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平成 18 年 11 月 15 日 於 政策研究大学院大学想海楼ホール 

１）海外事例紹介：Nuffic（オランダ高等教育国際協力機構） 

 
【Patmo Soehirman (Senior Advisor International Marketing Unit/Project-leader Implementation NESO)】 

【要約】 

オランダの大学を海外に紹介し、海外の大学との協力を促進することを主なタスクとしている

Nuffic（オランダ高等教育国際協力機構）では、2000年以降、海外代表事務所を設置・整備を進
めている。これまでの展開は、下記の表のとおりである。 
 
 第１フェーズ 第２フェーズ 

基盤文書 「Knowledge: Take and Give」 「Course on Quality」 

主な目的 オランダ高等教育のプロモーション：中国、

インドネシア、台湾、南アフリカをターゲッ

トとする 

オランダのブランド力の向上（「知識社会オ

ランダ」のイメージの普及・定着） 

量から質へ 

代表事務所 中国・インドネシア・台湾・香港（当初は、

南アフリカの予定であったが、先方の政府の

許可を得られなかった） 

香港を閉鎖（中国事務所に統合） 

ベトナム、メキシコ、ロシア、ブラジル、イ

ンド、タイ、マレーシアに新設 

既存の４→１０へ 

各事務所共通のガイドラインを作成し、運営

資金 教育省２／３、大学１／３ 

大学にオーナーシップを持たせるため、「パ

ートナーシップ・モデル」を採用 

教育省１００％ 

→「パートナーシップ・モデル」の廃止 

各大学に対する有償サービスの提供 

プログラム委

員会（各大学も

参加）の役割 

意思決定機関: 企画・予算編成など、NESO プ

ログラムの管理運営担う 

諮問機関：年３～４回のミーティングでプロ

グラムの内容に関して、意見交換を行う 

アプローチ 国別アプローチ グローバルアプローチ 

評価 自己評価（モニタリングとオーディット）と

外部評価（CHEPS：高等教育政策研究センタ

ー）によるプログラム評価 

 

成果 ４０機関が参加 

中国・台湾・インドネシアの留学生が増加 

大学間の協力も拡大 

 

 

今後の課題として、国際レベルでは、①世界規模での競争の進展、②ターゲット国における高

等教育のキャパシティの拡大、③遠隔教育・フランチャイズ・オフショアなどオルタナティブな

国際教育提供の拡大、④批判的消費者(Critical Consumer)としての学生、国レベルでは、①需要と
供給のミスマッチ、②各高等教育機関の留学生受入れに関するキャパシティが不十分であること、

③外国で取得した資格や学位などの評価・承認の問題、④留学生受入れインフラの未整備、⑤学

費の上昇、⑥査証・移民等の手続き、⑦ブランド力の弱さ、などの問題にどう対処していくかと

いうことがある。 

とりわけ、国としてのブランド力の向上については、「学生は通常、大学を選んで国を決めるの

ではなく、国を選んでから大学を選んでいるため、オランダという国自体が知識社会として認知

されている必要がある」という認識のもと、重点項目とされている。 

 また、国としてのアプローチに加え、EUとしての活動にも参加しており、英(British Council)、
独(DAAD)、仏(EduFrance)と共同で、EHEF Asia（欧州高等教育フェア）をタイにおいて開催して
いる。 
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Nuffic（オランダ高等教育国際協力機構）について
欧州の北部に位置する小国（国土が狭く、人口密度が高い）オ

ランダに、1952年に設立された。当初は、大学によって設立され
たが、現在は、政府系独立機関として活動を行っている。ハーグ

に本部を置き、現在、５つの国・地域（インドネシア、中国、台

湾、ベトナム、メキシコ）に海外拠点（代表事務所）を有してい

る。（事務所の規模は、ニーズ、税金面などを考慮した上で決定） 
主なタスクは、オランダの大学を海外に紹介し、海外の大学と

の協力を促進することであり、①高等教育の国際化、②開発協力、

③資格や学位（学習の成果）の評価・承認、④オランダ高等教育

の国際的マーケティングを、主な活動領域としている。その中心

となるのは、開発協力であり、予算の 80％が投入されている（日
本の JICAと同じような活動を行っている）。その活動資金は、教
育省、外務省、EUなどによって賄われている。

