場経験を有している非理工系学

士号取得者として、所属企業の確認を経、地域中小企業庁が推薦するもの、③地域中小

企業庁が上記と同等な資格があると認め、推薦するもの、などに限定されていた17。こ

うした入学資格が中小企業型契約学科制度そのものの存在意義を示すものでもあった

                                                   
17 韓国中小企業庁、前掲「中小企業型契約学科運営指針(2010 年…」、9 頁を参照。 
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ことは、言うまでもない。 

 

2．設置・運営状況 

中小企業型契約学科制度は、2008 年に試行されて以来、2010 年から本格的に実施に移さ

れた。2010 年には、11 の地域中小企業庁のうち、10 の地域中小企業庁において、開設予

定学科及び中小企業型契約学科設置・運営大学が選定され、中小企業庁の最終選定によっ

て確定した18。また、その翌年の 2011 年においても、中小企業型契約学科制度が 9 の地域

中小企業庁を中心に引き続き実施された19。以下では、中小企業型契約学科運営指針などを

念頭におきつつ、中小企業型契約学科の設置・運営状況を簡略化して概観する20。 

第一点は、中小企業型契約学科設置・運営大学数、中小企業型契約学科数、中小企業契

約学科学生数などについてである。2011 年現在、21 の大学が 1 つの中小企業型契約学科を

設置・運営しており、＜表―1＞と＜表―2＞に示されているとおり、中小企業型契約学科

設置・運営大学数は 21 となり、中小企業型契約学科数も 21 となる。中小企業型契約学科

設置・運営大を一般大学と専門大学に分類したうえで、契約学科の設置・運営状況を見る

と、16 の一般大学に 16 の中小企業型契約学科が設置され、5 つの専門大学に 5 つの中小企

業型契約学科が設置されている。なお、これらの中小企業契約学科の学生数は、発足当時

の定員を基準にすれば約 690 人となるが、実際には 600 人程度であるとされる21。この中

小企業型契約学科学生数は、多いとも尐ないともいえないが、尐なくとも韓国政府が中小

企業契約学科制度の活性化に取り組んでいることを例証しているといえる。 

第二点は、中小企業型契約学科の設置・運営学問分野に関することである。中小企業型

契約学科が設置・運営されている学問分野の場合、それらはすべて理工系であった。実際、

中小企業型契約学科設置・運営大学は、＜表―1＞と＜表―2＞から確認できるとおり、そ

れが一般大学であれ専門大学であれ、電気、電子、機械、エネルギーなどに係わる中小企

                                                   
18 韓国中小企業庁「2011 年中小企業庁契約学科設置状況(在職者対象週末・夜間学位課程」、

添付資料、韓国中小企業庁 HP の http://www.smba.go.kr/user.tdf?a=user.board.BoardApp&c 

=2002&seq=34686&board_id=SMBA_NEWS_11&cp=1&pg=1&npp=10&mc=SMBA_NEWS

_11(2011 年 12 月 20 日確認); 韓国中小企業庁「中小企業庁、専門学士・学士課程の契約学科設

置・運営のための 10 の大学を新規選定」、添付資料、韓国中小企業庁 HP の http://news.  

smba.go.kr/news/board.do?method=execView&sc.newsId=15722&sc.Sectioned=2(2011 年 12

月 20 日確認)を参照。 
19 同上「中小企業庁、専門学士・学士課程の契約学科設置・運営のための 10 の…」を参照。 
20 同上資料を参照。 
21 同上資料を参照。 

http://www.smba.go.kr/user.tdf?a=user.board.BoardApp&c
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業型契約学科を設置・運営している。これは、通常の契約学科において人文社会系学科が

