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大学国際化戦略委員会（第２回）議事要旨 

 

日 時 平成１７年１０月１１日（火）１０：００～１２：００ 

 

場 所 独立行政法人日本学術振興会一番町事務室 ５階 第１会議室 

 

出席者 

【委員】 

 木村委員長、赤木委員、馬越委員、桑原委員、佐々木委員、榊委員、森委員、 

山本委員、渡辺委員 

【オブザーバー：文部科学省】 

 《科学技術・学術政策局》 

  河村科学技術・学術総括官、渡邉国際交流官付国際交流推進官 

 《高等教育局》 

  加藤学生支援課国際交流企画室長 

【事務局】 

 《独立行政法人日本学術振興会》 

  小野理事長、木曽理事、石井学術システム研究センター副所長、久保総務部長、

深井国際事業部長、丹生研究協力第二課長、太田調査研究アドバイザー、 

清浦人物交流課長 

 《社団法人科学技術国際交流センター》 

  齋藤専務理事、酒井常務理事 

 

議 題 

 １ 先行的な取組事例紹介 

  ①「国際競争力強化による神戸大学ブランドの確立」 

     神戸大学理事（国際交流担当副学長） 西島 章次 

     神戸大学大学院経済学研究科教授   奥西 孝至 

  ②「広島大学の国際（国際化）戦略について」 

     広島大学副学長（国際担当） 二宮 皓 

２ 採択機関との意見交換会実施状況 

 ３ 今後の調査研究の進め方について 

 ４ その他 

 

 

配付資料 

 資料１ 大学国際化戦略委員会委員名簿（平成１７年９月１２日現在） 

 資料２ 大学国際化戦略委員会（第１回）議事要旨（平成１７年６月２９日開催） 

 資料３ 国際競争力強化による神戸大学ブランドの確立 
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 資料４ 広島大学の国際（国際化）戦略について 

 資料５ ２０機関との意見交換会概要 

 資料６ 今後の調査研究の進め方について（案） 

 資料７ 今後の予定について（案） 

 資料８ 文部科学省 大学教育の国際化推進プログラム（戦略的国際連携支援） 

について 

 

 参考１ 大学国際戦略本部強化事業ホームページ開設 

 参考２ ＪＳＰＳ Ｑｕａｒｔｅｒｌｙ Ｎｏ．１３ 

 参考３ 文部科学省 新興・再興感染症研究拠点形成プログラム 

 参考４ 文部科学省 国際開発協力サポートセンター 

 

 机上参考資料  

   ○ 大学国際戦略本部強化事業 平成１７年度採択大学一覧 

   ○ 採択大学等構想調書・５か年計画及び採択大学平成１７年度業務計画書 

   ○ 平成１７年度「大学国際戦略本部強化事業」公募要領（大学等向け） 

      ○ 「科学技術・学術分野における国際活動の戦略的推進について 報告書」 

平成１７年１月 科学技術・学術審議会 国際化推進委員会 

   ○ 大学等間交流協定締結状況等調査の結果について 

（平成１６年１０月１日現在）文部科学省官房国際課調べ 

○ 国際研究交流の概況（平成１５年度） 

文部科学省科学技術・学術政策局国際交流官付調べ 

 

議 事 

 議事に先立ち、前回の議事要旨確認及び資料確認を行った。 

 なお、事務局から、猪口邦子委員が先般の衆議院選挙でご当選されたため、本委員

会委員を辞退したい旨御本人から申し出があったことが報告された。 

 

 １ 先行的な取組事例紹介 

  ① 「国際競争力強化による神戸大学ブランドの確立」 

    神戸大学西島理事（国際交流推進本部長）及び奥西教授（国際交流推進本部

副本部長）から、資料３に基づき神戸大学の取組についての紹介があった。 

なお、特徴的な事項は、次のとおりであった。 

   ・推進本部での取組として、欧州委員会からの資金を受けて、ＥＵインスティ

テュート関西の立ち上げ準備を行い、平成１７年１０月から本格的に事業開

始。 

・職員養成として、当初は外部人材登用とするが、次期からは学内内部登用と

し、学内公募・採用試験を経て登用し、その専門性に配慮した給与体系－格

付けを別にすることを現在検討していること。 

   ・海外拠点の在り方としては、欧米・アジアの重点協力大学と交渉し、双方の
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大学の業務を行う「相互オフィス」方式を検討。 

    

委員との質疑応答は次のとおり。 

 

△委員長 ◎委員 ◇説明者 ■文部科学省 ●事務局  

 