Patmo, Soehirman氏(Nuffic) 

 
NESO（オランダ教育サポートオフィス）：海外代表事務所 
（１）第１フェーズ 

2000年、知識の共有化・国際化を目指し、協力を進めていくことを謳った教育省による政策文
書 Knowledge: Take and Give（『知識－テイク・アンド・ギブ』）を契機として、設置が進められる。 
主な目的を、オランダの高等教育のプロモーションに置き、中国、インドネシア、台湾、南ア

フリカの４カ国をターゲット国とした。代表事務所設置に際しても、この４カ国で準備が進めら

れたが、南アフリカについては、先方政府の頭脳流出（Brain Drain）への懸念もあり、承認が降
りず、断念する結果となった。代わりに、香港に設置した。 
その資金は、教育省が２／３、高等教育機関が１／３をそれぞれ分担した。「パートナーシップ・

モデル」と称されるこの方式を採用した背景には、大学にオーナーシップを持たせるという意図

があった。また、参加大学には、政府系の奨学金プログラムである DELTAフェローシップ・プロ
グラムへの参加が認められるなどのメリットがあった。 
プログラムの方針について決定を行う機関としては、プログラム委員会が設置されている。こ

の委員会には、大学からも代表が参加しており、企画・予算編成など、NESO プログラムの管理
運営を担っていた。 
第１フェーズの成果としては、40の高等教育機関が参加したこと、大学間の協力が進展したこ

と、中国・インドネシア・台湾からの留学生（特に、私費留学生）が増えたことなどがある。 
 プログラムの評価として、2003年、自己評価（モニタリングとオーディット）と、CHEPS（高
等教育政策研究センター）による外部評価（プログラム評価）が実施されている。 
 
（２）第２フェーズ 
第１フェーズ終了時のポジティブな評価を受け、2004年に、新たな政策「Course on quality」（『質
への道』）が策定された。新たにスタートした第２フェーズでは、次の７点が変更された。 

 
① パートナーシップ・モデルの廃止（政府がすべての予算を賄う） 
② プログラム委員会の役割の変化（意思決定機関→諮問機関：年３～４回のミーティング 
でプログラムの内容に関して、意見交換を行うのみ） 

③ 現在の代表事務所の整理統合（香港オフィスの閉鎖：中国オフィスとの統合） 
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④ 量から質への転換（外国人留学生の受け入れにおける各高等機関のキャパシティの限界） 
⑤ 各国別のアプローチからグローバルなアプローチへの転換 
⑥ （パートナーシップ・モデルの廃止に伴い）高等教育機関に対するテーラーメイドの有
償サービスの提供（非営利の原則に基づく提供となるため、実費のみ） 

