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大学国際化戦略委員会（第１回）議事要旨 

 

日 時 平成１７年６月２９日（水）１１：００～１３：００ 

 

場 所 独立行政法人日本学術振興会一番町第２事務室 ８階 第３会議室 

 

出席者 

【委 員】 

木村委員長、馬越委員、桑原委員、佐々木委員、森委員、山本委員、渡辺委員 

【オブザーバー：文部科学省】 

有本科学技術・学術政策局長、平下科学技術・学術政策局国際交流官 

 加藤高等教育局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、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 あいさつ 

    小 野 元 之 独立行政法人日本学術振興会理事長 

    有 本 建 男 文部科学省科学技術・学術政策局長 

 ２ 大学国際化戦略委員会委員及び関係者紹介 

 ３ 委員長指名 

 ４ 大学国際戦略本部強化事業及び大学国際化戦略委員会設置趣旨について 

 ５ 今後の事業の進め方について 

 

配付資料 

 資料１ 大学国際化戦略委員会委員名簿 

 資料２ 大学国際戦略本部強化事業について 

 資料３ 大学国際化戦略委員会の設置について 

 資料４ 大学国際戦略本部強化事業 採択大学等構想概要一覧 

 資料５ 事業の進め方（案） 

 資料６ 「研究環境国際化の手法開発」平成１７年度計画及び５か年計画（案） 

 

 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 
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   ○ 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 

 １ あいさつ 

   独立行政法人日本学術振興会 小野理事長から次のとおり挨拶があった。 

 

  ○ 学術研究は本来ユニバーサルなものであり、国境を越えて優秀な人材を引き

つける場でなければならない。 

しかしながら、我が国の大学や研究機関における国際化への対応はまだまだ

不十分である。 

我が国の科学技術・学術の発展のために喫緊に解決すべき大きな課題と認識 

している。 

   このたび、独立行政法人日本学術振興会（以下「ＪＳＰＳ」という。）は、

社団法人科学技術国際交流センター（以下「ＪＩＳＴＥＣ」という。）ととも

に、この事業において「総括業務受託者」として、文部科学省より受託を受け

た。ＪＳＰＳは、２０大学の取組を総合的に分析し、成功事例を抽出し、海外

の大学の取組等の調査を行うなどを通じて、大学の国際展開戦略のモデルを開

発し、その成果を他の大学にも普及する役割を担うこととなった。 

 これまでＪＳＰＳにおいても多くの国際事業を実施しているが、各機関にお

いてどのような国際戦略を立てられるのか、あるいは研究環境の国際化といっ

たものがどのように全学的に取り組まれるのかといった点についてはファンデ

ィングエージェンシーとして非常に興味をもっている。効果的な資金配分の観

点からも、各機関の国際展開戦略や国際化の基盤の整備状況は、今後、様々な

ファンドの審査の過程においても、より重視されることとなるであろう。 

 大学の国際活動は、個人の研究者の努力により行われてきた経緯があるが、

大学が戦略として全学的な取組として行っていく必要がある。大学の国際化の

ためには、トップダウンのマネジメントとボトムアップがうまく融合すること

が必要と考える。国際戦略を打ち立て、機動的に国際活動を行うためには、全

学的に部局間の壁を越えたガバナンスを確立する必要である。 

   ２０大学等の取組を「どの位国際的であるか」といった絶対値を評価するも

のでなく、「５年間でどのような工夫をして、どのように変わったか」を見る

ことが重要であると考えている。 

 大学の国際化は高等教育政策、留学生政策、科学技術・学術政策など幅広い

部局に関わる問題であり、大学、文部科学省、ＪＳＰＳ等の関係者が相互に緊
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密に連携して取り組むことが重要でありご協力、ご指導をお願いしたい。 

 

   文部科学省科学技術・学術政策局 有本局長から次のとおり挨拶があった。 

 