多いことを考えると22、中小企業型契約学科の特徴ともいってよい。 

第三点は、中小企業型契約学科の課程に関連したことである。中小企業型契約学科の課

程の場合、当初は修士課程に限られていたが、現在は学士課程や専門学士課程にまで拡大

されている。このことは、＜表―1＞と＜表―2＞から明らかである。2010 年の場合、中小

企業型契約学科は、11 の一般大学の修士課程に設置・運営された。2011 年には、10 の一

般大学や専門大学に中小企業型契約学科の設置・運営が新規で認められたが、その課程は

学士課程や専門学士課程であった。つまり、中小企業型契約学科は、2010 年に 11 の一般

大学の修士課程に設置・運営された後、2011 年から 11 の一般大学の修士課程、5 つの一般

大学の学士課程、5 つの専門大学の専門学士課程に設置・運営されることになったのである。

これも、韓国政府が中小企業型契約学科の活性化に取り組んでいることを示すものである

といえる。 

第四点は、中小企業型契約学科の設置・運営に関連した教育費負担に係わることである。

通常、中小企業型契約学科の修士課程、学部課程、専門学士課程を修了・卒業するには約 2

年、つまり 4 学期が要される(指針第 11 条及び第 13 条)。国の場合、1 学期に約 70%の教育

費を負担し、2・3・４学期には約 50%の教育費を負担している23。残りの教育費は、主に

中小企業と学生によって負担されることになる。ただ、中小企業型契約学科運営指針には、

学生の教育費負担が中小企業の教育費負担を超えてはならないと定められており(指針第

17 条)、学生の教育費負担に配慮すべきであるということが求められている。 

 第五点は、中小企業型契約学科の教育運営に関することである。中小企業型契約学科の

授業は、主に週末、あるいは夜間に行われる場合が多い。また、授業の焦点は、学生が企

業の現場で直接経験した技術関連問題を、専攻授業、現場教育、ワークショップなどを通

じて解決することにおかれる(指針第 20 条)。ただ、中小企業型契約学科の教育運営に関連

したこうした特徴は、通常の契約学科の特徴と同一のものであり、中小企業型契約学科の

みのものとはいえない。 

 

                                                   
22 金官正、前掲ディスカッションペーパー、19 頁を参照。 
23 韓国中小企業庁「2011 年度中小企業型契約学科主管大学及び参加中小企業(学生)募集広告」、

韓国中小企業庁HPのhttp://www.smba.go.kr/user.tdf?a=user.board.BoardApp&c=2002&seq= 

32045&board_id=SMBA_PUBLIC_14&cp=1&pg=1&npp=10&mc=SMBA_PUBLIC_13&skin

=&ctx=&re_level=0&re_step=140399&basic=(2011 年 12 月 20 日確認)、2 頁を参照。 

http://www.smba.go.kr/user.tdf?a=user.board.BoardApp&c=2002&seq
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＜表―1＞ 韓国の中小企業型契約学科設置・運営状況(2010 年)
 

 

地域 主管大学 学科 定員 備考 

ソウル 漢城大学 融合技術学科 30 修士 

釜山・蔚山 釜山大学 機械部品システム学科 20 修士(2008 年) 

大邱・慶尙北道 慶一大学 メカトロニクス工学科 25 修士 

光州・全羅南道 全南大学 電気電子コンピューター工

学科 

20 修士 

京畿道 
成均館大学 融合型機械設計学科 20 修士 

韓国産業技術大学 電子制御工学科 20 修士 

大田・忠淸南道 忠南大学 産業システム工学科 20 修士 

江原道 尙志大学 応用電子工学科 20 修士 

忠淸北道 忠北大学 半導体工学科 18 修士 

全羅北道 全州大学 炭素ナノ部品素材工学科 20 修士 

慶尙南道 慶尙大学 機械システム工学科 20 修士 

計 11 大学  233  

出所：韓国中小企業庁「2011 年中小企業庁契約学科設置状況(在職者対象週末・夜間学位課程」、 

添付資料、韓国中小企業庁 HP の http://www.smba.go.kr/user.tdf?a=usboard.BoardApp 

&c=2002&seq=34686&board_id=SMBA_NEWS_11&cp=1&pg=1&npp=10&mc=SMBA  

_NEWS_11(2011 年 12 月 20 日確認)に基づいて作成。 

 