⑦ NESOオフィスの増設（フェーズ終了時までに既存の４→10ヶ所へ：ベトナム、メキシ
コ、ロシア、ブラジル、インド、タイ、マレーシアに設置予定） 

 
 第２フェーズの目的は、オランダ・ブランドの認知度の向上（「知識社会オランダ」のイメージ

の普及・定着）にあり、①ブランドの認知度はどうあがったか、②学生・教職員のモビリティの

増大、③大学間協力の増大などが、成果指標として設定されている。ブランディングを最重要項

目として掲げた背景には、「学生は通常、大学を選んで国を決めるのではなく、国を選んでから大

学を選んでいるため、オランダという国自体が知識社会として認知されている必要がある」とい

う現状に対する認識がある。 

主な活動としては、①一般的な情報提供活動（プロモーション）、②機関間連携の推進（オラン

ダの大学と代表事務所を設置している国の大学）、③市場分析（学生への情報提供を行う一方、私

費留学生を受け入れたいという大学に対しても情報提供を行う）、④メディアコミュニケーション

（フェアへの参加、広告）、⑤各高等教育機関に対する個別サービスの有償提供（各専攻の市場分

析など）、⑥コーポレートコミュニケーションなどを行っている。 

 その対象は、学生、高等教育機関及びその職員、メディア、行政機関、産業界などその他のス

テークホルダーである。近年は、産業との協力も増えつつあり、国際的な企業との協力関係を持

つことで、成果も生まれている。（たとえば、台湾で活動しているオランダの国際的な企業に奨学

金を出してもらい、留学生を支援することにより、高等教育機関には台湾人留学生が増えるとい

うメリット、企業には台湾人「知蘭家」を育成し、在台オランダ企業等で採用するというメリッ

トを生んでいる。） 

運営については、バック・オフィスをハーグに置いた上で、各事務所共通の運営ガイドライン

を作成して実施している。指標の設定及びオンラインベースの報告ツールの構築を行い、アウト

カム・ベース、成果ベースで運営している。 

新フェーズでは、大学は運営費を払っていないため、説明責任は、政府に対してのみ発生する。 

 

今後の課題 

海外事務所を設置する上での課題として、①世界規模での競争の進展、②ターゲット国におけ

る高等教育キャパシティの拡大（たとえば、中国人はこれまでほど留学しなくなっている）、③遠

隔教育・フランチャイズ・オフショアなどオルタナティブなトランスナショナル教育の拡大（こ

れまでトランスナショナル教育を受入れてきたマレーシアやシンガポールはより積極的に、これ

まで受入れてこなかったタイ、南アフリカも参入）、④批判的消費者としての学生（ランキング、

コストなどを比較している）について検討すること、などがある。 

国レベルの課題としては、需要と供給のミスマッチ（市場の変化の速さに比して、大学の変化

のスピードが遅い⇒コースの新設などについて外国人学生の需要を考慮していく必要がある）、各

高等教育機関の受け入れに関するキャパシティが不十分であること（質を追求する方針のもと、

院生の数を増やす）、外国で取得した資格や学位などの評価・承認の問題、留学生インフラの未整

備（ハウジングなど）、学費の上昇（他国の状況の検討の必要性）、査証・移民等の手続き、ブラ

ンド力の弱さなどの克服・改善が、挙げられている。 

受け入れについての議論が行われる一方、送り出しについても議論されている。これらは、労
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働力の国際的な競争を意識したもので、キャリアの国際化（留学経験を持つことにより、労働市

場における競争力をもつ）を目的としている。具体的には、送り出し学生を２倍にするという目

標が掲げ、奨学金の提供などを通じて支援している。 

 
EHEF Asiaについて→EUの大学の国際化 
アメリカやオーストラリアなどとの競争を意識し、欧州として競うために欧州委員会が展開し

ているもので、Nufficのほか、EduFrance、British Council、DAADの４機関が参加している。NESO
が１大学よりもオール・オランダでという試みであるのに対し、EHEFは１国よりも EUでという
試み。2004 年に、EU の資金を活用して、タイのバンコクにおいて、共同でフェアを実施した。
その目的は、EUアジア・リンク・プログラムの支援及びその成果（知識・経験）の蓄積・活用、
アジアの学生に対するマーケティング（EUをファーストチョイスとして考えてもらえるように）
などに置いており、アジア・リンク・シンポジウムの実施、マッチメーキング（共通の教育プロ

グラムなどについての欧州の大学とアジアの大学の「お見合い」）、教育フェアの共催などの活動

を行っている。バンコクでの成功を踏まえ、今後、インド、マレーシア、中国、ベトナム、フィ

リピン、インドネシアでも実施を予定している。 
 
質疑応答 

 オランダのWTO/GATS交渉への対応は？  
→個人的には、教育をサービスとして商品のように扱うことについて、疑問をもっている。

今後の展望については、現状から大きく変わることはないのではないか。交渉の様子見を

している部分もあるが、我々としては、現在までやってきたことを淡々と、粛々と行って

いる。 
 Nufficは、大学がＥラーニングの学生数を増やす方策などをとっているか？ 
→何も行っていない。各大学の領域、と考えている。構想として E-Learning を掲げている大
学はあるが、まだ、さほど進んでいない。（同上） 

 教育省に対する説明責任を持っているということだが、消費者としての学生、大学など他の
クライアントに対する責任についてどう考えているか？  
→説明責任は、資金提供者に対して持つものであるため、教育省に対しては、説明責任が生