  ○ 「大学国際戦略本部強化事業」は、平成１７年度新規事業・予算額５億円で

ある。平成１８年度以降も重要な施策として引き続き取り組んでいきたい。 

    これまでの科学技術・学術審議会国際委員会（座長：池端東京外国語大学長）

での議論の問題意識としては、大学がグローバルな大競争時代の中、かつ、法

人化の中で、研究者個人による国際活動から組織的な国際活動へ誘導する必要

があるのではないか。その誘導・インセンティブとして「大学国際戦略本部強

化事業」を開始した。 

    別の視点としては、中国・韓国との間の関係構築が重要である。また、いわ

ゆる「トラックⅡ」の役割としての学術政策がある。このとき、競争－協調－

支援について、国及び大学がどのように取り組んでいくのかという視点が必要

である。 

    各大学の国際活動が学内的に最大限に活用されているのか、国全体としても

十分活用しているのか。今回の事業でのモデルづくりを通じて、種々の情報が

集約されることにより、日本の大学の活動の国際展開並びに国の行政への反映

を行いたい。 

    文部科学省としても、本委員会にはオブザーバーとして参加していきたい。 

 

 ２ 大学国際化戦略委員会委員及び関係者紹介 

   資料１にもとづき大学国際化戦略委員会委員の紹介及び文部科学省並びに事務

局関係者の紹介があった。 

 

 ３ 委員長指名 

   小野理事長の指名により、木村委員（大学評価・学位授与機構長）が委員長に

選出された。 

 

   木村委員長から次のとおり挨拶があった。 

 

  ○ 東京工業大学在職中から国際交流・国際連携の業務との関わりから離れたこ

とがない。 

    研究よりも教育の国際化が難しい。東京工業大学とカリフォルニア大学との

間で学生交流協定を締結する際に、まだ授業料相互免除措置がない頃で、締結

前に財源措置について苦慮したことが印象に残っている。 

    今回、文部科学省において、「大学国際戦略本部強化事業」が開始され、資金

が交付されることは、画期的なことである。 

 

 



資料２ 
17.10.11 開催 

大学国際化戦略委員会 

（第２回） 

4／9 

 ４ 大学国際戦略本部強化事業及び大学国際化戦略委員会設置趣旨について 

   事務局から資料２及び３に基づき、事業概要、委員会の役割等について説明が

あった後、各委員から「大学の国際化」に対する考え等について意見交換を行っ

た。 

 

○ 研究者間における国際化は進んでいる。京都大学では、日本人研究者海外渡

航４千８百人、外国人研究者受入れ２千４百人、外国人留学生１千３百人：全

学生数に対する６％、日本人学生の海外留学（大学把握分）２００人程度。日

本人学生の海外派遣が課題である。 

 大学全体としての国際戦略よりも、個人レベルの活動に依存してきた。色々

な意味での海外からのインパクトをどう大学の戦略に活かすか、大学全体の海

外戦略が問われることが増えている。例えば、環太平洋地域の中で如何に取り

組むのか。最近では、海外の国からキャンパス進出の要請があったが、大学と

してどうするかなど。 

    中国人留学生が１千３百人中、約４９０人。いかに質の高いレベルの外国人

留学生を確保し維持するのかが課題と考える。 

 京都大学においても、「国際交流推進機構」を立ち上げ。副学長をトップとし

て、全学総合的な観点からの大学としての国際戦略を立てていく。 

    海外の高等教育機関、米・豪の英語圏の国際化モデルは日本に適用できるか

は疑問である。例えば、豪・ニューサウスウェールズ大学では、国際部門が株

式会社化されている。その収入源は、シンガポールやインドでの英語能力試験

の実施であり、一方、留学生獲得に対して資金投資を行っている。 

日本は、独・仏・アジアの非英語圏の国際戦略を参照するべきではないか。 

 教員、職員ともに、国際交流についてはプロフェッショナルさに欠けるきら

いがあり、人員の確保は課題である。 

 

