
26,700
高等職業教育機関

の年間卒業者数

主要データ
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スイスの職業教育
概要
質の高い職業訓練は、スイスのイノベーション力とスイス経済において、とても重要な役
割を担っています。スイスでは現在、約230種類もの職種に関する教育を、直接現場で受
けることができます。職業教育の期間は、2~4年です。資格や能力、需要に合わせて、教育
の方向性を定めます。このような職業教育を受けた人材が、スイスを拠点とする企業のた
めの、優秀な人材プールの基盤となります。学術と実習が両立した教育システムのおかげ
で、高い専門性を身につけた人材が理想的な形でスイス経済界に溶け込んでいます。

 義教育
 中等教育II
 高等教育 (科門大学、合大学、高等職業教育)

出典：スイス邦 （BFS）、 2018年

スイスの教育了者の合
25歳－64歳のスイス国内居住者の学歴の合（%）、 2017年

42.6 %

12.2 %

45.2 %

若年層の失業率  2017 年

出典: Statista, 2017
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後期中等教育：職業基礎教育
• 義務教育を修了すると、スイスの若者の3分の2は職業基礎教育
へと進みます（割合は長年にわたり安定しています）。

• 2016年には、合計で3分の1強（38 ％）の若者が大学入学資格（
マトゥーラ）を取得しました。約20 ％はギムナジウムのマトゥー
ラ、15 ％は職業マトゥーラを取得しました。この割合が他国と比
べて低いことにも理由があります。それは、国際的に比較しても
競争力があり、高く評価されている職業訓練が学校中退者に向
けて用意されているからです。さらに、彼らは、高等職業教育機
関に進学できる職業訓練コースを選択することもできます。

• スイスにおける後期中等教育修了率は94.7 ％となっています。

• 実習生は訓練中に、生産に大きく携わることができるようになり、
会社にとって有益な人材へと成長します。

• 職業基礎教育に取り組むかどうかを事業所や企業が決定する際
には、コストパフォーマンスは重要な要因です。スイスで職業教
育を担う企業は、平均してプラスの純利益を達成しています。こ
れは、養成対象となる職業ごとに異なっています。コストダウン
になる理由のひとつは、訓練生を安価な労働力として雇うこと
ができているからです。二つ目の理由は、企業の需要に合わせ
て人材を訓練することで、リクルーティングにかかる費用を削
減することができているためです。加えて、実習生は、研修を積
んだ企業に対して高い忠誠心を持っており、一度他の企業に就
職しても、後にキャリアを積んだ後で戻ってくることも少なくあり
ません。

• スイス経済全体を見ると、職業教育の実習生の受け入れ状況
は、安定しています。2017年、企業が提供する職業教育の募集人
数が、職業教育を希望する若者の数を上回りました。また、産業
関連の職業は、大変人気があります。

• PISAの調査に基づいた実験では、学習者の学業上の強みが実
証されています。ヨーロッパ内で比較すると、スイスの生徒は数
学でトップにつけており、科学において、上位4分の1に位置して
います。

• スイスでは、経済の要請に適合した理想的な教育システムが整
えられています。WEFの世界競争力報告書内にあるランキング
（スイスの総合評価：第1位、2017年）で、スイスの教育システ
ムは国際比較の中でも最も高い評価を受けています。

職業技技大でのスイスの位

州技技大EuroSkills  
ヨーテボリ、2016年 1
リール、2014年 4
スパ、2012年 2
リスボン、2010年 2

国技技大WorldSkills
アブダビ、2017年 2
サンパウロ、2015年 4
ライプツィヒ、2013年 2
ロンドン、2011年 3

出典： www.swiss-skills.ch, 2018

最も人気のある職業基礎
生の人数、2017年

職業 合
セールス当者 14,280
小売門従事者 4,983
門職従事者  4,563
門職従事者 ケア 3,493
コンピューター技 2,087
電気士 1,996
輸士 1,732
 1,626
士 1,536
小売り業助 1,524

出典：スイス邦（BFS）、2017年

職業教育システムのクオリティ
職業と力の国、2017年

国  位
 スイス 1
 シンガポール 2

 フィンランド 3

 米国 4

 カタール 5

 オランダ 6

 アイルランド 7

 カナダ 8

 ドイツ 9

 ニュージーランド 10

出典：国争力指数 2017年–2018年



• 多くの職業訓練は、小規模の企業により行われています。それに
加えて、さまざまな運営形態をとった職業教育が用意されてい
ます。それらは、教育産業連盟や教育センターによって運営され
るものです。

• 例えばlibs（職業産業実習）等の教育サービス機関は、プロフェ
ッショナルで実践に即した職業教育を提供しています（実例参
照）。libsは、100社以上の企業と共同作業を行っており、スイスの
産業界で最大の職業基礎教育の供給元となっています。

職業マトゥラ、専門大学及び高等職業教育
• 世界競争力レポートによれば、スイスは、次のカテゴリーで世界
一の評価を受けています。そのカテゴリーとは、労働市場で効率
性、ビジネスの洗練度、そしてイノベーションの３分野です。こ
の結果は、スイスがいかに職業教育および人材育成に、力を入
れているのかを示すものです。

• 職業技能教育において高等教育参加資格（BM）を取得した場
合、職業訓練の後、試験を受けることなく単科大学（FH）へ進学
することができます。この単科大学は、職業教育と並行して在
籍、もしくは職業教育後に進学し修了することもできます。それ
に加え、職業教育による大学入学資格（Passerelleパサレル）
を取得することで、大学および連邦工科大学（ETH）への入学も
可能です。