じるが、第２フェーズでは資金提供を受けていない大学には、直接的な説明責任はない。 
大学とは、意見交換を行い、そこで出された苦情にこたえる努力をする、希望する大学に

サービスを提供する、大学の海外（国際）活動のガイドラインとして行動規範を設ける（こ

れに反する行動をとった場合、２年間プログラムに参加できないなどの罰則規定あり）、な

どを通じて、関係を構築している。一方、学生に対しては、情報提供を行っている。

 アジア諸国の留学生を受け入れる際、学生の水準のばらつき
の問題が見られる。（優秀な学生を獲得することは、有名大学

では可能であっても、それ以外では難しい。）最低限の水準、

受入の水準をキープするための方策は？  
→学生の質は、非常に難しい問題である。Nufficは、直接その
ような作業に関わっておらず、各大学が、それぞれいろい

ろな基準を設け、判断している。オランダでは、基本的に、

英語の水準が最低限保障されていることを求めている。

 
 

会場の様子 
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しかし、実際には、量ではなく質の重視をと政府が言っても、中程度以下の水準の大学では、

もっと学生がほしいというところもある。質が担保できない水準まで学生を受け入れてはなら

ないというスタンスのもと、一定の質を満たさない学生を受け入れることは行動規範に違反す

るもの（学生選抜を注意深く行うべきであったという点において）として処罰の対象ともなる。

Nufficとしては、Nufficが持つデータベース（各国の教育水準、資格に関するもの）を活用し、
大学レベルではカバーしきれない各国の状況など、学生選抜に資する情報の提供を通じて、各

大学を支援している。 
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セッション１：「海外拠点」 

 

【長崎大学：片峰茂（国際連携研究戦略本部長・教授）】 

 

長崎大学は、熱帯と感染症という特色ある分野に特化するという方針を定め、ベトナムとケニ

アに拠点を設置し、事業展開を行っている。このプロジェクトについては、JICA的なミッション・
オリエンティッドな形（期間を区切り、明確な目標を設定してプロジェクトを実行する）を採用

しており、現地に拠点を作った上で、これまでの蓄積をベースとしながら、現地スタッフと交流・

協力して、プロジェクトを進めている。 
海外拠点があることの利点として、常駐型の拠点を持つことにより、パートナーとの間に相互

信頼を醸成し、長期的・恒常的協力関係を構築することができること（研究分野の特質上、現地

に根付いて研究を行っていることが重要）、現地で得られた成果を国内に還元することができるこ

と、さらには人材育成の拠点としても活用できることなどがある。 
海外事業を進める中で、戦略本部は、①新たに規則を設定することで（拠点規則・拠点勤務職

員の給与規定）、「赴任」を可能にしたこと、②有期雇用職員就業規則を策定した結果、tenuredと
同じ給与表に基づいて給与算定が可能になったこと（年俸制などについても考慮しているが、ま

だ完全実施には至っていない）、③運営管理マニュアルなどのプロジェクト文書を作成し、支援体

制を整備したこと、④税金の問題の克服（租税・関税など、外務省関係プロジェクトでは問題に

ならないことでも、文科省関係プロジェクトでは煩雑な問題が生じる）、などを実施した。 
 運営管理マニュアルは、海外の専門家による助言に基づいて作成した。（苦労話も含め）活動に

ついてのファイリングを行い、関係機関との関係・協定などの整理を行うことで、次への展開の

基礎とした。 
国際事業を展開していくうえでの課題として、資金源が多様化する中で個別に対応していくこ

と（報告書の作成などにおいて要求が多い JICAなどにどう対応していくか）、機動性の高い組織
を学内に構築していくこと、などがあるが、これらを克服する術として、ノウハウを持ったコン

サルタントと共同でプロジェクトを受託することなども検討している。 
 

【独立行政法人日本学術振興会：竹田誠之（サンフランシスコ研究連絡センター長）】 

 

2003 年５月に設置されたＪＳＰＳサンフランシスコ研究連絡センターは、トップレベルの大
学・研究機関が集まる地域に位置することもあり、学術機関や研究者との密接なネットワークを