  ○ これまで、国立大学では、国際交流は大学本部主導型の体制ではなかった。 

 研究における国際化・国際水準は向上。学生の問題：留学生受入れだけでな

く、学生の海外派遣の施策も難しい。私の務めていた大学では、独自の資金サ

ポート制度等を設けた。 

    しかし、宿舎の問題は、国際交流において足枷になる。民間企業との連携も

可能になってきているとは思うが、宿舎の設置、維持管理といった、国内の環

境整備の努力が重要と考える。 

    あらゆるところで同じポリシーというのは意味がない。各機関のリソースを

活かした目標の明確化及び相手に相応しいアプローチをとり、具体性を如何に 

発揮できるか重要であり、この点を確認していくことが必要と思う。 

    研究者個人の活動ではなく、その国の特徴を踏まえて大学自身が中心となり

取り組むことも必要な場合があり、北京事務所の設置は、その観点から実施し

たものである。 

    学生・研究者も、従来型ではなく、具体的・適切な対応方針が分かるように
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していかないとモデルにはならない。 

    留学生については、国としては非常にコストをかけている。しかしながら、

出口－例えば、就職についての取組が弱い。入ってから出るまでのつながり、

一連のシステムが見えてこない。バラバラなシステムや規則が多く、大学の現

場には徒労感があり、何のための国際化かが見えなくなっているのではないか。 

 

○ 大学全体の国際化戦略として、例えば、英語による修士課程を設けて学位を

だすことも重要であるが、留学生は日本語ができないまま日本を去っていく。

これは、日本にとって広い意味の国益になるのか疑問。親日派の学生を増やす

努力、広い意味での文化外交が必要ではないか。言語はどのように向き合って

いくのかは課題と考える。 

    職員問題は、非常に切実な問題である。機関間の英文レターひとつをとって

も海外との差は大きい。人事体系の問題であるが、ある日突然、国際交流担当

となり、基本的なプロトコールが継承されず、慣れた頃には、また別の部署に

行ってしまう。 

  国際業務や研究連携業務は、ある種の専門的な資格能力認定を受けた人が就

くような制度にすることが必要ではないかと思う。いかにプロフェッショナル

化（専門化養成）することも議論できればと考えている。 

 

  ○ 職員については、私学の方が上手くおやりになっていると思っていた。国立

大学は、極端にいえば、プロフェッショナルを作らないシステムになっている

ように思う。 

 

  ○ 国際業務は、“力仕事”が多い。あらゆるニーズ・領域に応えるジェネラルな

能力が必要である。しかしながら、英語などができれば仕事ができるというイ

メージが一方で強い。語学だけでなく、様々な難しいニーズに応える能力が必

要とされる中、プロ作りは難しい課題である。 

 

  ○ これまでの経験から、国際業務は専門化（特化）しているところもあるが、

その領域はかなり広いので、様々なことをこなす必要がある。 

    キャリアパスについては、私学の方がまだ確立していると思う。 

 

  ○ 職員のキャリアパスについて、研究テーマとしている。昨年までの受託事業

の際にも、大学の国際担当スタッフ養成・資質についてテーマとなり、幾つか

の大学を回った。 

    研究者以外のスタッフの役割が重要になってきているにも関わらず、スタッ

フ養成が上手くいっていないのが現状。私立大学は、自校の卒業生が職員とし

て採用されるため、愛校心もあり、やや語弊があるが、潜在的能力が高い。こ

れまでの国立大学は、公務員の世界であり、Ⅲ種で入る職員が多かった。現在

は、高度な大学経営・運営が要求されており、どういう能力アップを図るか、
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職員養成についても考えていただきたい。 

 

  ○ 第３期科学技術基本計画の前段として、論文データ分析調査をしてきた。そ

の結果、日本人と海外の研究者との共同研究は増えている。８０年代の英米独

仏中心から、９０年代以降は、相手国の多様化が進み、中国・旧共産圏・アジ

アが増えている。 

    各大学の国際戦略も同様の傾向ではないか。研究においては、欧米からその

他の地域とのリンクが強くなっている。多くの国が関わるネットワーク化の中

で日本がどういう位置を占めるか。個々の最適化をどうすれば進められるのか、

何が打ち出せるのか。なお、採択大学を合計すると、論文作成数において、日

本全体の３分の１を上回っている。 

    米国研究者から見た日本の研究についての委託調査を行った。その結果、米

国研究者から想定以上に、具体的な日本人研究者名や研究成果について回答が

あった。但し、この結果は、ある一定時期の米国の科学コミュニティにおける

日本人の存在感が高かったことによるもので、米国の調査担当者は最近弱まり

つつあると感じている。米国での日本人研究者が占める割合が減っている。研

究に行く日本人が減っているのではないか。日本人の存在感にある種の翳りが

でてきているのではないか。 

 韓国は、米国における韓国人研究者の存在感を出すために何をするべきかに

取り組んでいる。日本も同様の取組を検討するべきではないか。 

 