＜表―2＞ 韓国の中小企業型契約学科設置・運営状況(2011 年) 

 

地域 主管大学 学科 定員 備考 

ソウル 仁徳大学 エネルギーシステム科 25 専門学士 

釜山 東亜大学 産業工学科 20 学士 

大邱・慶尙北道 嶺南理工大学 ロボットメカトロニクス科 25 専門学士 

光州・全羅南道 南部大学 医療工学科 20 学士 

京畿道 斗源工科大学 融合ビジネスソリューション科 25 専門学士 

仁川 才能大学 表面処理科 20 専門学士 

大田・忠淸南道 公州大学 半導体機械学科 30 学士 

江原道 関東大学 エネルギープラント学科 20 学士 

慶尙南道 
韓国国際大学 グリーン輸送システム学科 20 学士 

馬山大学 電気新再生エネルギー科 20 専門学士 

計 10 大学  225  

出所：韓国中小企業庁「中小企業庁、専門学士・学士課程の契約学科設置・運営のための 10 の 

大学を新規選定」、韓国中小企業庁 HP の http://news.smba.go.kr/news/board.do?method 

=execView&sc.newsId=15722&sc.sectionId=2(2011 年 12 月 20 日確認)に基づいて作成。 
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 以上のことからは、中小企業型契約学科制度が、産学連携を活用する形で中小企業の人

材育成を支援するとともに、製造業分野における中小企業の人材育成を支援する主要な制

度の一つになる可能性がうかがえる。実際、中小企業庁は、2012 年には、2011 年に 30 億

ウォンであった中小企業型契約学科制度関連予算を 56億ウォンに増額させることによって、

支援対象者を約 1,000 人にまで増やすという計画を策定している24。とはいえ、中小企業型

契約学科制度も解決すべき問題点を抱えている。次項では、そうした問題点について検討

する。 

 

Ⅳ．中小企業型契約学科制度の問題点 

 