構築すべく活動を行っている。 
主な活動としては、①現地の大学・研究者とのネットワーク構築、②学術シンポジウムの開催

（各大学のサポートも）、③日本の大学などのアメリカでの活動の支援（JUNBA などを通じて）、
④在米日本人研究者のネットワーク構築、⑤フェローシップ：外国人特別研究員（欧米・短期）

などの窓口活動、⑥英文ニューズレターの発行などがある。 
 上記のような活動を進める中、JSPSのサンフランシスコ研究連絡センターが事務局となり、新
たに JUNBA（Japanese University Network in the Bay Area：サンフランシスコ・ベイエリア大学間
連携ネットワーク）と呼ばれるネットワークを構築した。その目的を、日本の大学としてネット

ワークを構築することにより、プレゼンスを高めることに置き、「競争的な環境の中で自他共栄」

という競争的協調の理念のもとで活動を行っている。 
主な活動内容は、活動の企画・立案などについて検討する理事会及びセミナーの開催であるが、
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日本の大学のトップと米国の産学のトップによるシンポジウムの開催なども予定している。 
今後の課題として、①活動範囲の拡大の検討（オレゴンの早稲田、ニューヨークの慶応なども

参加を希望している）、②情報収集・発信能力の向上、③仕事の進め方におけるスタイルの違いの

調整・克服（日－米間、日本人間）などがあるが、センターの役割として、各大学の拠点間の調

整を行い、拠点ではできないことをサポートしていくことが重要ではないかと考えている 
 

質疑応答

 サンフランシスコのセンターについて、非常に活動的であると
の印象を持ったが、ＪＳＰＳ全体との兼ね合いは？また、他の

地域での状況は？  

→＜竹田＞ほかのセンターがサンフランシスコのような活動を
行っているか、ということであれば、それは NO である。そ
れぞれのセンターは、場所にあった活動を行っている。（ボン

は、OB組織の協力を得て活動しているが、サンフランシスコ
ではそれをのぞめない。ワシントンは、政策対応型の活動で

あるが、サンフランシスコは、マーケットを開拓する活動を

行っていく）。サンフランシスコ的な活動をするとするならば、

大学の拠点がたくさんある北京では可能なのではないか（例

えば、ストックホルムには大学の拠点がないのでこうした活

動は難しい）。北京では、すでに定期的な情報交換を行ってい

るので、やがて、JUNBAのような組織に発展していくのでは？

左から、片峰氏（長崎大学）、
竹田氏（JSPS） 

 海外で活動することを想定していない大学のシステムが課題ということであったが、このこと
について、もう少し詳細に。 

→＜片峰＞すべての面にわたる。特に、人事面。大学の人事評価は、通常、論文数や教育であ

るが、それとは違う観点からリクルートしてくる必要がある。次に、給与面。また、迅速か

つ機能的な行動が必要。たとえば、旅費の問題など。この部分だけでもアウトソーシングで

きないかと打診したが、ダブルスタンダードなどにはできないということであった。こうし

た中では、個人の裁量力が非常に重要になってくるのでは。ここの部分のシステムの整備を

早くしてほしい。 

 日本語で日本法を教える拠点（モンゴル、ウズベキスタン）をつくっているが、①現地で採用
する現地の教員を雇用することできない（謝金として対応）、②海外で物品を調達する際に障

害がある、③法人の名で銀行口座が開けない、などの問題があるが、どのように対処している

か？ 

→＜片峰＞法律の許す範囲内で、現地の中で現地に必要な人材として雇用するなどの形で対処

している。リソースの使い勝手は、問題。 

 個人の情熱で行っていた時代から、大学が組織としてサポートできる時代、機関のプロジェク
トを「受託する」という時代になってきた。それぞれのテリトリーを越えて、必要と思われる

ことについて、提言してほしい。また、そうした活動を行っていくには、どういう組織が必要

か、人が必要か？ 

→＜竹田＞シリコンバレーは、どこかの下請けをして、ということはない。JUNBA は、拠点
を持つ大学のネットワークであり、それぞれに活動しながら、協力し合う。各大学の拠点は、