  ○ 文科省の審査ＷＧにも参画し、その選定過程に携わった。プロポーザル段階

は、ある意味“厚化粧”的なもの。 

 海外拠点については、その目的等がはっきりしておらず、相手側から軽く見

られているものが多いのではないか。「双方向」と書いているが、実態をしっか

り見ていく必要がある。 

 例えば、国際部門のヘッドに外国人を据えるなどの改革は一義的には効果的

に思われる。しかし、この２０年で、国立大学は、国際交流に努力し向上して

きた地道な積み重ねもある。今回の大学国際戦略本部強化事業の選定は、ある

種のインパクトを与えたと思うが、既存の積み重ねてきた活動や組織との融合

をどう図るかも課題と思う。大学の責任でもあるが、選定者側の重み、本事業

の影響力を考慮して今後運営していく必要がある。 

 

 ５ 今後の事業の進め方について 

   事務局から資料４～６に基づき、採択大学等２０機関の中から、特長的な取組 

  例を説明した後、今後の事業の進め方（ヒアリング、海外調査、成果普及等）に

ついて説明。次のとおり意見交換を行った後、各大学の構想等についての事務局

ヒアリング実施を含めた、事業全体の進め方について了承された。 

 

  △委員長 ◎委員 ■文部科学省 ●事務局 
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      △ ５年間継続ということだが、５年間の中での委員会の進め方はどのようにな

っているのか。 

  ● 資料６において、５か年計画の大枠をお示ししている。委員会の開催は、年

３回程度を考えている。３年目に文部科学省において中間評価を実施する。そ

れまでに中間報告を取りまとめる必要がある。 

    また、各大学は、事業を開始したところであり、平成１７年１２月末までに

国際戦略を策定し、公表することになっている。これにより各大学は目標設定

を明確化し、活動計画を作成し、実行していく。 

  ◎ 前半は、各大学の活動確認となるが、中間報告前に、ＪＳＰＳでは、毎年度

末の報告書の作成は行うのか。 

       ● 受託契約上の報告書は、文部科学省へ年度ごとに提出が必要。まとまったも

のとしては、中間報告（平成１８年度）と最終報告（平成２１年度）を出すこ

とになる。 

  △ 中間評価の結果で、事業を取りやめることはあるのか。 

       ■ 通常、中間評価で事業取りやめにいたることは、あまりない。進捗状況を十

分に把握することが重要だと考えている。 

  △ 構想・計画が“厚化粧”されていて、結局上手くいかないこともありえる。 

         この委員会では、good example や good practice を選び、それによってモデ

ル開発を行っていくのだが、プロジェクトを評価する評価委員会での評価が低

いという場合がある。評価委員会との温度差が生じないように調整を図ってい

く必要がある。 

       ◎ ＪＳＰＳの具体的な体制を確認したい。各大学の活動のチェックだけではな

く、モデル開発、好事例の類型化も行うのか。 

         ヒアリングの実施は、進捗確認になると思うが、中間報告までにＪＳＰＳが

何にどう取り組むのか。 

  ● 中間報告までには各大学からの具体的な形で成果は、まだ現れないと考えて

いる。しかしながら、特色ある取組事例については類型化し、随時発信してい

くことが必要。次年度以降は、ヒアリングだけでなく、サイトビジットも考え

ている。進捗把握しつつ、これらの情報を各大学へフィードバックしていきた

い。 

       ◎ 大学側は「評価」を気にしている。ＪＳＰＳの役割について、明確なメッセ

ージを出す必要がある。 

       ● 資料２のとおり、この委員会の助言を受けながら、ＪＳＰＳが各大学の取組

について助言していく。本会も国際事業を数多く展開しており、大学のために

なる積極的なアドバイスをしたい。良い取組を取り上げ、前向きの助言をして

いきたい。 

  △ 大学のサポーターとしてのメッセージを出す必要がある。 

       ● 現在、日本の大学の国際化評価指標開発をしているが、日本と米国との評価

文化の違いは大きい。日本は一般的にランキング傾向が強い。自らを知り、特

長を生かす評価が根付いていない。 
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       △ 誤解させないためにも、委員会が rating するのではないことをはっきり言