◎ マクロには大変素晴らしいが、ミクロから見た時の観点を教えていただきたい。

ひとつめは、学生については、学部学生と大学院生では状況が異なると考えるが、

取組に違いはあるのか。ふたつめには、“神戸”という魅力をどのように取り入れて

いくのか。 

 

◇ 学部学生の場合は、専門性よりも経験することが重要と考えている。交換留学を

軸とした交流及び海外から来た留学生との交流を通じて、体験させることが大事だ

と考えている。例えば、神戸大学ＥＵウィークでの学生討論会やホームカミングデ

ーを通じて、日本人学部学生と留学生の交流の場を設定している。 

  大学院生については、より専門性の高い海外留学が必要である。さきほど話題に

なったが、デュアルディグリー・プログラムとともに、博士課程においては、海外

での１年間の研究を必須としたうえで、学位を取得するというサンドウィッチ方式

というような博士課程での留学プログラムを現在策定中である。 

  第２点目の“神戸”という街の魅力については、非常に国際性の高い街であるこ

とはイメージだけではなく、欧米やアジア問わず外国人にとって住環境が良い街で

ある。関西へ進出している外資企業の間では、仕事は大阪であるが、住むのは神戸

であるといった状況が生まれている。海外から研究者を招へいするに際しても、快

適な優良な住居を提供できると考えている。神戸の魅力は、神戸大学に多くの海外

から研究者が滞在する理由の一つとなっており、快適な住環境を提供できるという

のは大きなメリットであると考える。 

 

◎ 私共の大学でも苦労している問題があるが、今回は、国際的な人材育成に絞って

お聴きしたい。特に、外国語による講義、とりわけ教員の英語力強化について。 

また、デュアルディグリー・プログラムの設置の詳細について教えていただきた

い。ジョイントオフィス（相互オフィス）の話についてもう少し説明いただきたい。 

 

◇ 外国語の講義については、国際協力研究科では全ての講義を英語で行うコースを

設けており、修士論文も英語で作成。自然科学系の博士課程でも、英語コースを実

施中。英語教育に関しては、国際コミュニケーションセンターにおいて、プロフェ

ッショナルなプレゼンテーション能力向上を目指して、全学から選抜した５０名を

対象とする、４年間の教育プログラムを開始した。最終的には、ＴＯＥＩＣ何点以

上を保証するようなカリキュラムを開発している。デュアルディグリーについては、

国際協力研究科では、インドネシア３大学との間で取り決めをし、近々開始する予

定である。問題は、日本人学生がインドネシアの大学で学位を取得することへの関
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心が必ずしも高くないことである。逆にインドネシアから日本への希望は高い。同

種のことは、欧米との場合にもあり、日本人は欧米に行きたがるが、その逆は少な

いことがあり得る。 

  ジョイントオフィスに関しては、現在、海外オフィスを北京とシアトルに置いて

いるが、常駐職員や家賃等のコストが非常にかかる。現在、ワシントン大学のスタ

ッフが神戸大学の紹介や業務を担当し、神戸大学ではその逆を行うジョイントオフ

ィスの設置の交渉を行っているが、双方の能力や業務量などバランスの問題がある

ため、その形態について詰めている段階である。まずは互いにコンタクトパーソン

を決め事業を進めたい。また、韓国の大学からもジョイントオフィスの話がある。 

 

◇ 国際コミュニケーションセンターでのプログラムは、職員及び教員にも開放する。

教員であってもオーラルイングリッシュは馴染みがない者もおり、時間的にも教材

等を探す余裕もないので、自習教材をコンピュータ上で提供することで、英語能力

のブラッシュアップを図る。 

デュアルディグリーについては、医学部でもワシントン大学と計画中である。経

済経営系の大学院にも欧米の大学からアプローチがある。 

 

◎ 本部機能としての人材配置をみると、トップの方については、外部登用。内部登

用は、中堅クラスに充てると私は理解した。各大学悩んでいるところであるが、内

部登用のキャリアパスとして、国際業務専門職として位置づけるのか、従来型の総

合職的な方式をとるのかお聞かせいただきたい。 

 

◇ 内部登用として、「国際交流コーディネーター」という専門職種を新たに設定し、

学内公募・選考のうえ、できるだけ給与の格付を上げることを人事関係部署と協議

中である。このことで、職員全体のインセンティブを高めたい。 

キャリアパスとしては、学内部局の留学生・国際担当として勤務した後、本部へ

再び来ていただくことなどが可能である。一方、他の大学へキャリアアップされて

いく方法もあるのではないか。 

 