• これらの高等専門大学は、7つの大学区に分けられています。高
等専門大学は、学士課程と修士課程の2段階で構成され、14の異

なる専門分野に取り組んでいます。これら14の専門分野は、「技
術・経済・デザイン」、「健康・ソーシャルワーク・芸術」、そして「ス
ポーツ・その他」の3つの専門領域に大まかに分類することがで
きます。大学の学士課程の卒業者数は、2010年から2017年の間
に59 %も上昇しました。また、修士課程の学科数も、この数年の
間にさらに増加し続けています。

• 単科大学、大学、連邦工科大学（ETH）という高等教育システム
が、いわゆる、スイスの第三期教育を構成しています。スイス連
邦能力証明書、あるいは同等の卒業資格を持つ学生は、より高
度な職業教育、専門分野への特化、専門知識の向上のために、
さらなる教育を受けることが可能です。また、企業経営の分野で
も、資格が必要な場合があります。高度な職業教育で取得され
た資格は、過去15年間で約20 ％増加しています。より高度な修
了資格を付与する専門学校では、2000年から2017年の間に女性
の割合が倍増しました。

外国の学位認定と財政支援
• スイスは、EU、欧州自由貿易連合（EFTA）加盟国民、第三国から
の移民に適応される欧州職業資格認定システムに、参加してい
ます（「最新の動向」参照）。

• この数年の公的機関による職業教育への投資は、年間でおよそ
35億スイスフランにも上ります。これらの職業教育の実施するカ
ントンが、費用の4分の3を受け持ちます。公的資金による投資額
のうち、スイス連邦が引き受ける割合は4分の1です。スイス連邦
による助成金の最大10 %までが、研究開発プロジェクトの進展
や公的な利益になる特別な成果に向けて支援することを目的に
支給されます。

スイスの大学卒業生（教育大学を含む）
各学科ごとの学士および修士卒業生、2016年

専攻  学生数
教育学 5,198
人文科学および芸術 2,380
社会学、ジャーナリズム、情報システム学 311
経済学、行政および法学 3,640
自然科学、数学、統計学 573
コンピューター工学、通信技術 528
機械工学、製造業、建築業 3,211
農学、林学、漁業、獣医学 114
健康福祉 3,617
サービス業 640
合計  20,212

出典：スイス連邦統計局(BFS)、 2017年

出典：スイス邦（BFS）、2017年

学生および大学生一人当たりにかける教育関連予算
国（米ドル）、2014年
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最新の動向
• 連邦政府はスイスのデュアル教育の利点がより良く理解される
よう国際レベルで働きかけています。職業訓練課程卒業と各分
野の専門家の高い（国際的な）モビリティを理解してもらうこと
が目的です。スイスはEUのコペンハーゲンプロセスをサポート
し、職業教育の効率、質、魅力をさらに強化していきます。

連絡先と追加情報

官公庁
連邦教育研究イノベーション庁
www.sbfi.admin.ch/berufsbildung

連邦職業訓練大学
www.ehb-schweiz.ch

スイス職業研修 会議（SBBK）
www.sbbk.ch

州教育委員会代表者会議
www.edk.ch

スイスの大学
www.swissuniversities.ch

追加情報
連邦教育研究イノベーション庁
（SBFI）関連文書
連邦教育研究イノベーション庁
（SBFI）の職業教育に関する資料集 
ｗww.sbfi.admin.ch

単科大学概要スイス
www.sbfi.admin.ch

全学部と学科の概要
www.studyprogrammes.ch

外国の大学学位の認定 
ｗww.sbfi.admin.ch

職業研修、キャリアカウンセリングや
雇用市場に関する専門的情報、およ
び職業研修の分野における最新の
動向の概要
www.panorama.ch

スイス大学ランキング
www.universityrankings.ch

スイス認定の職業ディレクトリー：
法的根拠とアドレス
www.bvz.admin.ch

職業訓練バロメーター：
職業教育機関に関する若者と企業
の調査
www.sbfi.admin.ch

リーディングハウスはスイスにおけ
る持続的発展と職業教育研究の助
成プログラムを牽引しています 
www.sbfi.admin.ch

スイス企業から見た職業基礎教育
の予算と利用
www.ffb.unibe.ch

職業教育プラス： タレント育成重点
の国家キャンペーン 
www.berufsbildungplus.ch

S-GE資料 
事業展開ハンドブック 
www.s-ge.com/
handbookforinvestors

経済立国スイスに関する詳細は以
下のサイトでご確認ください： 
www.s-ge.com/
invest-businessenvironment 

このファクトシートはSwissmemの協
力のもと作成されました。

09/2018

体験者の声

「スイスの教育システムのおかげで、第一級の
研修生や高い資格をもった大学卒業生が輩出さ
れています。特に職業実習はスイスに拠点を置く
Siemensにとって重要です。私たちは、280人以上
の訓練生を引き受けています。彼らは、ツークとチ
ューリッヒにある各職業教育センターで学習しなが
ら、私たちの部署でオン・ザ・ジョブの訓練を受けて

います。 新規人材を積極的に支援し、人材不足を補っています。
そのおかげで、スイスでは従業員のモチベーションが下がること
はありません。スイス人は驚くほど労働意欲があり忠実です。私は
これほどまでに仕事への意欲が高い国を他に知りません。」

ジークフリード・ゲアラッハ（SIEGFRIED GERLACH） 
シーメンス・スイスCEO  
www.siemens.ch

Switzerland Global Enterprise
T +41 44 365 51 51 | invest@s-ge.com | s-ge.com/invest
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