県人会、地元自治体、各大学・JSPS がもつネットワークなどと協力して活動している。 
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→＜片峰＞要望はたくさんある。使い勝手の良いシステムにしてもらいたい。特に、リソース

については、年度繰越などをできるようにしてほしい。また、国際協力のためのアカデミズ

ムの拠点を JICA などが作っていることの影響は非常に大きい。こうしたしくみを、構築し
てもらいたい（省庁レベルを超えて、実施してもらいたい）。
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セッション２：「職員養成」 

 

【東京大学：武内和彦（国際連携本部長・教授）】 

 

 東京大学では、「世界最高水準の教育研究を支える事務組織の構築、人材の養成確保」を目標と

して掲げ、①学問の中身を理解しつつ、事務処理も行うことができるアカデミックスタッフ、②

戦略的に事務組織の運営を考えていくことのできるマネジメントスタッフ、③国際化など、専門

特化した業務を担うことができるスペシャリスト、というプロフェッショナルな職員の育成を進

めている 

 また、最近の動向として、新たに、職員の独自採用を始めた。その結果、意識・意欲の高い職

員が増えている。こうした人材のキャリアについては、まず、幅広く組織を経験してもらい、ゆ

くゆくは特定の部署において専門性を持って長く業務に当たってもらう、というようなイメージ

を持っている。業務を固定化することの弊害も想定されるが、各専門職にグレードを設け、グレ

ードに応じて、職務や責任が異なる、というようなシステムを作り、これを克服していきたいと

考えている。また、能力開発のために、放送大学、大学院教育学研究科（大学経営・政策コース）、

外国語コース（英語だけでなくアジア言語も）などを活用した研修も進めていく予定である。 

 東京大学では、国際化推進計画の４つの重点項目のひとつとして、内なる国際化を推進するハ

ード・ソフトのインフラ整備を挙げ、学内組織（本部－部局間など）の有機的な協同体制の強化・

発展、海外派遣研修などを通じた国際業務担当職員の育成と能力向上（派遣の目的化・戦略化を

すすめる）、各種文書の多言語化対応（日・英・中に加え、韓版も準備）などを通じて、これを推

進している。 

 また、国際キャンパスとして整備している柏キャンパスをモデルとして開発を進め、全学に広

げていくというような試みも計画しており、教員と事務職員が協働するモデルケースとして開設

を進めている柏 International Office（現在は、予備的段階の IO 推進室）などが、その具体例であ
る。 
 

【神戸大学：奥西孝至（国際交流推進本部副本部長・教授）】 

 

 神戸大学では、標準化と特色化の二つを国際化の柱としている。この中で、職員養成は、標準

化（能力の向上）の側面と考えている。 

国際戦略を進めていく上で、国際連携を機動的に推進するための組織改革を行っていくこと、

それを機能的に運用していくこと、それを運用するための人材を養成していくことは、各大学に

共通する課題である。神戸大学にとっても、自らがおかれている立場の中でどのようなことがで

きるかを考え、目標達成のために、限られたリソースを活用して、組織改革と人材養成などを進

めていくことは課題である。 

こうした課題を克服するために、組織改革として、教員と職員の協力体制の構築、業務の見直

し、内部人材の登用制度の構築とキャリアプランの確立、外部人材の登用、国際業務能力を備え

た人材の広範な育成、専門性の高い職員の養成、他大学との連携（とりわけ、関西における職員

養成の拠点として活動していくことを視野に入れた、京阪神圏の大学との連携）を進めている。 

 さらに、人事制度の改革として、①推進本部・留学生課における外部人材の採用、②外部アド

バイザー（海外の大学関係者や国内外資系企業役員）の招聘、③年棒制の導入などを行ったほか、

内部人材の登用制度についても、人事部と調整しながら進めている。こうした新しい取り組みは、
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課長採用試験や年棒制の導入などの形で、他部署にも広がっている。 