◎ デュアルとは、２つの大学からという意味か。それとも分野が２つという意味か。 

 

◇ ２つの大学から学位が出るという意味。国際協力研究科であれば、日本とインド

ネシアの双方の大学から学位が出る。同じ分野で２つの大学から学位を出すという

意味。 

 

◎ ＣＯＥ等でもそうだが、大学単位の申請の場合、学内のコンセンサスをとるのが

難しいと思う。その事業に対する教員の本気度や学内関係が左右する場合がある。

一方、個人の研究ネットワークや国際ネットワークが忙しく、そちらが重要という

ケースも多い。今回の事業を契機に、「大学の国際化」という大きな柱の活動をどの

ように教員の協力を促されていくのかをお聞かせいただきたい。 
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◇ 非常に基本的な問題。個人的な考えとしては、学内にはいろいろなセンターなど

大学単位の組織ができているが、本来は、部局現場での活動が重要であり、各部局

単位に資源を集中して行うほうが生産的であるかもしれない。各部局で行っている

研究者単位の研究交流を大学としてサポートしていくことが仕事と考える。 

国際戦略として国際的なグループ形成を支援していくことを考えているが、優れ

た個人の研究者やプロジェクトに対し、国際戦略本部が国際的なネットワークを形

成することをサポートしたい。 

 

◇ 戦略本部への教員の協力体制であるが、現時点では国際的推進に関心のある人を

集めているのが現状。実際に研究を行っている人が、戦略本部業務に就くのが良い

と考える。この場合、有期限とし、何らかの補償の必要性があると考えている。 

 

◎ 本部と部局の関係は非常に難しい。学術交流協定ひとつとっても有るものをいか

に選択するのか。大学全体としてのイニシアティブをとるのか。リソースが限られ

ている中、どのように集中化するのかをどのように考えているのか。 

 

◇ 協定については、従前からあるものは踏襲するが、全てを見直すことを考えてい

る。従来は、部局から上がってきたものを本部は承認するだけであったが、今後は、

部局の意思を尊重しつつも、本部が策定当初から携わっていくことにしたい。 

一方、本部主導による大学全学協定の締結も進めており、例えばパリ第２大学（法

学部）とは本部主導で締結した。全学的な視野に立った協定、強化すべき分野等を

考慮したものと部局から上がってくるものとの両方がある。 

 

◇ 人的にも資金的にもリソースは限られており、神戸大学として選択と集中の問題

は、大きな課題。国際力強化のために優れている研究分野に集中していかざるを得

ない。法人化後、教員定員の５％を大学本部として集中させ再配分すること、また、

資金についても、間接経費を集中配分するといったことも行っている。総合大学と

しては、部局間のバランスを考えなければならないが、研究室単位として見ていけ

ば、集中選択ができるのはないかと思う。 

国際戦略本部としては、事務職員の能力向上が重要である。人員は限られている

ため、スキルアップにより職員の処理能力を高めることを行っていく。現在は、国

際交流コーディネーターを外部登用（ブリティッシュカウンシル勤務経験者）によ

り採用しているが、その者の能力と影響力に期待している。 

 

◎ 学術交流協定の再活用は課題である。ある一時期に、全国の大学において、劇的

に交流協定締結数が増加した。本部がイニシアティブをとるとき、特に、財源の措

置において、教育（学生）、研究にするかで異なるが、ウェート付けをどのようにす

るのか。 
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◇ 受入学生については、定員キャパシティの問題があり、全てを受け入れることは

現状として難しい。財源問題もあり、本部としてサポートとしていくものと部局の

責任により行うものとに分ける必要がある。戦略本部内の国際連携プロジェクトチ

ームにおいて公平な評価システムを２年間かけて構築する予定。特に、休眠協定の

洗い出しを徹底する。１０月から国際交流コーディネーターを中心に、交流の相手

方と改めて連絡をとり、各大学の状況及び部局の意思等についての確認作業を進め

ている。 

９０年代以前に締結された部局間協定については、実効性がないものも多く、精

査の結果によっては、見直し・失効させることも提言していく。 

財源措置としては、神戸大学独自の交流基金等で手当てしているが、研究と教育

のバランスを考慮している。 

 