1． 財政支援への依存 

 中小企業型契約学科制度の特徴は、政府が中小企業の人材育成にかかる費用を支援す

ることにあるといってよい。そして、こうした特徴は、中小企業型契約学科制度の問題

点とも不可分の関係を有しているといえる。というのは、通常、政府の財政支援に基づ

いて成り立っている制度は政治から強い影響を受けるとされるが、それは中小企業型契

約学科制度にも当てはまると考えられるからである。 

事実、中小企業型契約学科制度の場合、基本的に地域間の公平性に配慮した制度とし

ての性格が強い。このことは、先に掲げた＜表―1＞と＜表―2＞に示されているとおり、

地域中小企業庁が関与している契約学科は、例外はあるものの、1 つの修士課程と、1

つの学士課程又は専門学士課程とになっていることからうかがえる。これは、地域間に

おいて、産業構造にどのような違いがあるのか、中小企業の数にどのような違いがある

のか、中小企業在職者の数にどのような違いがあるのかなどが厳密に考慮されないまま、

中小企業型契約学科制度が実施されていることを意味する。 

こうしたことを考慮に入れると、中小企業型契約学科制度における課題の一つは、地

域間の公平性のみならず、財政支援の効率性を確保することにあると考えられる。事実、

中小企業庁の政策もそうした方向を向いていると思われる。このことは、地域中小企業

                                                   
24 韓国国家科学技術委員会・韓国知識経済部・韓国中小企業庁「グローバル専門企業育成のた

めの政府 R/D 支援パラダイム転換」、添付資料、韓国知識経済部 HP の http://m.mke.go.kr/ 

common/jsp/fileDownload.jsp?fileName=%B1%DB%B7%CE%B9%FA+%C0%FC%B9%AE%

B1%E2%BE%F7+%C0%B0%BC%BA%C0%BB+%C0%A7%C7%D1+R%26D+%C0%FC%B7

%AB%B9%DF%C7%A5.pdf&filePath=P_04_02_05/62378&seq=71252&boardId=GPMS.P_0

4_02_05(2011 年 12 月 22 日確認)、6 頁を参照。 

http://m/


 14 

庁が、2010 年には一律的に契約学科を修士課程に設置・運営したが、2011 年には契約

学科を学士課程又は専門学士課程に設置・運営していることからも見受けられる。 

 一方、中小企業型契約学科制度は、中小企業庁の公告という形式で施行されている制

度であり、その継続性が結局中小企業庁による関連予算の確保可能性と密接に結び付い

ている。なお、その事業の規模も中小企業庁が確保した予算規模に比例することになっ

ている。このようなことからは、中長期的に見れば、中小企業型契約学科制度の継続性

が不確実であることが浮き彫りになる。つまり、中小企業形契約学科制度は、場合によ

っては、政府、あるいは中小企業庁の政策変化によって廃止される可能性さえもあると

いうことである。 

このように見ると、中小企業型契約学科制度が中小企業の人材育成手段として位置づ

けられるためには、その継続性に対する中小企業の信頼を確保しなければならないとい

える。なぜなら、体系的な人材育成を進めようとする中小企業にとって見れば、人材育

成を存続の可能性が不確実な制度に頼ることは、好ましくない選択肢であと考えられる

からである。 

他方、中小企業型契約学科制度は、それが契約学科制度とはいえ、韓国教育科学技術

部(日本の文部科学省に該当)ではなく、関連予算を分配する中小企業庁が所管する制度

となっている。その結果、中小企業庁が、特定大学の教育体制について、他の政府機関、

とりわけ教育科学技術部と相違する評価を行う場合も生じる。たとえば、2011 年 9 月、

教育科学技術部が大学の構造調整と関連して 43 大学に国及び地方自治団体などの財政

支援を制限する方針を明らかにしたことを契機に25、中小企業庁と地域中小企業庁が行

った中小企業型契約学科設置・運営大学選定について疑問が呈されたことは、その具体

例である。2011 年 6 月、中小企業庁は、学士課程と専門学士課程を設置・運営する大

学として、先に掲げた＜表―2＞に示されている 10 の大学を選定した。ところが、その３

ヶ月後、この 10 の大学のうち、2 つの大学の場合、教育科学技術部によって構造調整対

象大学として分類されたのである26。こうした結果は、地域中小企業庁及び中小企業庁

による中小企業型契約学科設置・運営大学の評価基準と、教育科学技術部による構造調

                                                   
25 韓国教育科学技術部「2012 学年度政府財政支援制限大学(下位 15%)評価結果及び授業料貸出

制限大学発表」、添付資料、韓国教育科学技術部 HP の http://bizinfo.mest.go.kr/cbis/CcbIFTo 

Home_detailNew.action?NEWS_SEQ_NO=4221#(2011 年 12 月 20 日確認)を参照。但し、財政

支援が制限される 43 の大学は、財政支援が制限されない大学を発表する形で発表された。 
26 同上資料を参照。 

http://bizinfo.mest.go.kr/cbis/CcbIF
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整対象大学の判定基準とが異なることから生じたとも考えられる。しかし、同一大学の

教育体制について複数の政府機関が全く違うともいえる見解を示していることは、やは

り契約学科設置・運営大学選定の信頼性を損なうものであるといわざるを得ない。 

制度の効率性、そして制度の継続性に対する信頼性などを確保するためには、たとえ

ば中小企業型契約学科制度が財政支援に見合う結果・効果を出していることを精緻に検

証するシステムを確立することが求められる。また、中小企業型契約学科設置・運営大

学選定に対する信頼性を確保するために、たとえば政府全体として大学の教育体制を検

証するシステムを確立することも必要であると思われる。 

中小企業型契約学科制度が財政支援に依存する制度であることから生じる上記の問

題点からは、中小企業型契約学科制度が中小企業の人材育成手段として定着するために

は、今後制度を一層整備する必要があるといえる。 

 