 神戸大学では、広範な人材の養成を目的とする担当職員養成研修と、専門性を備えた人材の養

成を目的とする専門職員養成研修の二つを国際業務研修の柱としている（前者は、留学生とかか

わりをもつ諸部局の職員を、後者は国際部に配属されている職員を、それぞれ対象としている）。

これは、推進本部が企画運営し、人事部が実施している。さらに、もうひとつの柱として、E ラ
ーニングによる自己研修システムも構築している。 
 上記の研修後、担当職員養成研修を受けた職員は、外国人研究者担当・留学生担当として各部

局の総務係・教務係において、専門職員養成研修を受けた職員は、専門職として国際部の国際企

画課や留学生課において、業務に当たっている。また、近年では、専門性の高い人材の採用とい

う観点から、国際部などの専門職については、修士号や博士号を持つ人材を採用する方針を採っ

ている。現在は、外部人材を登用している国際交流コーディネーターについても、今後は、内部

登用できるようなシステムを構築していくことを考えている。さらに、このルートを通らなくて

は、管理職として登用しない、などの措置も考えている。 

 今後は、教職員一体型の組織体制の確立をいっそう進めていきたい。そのためには、研修を可

能にする支援体制の整備（アウトソーシング人材の登用）、養成された職員を効果的配置（どのよ

うに配置するかを決めること）、内部登用された人材のキャリアプラン形成、欧米とは異なる第三

の道（神戸大学独自の教育理念）の追求、関西圏の国立・私立大学との連携、関係部署の組織改

編の実施、などを継続して進めていくことなどが課題である。 

 

質疑応答

 職員養成プログラムの具体的なアクションプランを聞かせてほ
しい。 

→＜武内＞今後行っていきたいこととして、海外研修などこれ

までやってきたこととキャリアパスの新たな展開等今後やっ

ていきたいこととをつなぐような新しいプログラムの実施、

（短期語学留学などでは業務実施には不十分であることか

ら）少なくとも学長の海外訪問に随行し、メモを取り、学内

にフィードバックするようなことができるような研修システ

ムの構築、実践能力の高い職員をもつシンガポール国立大学

との職員交流・研修、などがある。

左から、奥西氏（神戸大学）、

武内氏（東京大学） 

 国際職員養成については、一大学の試みでは限界があり、私立も含めて大学が連携して職員
養成を行っていくことは必要なステップである。神戸大学が、京阪神の大学と行っている協

力について、具体的な活動があれば教えてほしい。 

→＜奥西＞（教育特化型で行っている立命館、研究もやっている神戸など、それぞれの特色

を踏まえたうえで）事務組織の共通化による研修の実施などを計画しているが、着手した

ばかりであり、現在具体案については検討中。 

 学内公募の実践は、所属長の承認を得て行っているのか？ 
→＜奥西＞部局の協力なしに進めることはできないため、部局の認可に基づく形での実施を

予定している（来年度より）。 

→＜武内＞部局の抵抗が少なくない。これまでに、北京オフィスのスタッフを、学内公募で

行った事例などがある。この件については、常勤、非常勤の問題もある。事務職員の削減

に際しては、効率化を図るのではなく、常勤を非常勤に代えて雇用することで対応してき
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た。非常勤の中には、常勤よりも優秀であるものも少なくない（能力と給料の問題）。優秀

な非常勤職員に正規雇用の道を拓くことも考えていかなくてはならないのではないか。 
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全体まとめ 

 

【山本眞一（広島大学高等教育研究開発センター・教授、（独）日本学術振興会大学国際化戦略委

員会委員】 

 

今回のシンポジウムを総括すると、次の三点になる。 

① 「海外拠点」「職員養成」という具体的なテーマを設定することで、議論も具体的なものとな
った。 

② その結果、海外においては、情報収集や交流といったことだけでなく、積極的に出て行くこ
と、すなわちプラスアルファが求められている。

③ 職員については、そのあり方そのものが問われているが、国際
化はこうした問題が先鋭的に表れるものである。国際化は、大

学職員のあり方全般について考える上でもよいきっかけとな

ったのではないか。海外の事情をただ知るということではなく、

ごく普通の大学が積極的に海外で活動を行う時代における国

際戦略を考えなければならない。 

 
山本氏（広島大学） 
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