△ 大学評価・学位授与機構と英国のＨＥＦＣＥ（イングランド高等教育財務カウン

シル）との間で、これまで日英高等教育協議を行ってきている。そのファーストラ

ウンドにおいて、神戸大学に加わっていただいた。その際、神戸大学は非常に積極

的な活動をされ、ウォーリック大学と組んでいただき、外国でのエイジェンシー化

に伴う変化等を詳しく調査されたことを記憶している。確か、ウォーリック大学の

前の事務局長シャトック氏を非常勤理事として２年間喚ばれたと聞いており、日本

の大学では珍しい取組をされていると思う。この事業の実施に関して、シャトック

氏からのインプットはあったのか。 

 

◇ シャトック氏が残されたガイドライン・方針があり、一部それを参考として今回

の事業展開をしている。 

 

△ 国立大学としては、非常に珍しい取組をされていると思います。今後とも是非頑

張っていただきたいと思います。 

 

 

  ② 「広島大学の国際（国際化）戦略について」 

     広島大学副学長（国際担当） 二宮 皓 

     広島大学二宮副学長（国際交流推進機構長）から、資料４に基づき広島大

学の取組についての紹介があった。なお、特徴的な事項は、次のとおりであっ

た。 

   ・国立大学法人化前の２００３年に「広島大学の国際（国際化）戦略」を策定

し、併せて組織見直しを行っていること。 

   ・国際協力事業をビジネスモデルとして位置づけて、ＪＩＣＡ（国際協力機構）

へのコンサルタント登録を平成１６年度に行い、既に受託事業を開始してい

ること。 

    

委員との質疑応答は次のとおり。 
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◎ ＪＩＣＡ等途上国援助事業への積極的な取組は評価できるが、大学の本来の業務

である「研究活動」および「学部教育・大学院教育活動」における国際化が極めて

大切である。特に、研究面において、国際化に伴う諸課題がこのように認識され、

どんな具体的な方策をとられているのかお聞かせいただきたい。 

 

◇ 例えば、先端物質科学研究科では、ナノ分野を中心に研究は国際化されている。

しかし、人材養成の観点から見たとき、英語で授業をできる教員が決して十分では

ないと研究科長は考えている。このため、民間の英語学校と提携し教員の英語研修

を実施している。予算措置ができれば、協定大学等と提携して、英語で授業するこ

とのトレーニングを行っている。このような例は、留学生を受け入れることだけで

なく、知的国際貢献という感覚が、最先端の研究分野にも入ってきた例といえる。 

北京研究センター・海外拠点において、３月に産学連携フェアを実施した。全研

究科長や企業関係者が参加し、東京・上野の東京オフィスで実施するのと同様の海

外版の共同研究フェアを行った。研究そのものは元々国際的であり、なにもしなく

ても国際化する。しかし、研究が持つ教育機能や教育を押し上げる支援等が、国際

貢献や国際協力になると考える。 

 

◎ 法人化前に戦略策定されているというのは先駆的であると思う。ひとつめに、当

時の学内議論の積み重ね・承認手続き経過について、次に、広島大学としての“特

色ある”戦略とはなにかを教えていただきたい。戦略を読んでいても“特色”が見

えてこない印象を受ける。 

 

◇ 策定にあたっては、学長提案を受けて、国際交流委員会を経て、評議会において

ＷＧ設置が承認され、国際活動の在り方を検討することになった。その後、アドバ

イザーの来日・分析結果を受けて、戦略が策定され、評議会承認を得ている。タイ

ムラグはそれほどない。実際、学長がその気になってくださらないとできないとい

える。 

特色については、広島大学では森戸辰男先生（初代学長）以来、国際や平和希求

が理念としてあり、新制大学の広島大学としての建学の精神である。研究や教育の

構え方としても、その点は変わらない。例えば、短期留学プログラムのコースタイ

トルでも「平和と人権」を前面に出している。広島大学に限らないが、広島にある

大学は、平和を特色としている。また、地方にあるからこそ、東京ではなく、世界

へ出ていったほうが早い、世界へつながっていく方策を考えて来た。学問分野とし

ては、原爆医療や教育学では英語による修士課程特別コースを初めて設けたという

例がある。 

 

◎ オーストラリアでは、国際協力事業をひとつの収入源として見なされている。特

にこれからの日本の支援の在り方は、アフリカを中心に、特にソフト化へ移行して

いる中、ひとつのアプローチと思う。契約経費上は、パデコ社：広島大学が８：２

であるが、現在のパデコ社と広島大学の役割分担について、もう少し説明いただき
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たい。 

 