うことが重要。 

  ◎ 平成１７年１２月末に各大学が戦略策定・公表とあるが、取組・好事例は戦

略の後に出てくるものであり、順番が逆ではないか。 

  ● 戦略の大まかな概要は、本来、申請時にできていると認識している。各大学

が一般に公表するために必要な時間として、平成１７年１２月という時期が設

定されている。 

       ● 文部科学省の審査において、好事例となりうるものとして２０大学が採択さ

れているので、これらを最終的に改善・向上させるためのものを考えていく必

要がある。 

       ◎ 他の国において、このようなシステム（「大学国際戦略本部強化事業」）で、

国として国際化に取り組んでいるところはあるのか。 

       △ 国がかりでやっている例は、ほとんどないのではないか。オランダがインド

ネシアの大学に対して行っている例があるが、旧宗主国であり例外的な印象が

ある。但し、留学生獲得施策は、別と考える。 

       ● 大学事務職員の養成については、ＪＳＰＳにおいて、大学から国際業務研修

を受入れている。しかしながら、本務先の大学に戻ると、全く違う部署に配置

されている例が多い。２～３年の人事サイクルの疲弊といえる。 

       △ キャリアパスとしていかに定着させるかが重要。国立大学は、官僚的機構。

私立大学に学ぶべきところがあるのではないか。 

◎ 企画書において、研修制度に触れているものがあるが、研修後について何も

書かれていない。 

  △ 国費留学生は、奨学金や宿舎等を含めて相当な投資を行っているが、その後

のネットワーク化ができていない。 

  ● ＪＳＰＳでは、ＪＳＰＳフェローの同窓会を設け、ネットワーキングに取り

組んでいる。 

       ◎ テロ問題等の世界情勢から、米国での受入れが厳しくなっている状況を勘案

すれば、日本にチャンスがあるのではないか。 

   △ オーストラリアやニュージーランドは、治安面も安定していることもある。 

オーストラリアは、大きな費用をかけて、大学の収入・国益に反映できるよ

う努力している。 

  ● 宿舎は、株式会社立のものを増やす。大学は英語での授業を増やす。といっ

た方法があるのではないか。 

  △ 宿舎は民間からの借り上げや連携の方法もある。 

  ● 自治体との連携により宿舎確保を図っている事例もある。 

   ◎ 京都は、大学コンソーシアム京都が、連帯保証人制度を設けている。 

         △ 先程、米国での日本人の存在感の話があったが、米国の大学の財政面の変化

にも注目すべき。昔は、パートタイムのリサーチアソシエイトとして、日本人

が非常に多く渡米した時代があった。現在の米国は、財政的に弱くなっている

ともいえるのではないか。 
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  ◎ 最近は、米国へ行かなくなっているのではないか。 

  △ 欧州傾向へシフトしている調査結果もある。 

    △ 国費留学生制度、特に、大使館推薦については、きちんと機能しているのか。

受入れ教員との専門のズレ問題が多いが。 

    ■ 平成１８年４月渡日分から制度改善を図っている。受入内諾書等取り付けを

大使館での第１次選考後に変更した。また、来日後の予備教育段階で、専門の

ズレが判明した場合、受入れ大学変更を認めるようにした。 

  △ 国費留学生制度が各国で十分認識されていないのではないか。また、情報提

供窓口も十分に調整されていないのではないか。 

 

         △ 今後、（文部科学省の）評価とスケジュールについて問題がでてくるかもし

れないが、皆様のご意見をいただきながら、進めていきたい。 

        ● 議事要旨は、ホームページにおいて公開する。事務局で議事要旨（案）を作

成後、各委員にご確認をいただきたい。 

第２回は、平成１７年９月頃を予定しているが、改めて日程調整させていた

だく。 