2．中小企業の人材流出 

現在、中小企業が中小企業型契約学科制度を積極的に活用しようとしているとは必ず

しもいえない。このことは、たとえば 2010 年に修士課程の学生を募集した 11 の中小

企業契約学科設置・運営大学のうち、6 つの大学が学生の追加募集を行っていることか

らもうかがえる27。このような結果を説明する一つの要因としては、中小企業型契約学

科制度に関する広報不足をあげることができる。つまり、中小企業型契約学科制度が

2010 年に初めて実施された結果、2010 年には十分な広報を行えなかったということで

ある。ただ、中小企業契約学科を修士課程に設置・運営している一部の大学が 2011 年

にも学生の追加募集を行っていることや28、中小企業庁が比較的厳しかった 2010 年の

中小企業契約学科の修士課程入学資格を緩和していることを考えると29、中小企業が中

小企業型契約学科制度を積極的に活用しようとしない原因は別にあると見たほうが妥

当である。 

                                                   
27 このことについては、韓国の中小企業庁 HP(2011 年 12 月 20 日確認)において確認すること

ができる。 
28 同上資料を参照。 
29 2011 年の中小企業型契約学科運営指針第 15 条によると、入学資格は、①専門学士課程また

は学士課程においては、中小企業において 1 年以上在職したものであり、高等学校を卒業した

もの、あるいは法律によってこれと同等以上の学歴があると認められたもの、②修士課程におい

ては、中小企業において 1 年以上在職したものであり、法律によって学士学位を有しているも

の、あるいはこれと同等以上の学歴があると認められたものなどとなっている。 
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その最大の原因として考えられるのが、社員が中小企業型契約学科において修士課程、