◇ 大学が管理部門を抱えるには、学内には人材がいない。ＪＩＣＡ勤務経験者や民

間での途上国派遣経験者でないと難しい。特に、国際協力事業では、機材の調達・

購入や現地での管理が多く、ある種国際“協力”の専門家が必要。実際、業務の 

８０％がロジ面。これらを大学の職員が行うことは難しいため、パデコ社をプライ

ム（主担当）にしている。広島大学は、プロジェクトの企画部分－研修プログラム

そのもの、現地指導員の選定、現地指導といった、教育的側面２０％を行っている。

理数科の一部を広島大学以外からの派遣（愛媛大学）をお願いしており、これにつ

いてはサブコントラクト（再委託）をしている。また、長期的な人員派遣について

はパデコ社が分担している。 

契約経費的比率は、業務量を分析した結果として、広島大学が２０％となった。 

なお、事業展開として、大学単独で企業体を設立するには、それに見合う事業件

数がないと、人員を維持することはできない。 

 

◎ 国際協力をビジネスモデルとして捉えることは、ひとつのイノベーションである。

オーストラリアのモナッシュ大学が設置している別会社“Monash International”
がひとつの戦略モデルといえる。現在の大学国際戦略本部強化事業の規模では、無

理だと思う。広島大学としては将来どの程度まで事業が集まれば、企業化できると

お考えか。 

 

◇ やや私見であるが、留学生施策の問題が非常に大きい。full fee payment(全額負

担)学生として、大学の収入に直結することができれば、状況はかなり異なる。ＪＩ

ＣＡの資金のみでは、企業体化することはできない。オーストラリアのように留学

生をマーケットとして考えれば別である。日本人派遣は別だが、ポスト１０万人政

策後の受入れ政策として、留学生とは何か。留学生の授業料は誰のものか。大学の

留学生教育のコストティングを考え、マーケットとして考える必要があるのではな

いか。 

現状としては、ＪＩＣＡ等事業の範囲において、知的貢献：顔の見える支援を行

っていくことにならざるをえない。 

 

２ 採択機関との意見交換会実施状況 

  事務局から資料５に基づき、平成１７年７月から８月にかけて実施した採択機

関との意見交換会について報告があった。なお、意見交換会時には、事業の進め

方にあたってのコンセンサス作りに努めたことが報告され、今後の分析観点例を

踏まえて、現時点での各大学の特色・好事例について説明がなされた。 

 

３ 今後の調査研究の進め方について 

   事務局から資料６及び７に基づき、平成１７年度の海外調査対象として、欧州

の非英語圏の大学等の訪問調査を平成１８年１月初旬計画していること。また、
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セミナーを年明け平成１８年１月に２０大学を含めた意見交換セミナーを１回開

催したい旨の説明があった。 

   なお、海外調査先については、委員から他の候補機関があげられたこともあり、

木村委員長から会議終了後、改めて各委員に意見照会するよう指示があった。 

 

◎ 平成１６年、スウェーデンの大学での研究活動評価の国際チームの一員として協

力した経験から、小生の助言をしたい。まず、ストックホルム大学やイエテボリ大

学のパートナーとして、工学教育を推進している王立工科大学（ＫＴＨ）及びシャ

ルマーズ工科大学のいずれかの訪問を勧めたい。両校とも、外部資金・競争的資金

を獲得して、質・量ともに大きく伸びたが、最近は不況と財政緊縮もあり、そうし

た資金が減って、対応に苦慮しており、参考になると思う。また、マルメ大学を訪

問するなら、隣接のルント大学の訪問も勧めたい。ルント大学は隣接するデンマー

クの諸大学との連携を進めており、参考になる。 

 

△ この候補地は、採択２０機関からの要望という訳ではないのか。 

 

● 事務局案であり、採択機関からの要望ではない。 

 

４ その他 

  文部科学省高等教育局加藤学生支援課国際交流企画室長から、資料８に基づき

「大学教育の国際化推進プログラム（戦略的国際連携支援）」の採択状況について

報告があった。なお、採択校１５件中９件が大学国際戦略本部強化事業採択校で

あること。複数学位（日本と海外の大学の学位が取得できるもの）プログラムが

１５件中７件であることが紹介された。 

   引き続き、事務局から参考１及び２に基づき、大学国際戦略本部強化事業の広

報に努めていることの説明。参考３及び４に基づき、最近の文部科学省での国際

関連施策の紹介があった。 

 

 次回の委員会開催は、平成１７年度末（２月下旬～３月頃）を予定。 

 

（了） 

 