学士課程、専門学士課程などを修了・卒業してから大企業などへ転職する可能性、すな

わち人材流出の可能性に対する中小企業の憂慮である。というのは、中小企業型契約学

科制度の場合、通常の契約学科制度と比べて、教育費負担や欠員補充負担などを大幅に

軽減できる制度であり、中小企業が中小企業型契約学科制度を積極的に活用しようとし

ないとすれば、その原因は人材流出可能性に対する憂慮のほかにないからである。 

中小企業型契約学科制度によって中小企業の人材流出が発生するとすれば、それは基

本的には中小企業と中小企業型契約学科の学生としての社員との間の問題であり、最終

的には両者によって解決される問題である。しかし、このような状況は、中小企業庁が

意図している中小企業型契約学科制度の政策目的とはいえない。 

現在、中小企業庁は、中小企業型契約学科運営指針において、中小企業と中小企業型

契約学科の学生としての社員が、中小企業型契約学科の修了・卒業後に一定期間勤務す

ることについて合意したうえで、中小企業型契約学科制度を活用することを要求してい

る(指針別紙第 2 号書式の添付 4 の添付)。つまり、中小企業型契約学科制度を活用する

ことによって生じる中小企業の人材流出可能性を抑制するために、中小企業庁は中小企

業型契約学科制度を利用しようとする中小企業とその社員に対して一定の条件を課し

ているのである。しかし、これによって、中小企業の人材流出可能性に十分対応できる

かは未知数であるといわざるを得ない。 

一方、中小企業庁は、大企業が中小企業の人材を不当に引き抜く場合に適用する制裁

措置をとっているが、場合によっては、これによって中小企業型契約学科制度の活用に

ともなう中小企業の人材流出可能性を抑制することも可能である。その制裁措置とは、

ある企業が他の企業の社員を不当に採用することによってその企業の活動を困難にな

るほど妨害することや、政府の物品購買や政府の R&D 事業などにおいて当該企業に不

利益を与えることである30。ただ、この制裁措置が発表されたのは、2011 年 8 月であ

り、それがどのように運用されるかを見守る必要があるといえる。 

韓国では、従来から大企業が中小企業の人材を不当に引き抜く例が多いことが度々政

                                                   
30 韓国企画財政部「政府、中小企業技術人材の大企業への流出を防止する方針」、韓国企画財政

部 HP の http://www.mosf.go.kr/news/news01.jsp?boardType=general&hdnBulletRunno=  

60&cvbnPath=&sub_category=&hdnFlag=&cat=&hdnDiv=&select=subject&date_start=201

1-08-16&date_end=2011-08-17&&actionType=view&runno=4010294&hdnTopicDate=2011-

08-17&hdnPage=1(2011 年 12 月 20 日確認)を参照。 

http://www.mosf.go.kr/news/news01.jsp?boardType=general&hdnBulletRunno


 17 

策問題としてとりあげられてきた。このことを考慮すると、今後、中小企業型契約学科

制度が中小企業の人材育成を支援する制度として定着するには尐なからず時間がかか

ると予想される。 

 

Ⅴ．おわりに 

 

 本稿では、韓国において、中小企業型契約学科制度が占めている中小企業の人材育成手

段としての位置づけを把握するために、制度の概要、中小企業型契約学科の設置・運営状

況、制度の問題点などについて検討した。そして、そうした検討からは、中小企業型契約

制度が、韓国政府の財政支援によって成り立っている制度であり、政治的要因に強い影響

を受けていることがわかった。また、中小企業型契約学科制度は、中小企業の人材流出可

能性に対する対応策を必要とすることもわかった。 

 以下では、中小企業型契約学科制度によって浮き彫りになった韓国の人材育成分野にお

ける産学連携の課題を述べて、本稿を締めくくりたい。 

まず、人材育成分野における産学連携に対する信頼性を高め、またより望ましい成果を

あげるためには、政府機関間の協力・連携・調整体制を確立・強化する必要があるという

ことである。現在、韓国では、人材育成分野における産学連携が積極的に進められている

ものの、それが縦割り行政の中で個々に進められている。たとえば、通常の契約学科制度

を教育科学技術部が所管し、中小企業型契約学科制度を中小企業庁が所管しているといっ

た具合である。こうした縦割り行政の問題点を是正するためにどのような法制度の整備

が行われるか、その帰趨が注目される。 

次に、特定の人材育成分野における産学連携の手段がどの程度の成果を生み出している

かについて綿密に検証することが必要であるということである。現在のところ、韓国にお

いては、たとえば契約学科制度(通常の契約学科制度や中小企業型契約学科制度)という人材

育成分野における産学連携の手段が、他の手段より活性化されていると思われる。ただ、

その成果については、総合的分析、あるいは他の人材育成分野における産学連携の手段と

の比較分析は、必ずしも十分に行われていない状況である。契約学科制度という人材育成

分野における産学連携の手段の場合、見方によっては、学歴偏重の社会風潮を一層助長す

る副作用をもたらす手段であり、他の人材育成分野における産学連携の手段より効率性が

低い手段であるかも知れない。このように見ると、特定の人材育成分野における産学連携
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の手段の成果を分析するシステムを確立しなければならないといえる。 

最後に、高等学校や大学がその教育に社会的・経済的ニーズをより反映する必要があり、

そして企業は人材需要と知識・機能需要を高等学校や大学に積極的に伝える必要があると

いうことである。近年、韓国においは、高校進学率や大学進学率が非常に高いにもかかわ

らず31、企業が求人難にあえぐという状況が続いている。こうした問題は、高等学校や大学

と、企業などとの間において、コミュニケーション体制が確立していないことから生じて

いる側面もある。この問題に如何に対応するかは重要な課題の一つであるといえる。 

 

                                                   
31 現在、韓国において、中学校卒業者の高等学校進学率は 100%に近い状況であり、また高等学

校卒業者の大学進学率は 80%を上回っている状況である。 


