
 

大学国際化戦略委員会（第４回）議事要旨 

 

 

日 時  平成１８年１２月２０日（水）１０：３０～１２：００ 

 

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、馬越委員、桑原委員、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》 

  加藤国際交流官、渡辺国際交流推進官 

《高等教育局》 

 田口国際企画室長 

【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、松尾国際事業部長、太田調査研究アドバイザ

ー、清浦研究協力第一課長 

 《社団法人科学技術国際交流センター》 

  岩崎専務理事 

 

《議事次第》 

議 事   

１ 文部科学省「大学国際戦略本部強化事業」の中間評価の実施方針について 

２ 大学国際化に関する日本学術振興会の取組について 

（１） 日本学術振興会の大学国際化支援 

（２） 平成１８年度公開シンポジウムの実施状況について（H18.11.15開催） 

（３）大学戦略本部強化事業Webサイト内容紹介 

３ 大学の国際化に関する調査研究の成果について 

４ 中間報告書の作成の基本的考え方について（案） 

 ５ その他 

（１）ＯＥＣＤ／ＳＦＲＩの活動について 

（２）『学術月報』平成１９年１月号の紹介 

 

配付資料 

 資料１   大学国際化戦略委員会（第３回）議事要旨【H18.4.13 開催】 

資料２   文部科学省「大学国際戦略本部強化事業」の中間評価の 

      実施方針について 
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 資料３   独立行政法人日本学術振興会の大学国際化支援 

 資料４－１ 平成１８年度公開シンポジウム 

『大学の国際戦略 ～「海外拠点」と「職員養成」～』報告（暫定版） 

 資料４－２ 同シンポジウム 参加者アンケート結果 

 資料５   大学国際戦略本部強化事業Webサイト内容紹介 

 資料６－１ 全国四年制大学の国際化と留学交流に関する調査報告 

 資料６－２ 国公私立区分 国際化・国際活動に関する実施校数と実施率 他 

 資料７   大学国際戦略本部強化事業JSPS中間報告書作成の基本的考え方 

について 

 資料８   OECD科学技術政策委員会 科学技術人材問題等専門家会合（SFRI） 

       研究者の国際流動性に関するワークショップについて 

 資料９   （独）日本学術振興会発行『学術月報』平成１９年１月号 

「大学の国際戦略」を特集します。 

 

《議事概要》 

進行上の都合により、議事１と議事２の順番を入れ替れた。 

 

１ 大学国際化に関する日本学術振興会の取組について 

  事務局から資料３に基づき、日本学術振興会の大学国際化支援に関する取組につい

ての体制整備、ＪＳＰＳ海外研究連絡センターの活動等について説明した。 

引き続き、資料４－１及び２に基づき、平成１８年度公開シンポジウム『大学の国

際戦略 ～「海外拠点」と「職員養成」～』（平成１８年１１月１５日開催）の実施概

要を説明し、参加者の９３％から好評を得たことが紹介された。併せて、資料５に基

づき、大学国際戦略本部強化事業Webサイトの内容構成をし、採択機関からの取組事

例を随時提供していることを紹介した。 

なお、公開シンポジウムの司会を務められた山本委員から、「職員養成」における東

京大学の取組は、大学の本来業務である教育研究を支える組織つくり及びそのための

人材養成としての職員の資質向上を主眼においている点が他とは異なること。今回の

まとめとしては、①設定テーマが具体的であったこと。②“組織型・発信型”の取組、

特に、発信型へ向けての議論が深まったこと。③人材養成については、多くの職員が

国際化に対して色々な意味でかかわれるような方策が必要であること。の３点になる

が、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

ばならないという強い印象を持った旨の補足説明があった。 

 

２ 文部科学省「大学国際戦略本部強化事業」の中間評価の実施方針について 

   文部科学省加藤国際交流官から、資料２に基づき、文部科学省が実施する採択２年

経過後に行う各採択機関に対する中間評価の実施方針について説明があった。 

   なお、評価体制は、文部科学省科学技術・学術審議会の下に設置されている国際委

員会が主体となり、平成１９年３月を目処に中間評価のためのワーキング・グループ

を設置する予定であること。各採択機関から平成１９年４月３０日までに提出される
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進捗報告書とともに、ＪＳＰＳが作成する中間報告書を参考にしつつ、５月～７月に

かけて検討する。 

   また、採択機関からのヒアリング等を行った上で、文部科学省国際委員会としての

中間評価を決定し、平成１９年７月に公表するものとする。 

 

３ 大学の国際化に関する調査研究の成果について 

   太田ＪＳＰＳ調査研究アドザイザーから、資料６－１及び６－２に基づき、太田ア

ドバイザーが参画していた2003-05 年度文部科学省科学研究費補助金（基盤研究Ｂ）

「日米豪の留学交流戦略の実態分析と中国の動向－来るべき日本の留学交流戦略の構

築－」（研究代表者：一橋大学教授 横田雅弘）による調査報告が行われた。主な説明

事項は、次のとおり。 

 

  ・ （スライド２）全４年制大学７１７校を対象とする質問紙調査を行い、有効回答

３６２校（国立大６５、公立大４９、私立大２４６、不明２）のうち２４校から回

答があった。 

・ 国際化・国際活動に関する質問項目は、資料６－２の表１に示す４０項目であり、

各項目に対する実施校数・実施率を国公私立大別に示している。太字の項目は、大

学国際戦略本部強化事業に関連すると思われる項目である。 

・ 資料６－１では、４０項目のうち本事業に関係し、重要と思われるいくつかにつ

いて、主として大学の重要度に関する認識を表したものである。 

・ （スライド３）国際化・国際活動に関する全４０項目に対する実施度数を４区分

し、国公私立大別に集約したところ、著しく差が見られた。２０項目以上実施して

いると回答があったのは、国立大：約３０％、私立大：８．２％、公立大が０（ゼ

ロ）％であった。

・ （スライド４）国際化・国際活動の実施度は、留学生率ではなく、留学生数及び

学生総数や創立年との相関が強かった。旗艦大学は、学生総数、留学生数、創立年

と相関が強く、よって、これらの大学は国際化・国際活動の展開に有利な属性要因

を有しているといえる。また、このことは国際化・国際活動をめぐる大学の階層化

も示している。 

・ （スライド５）国際化・国際活動のためのビジョンやミッションについては、重

要である（「少し重要」と「大変重要」の合計）と考えているのは、約８割であった。

特に、旗艦大学では、９２％が「大変重要」と回答した。一方、旗艦大学以外では

５３％で両者には大きな差があった。全体的に重要度が高い割には、実際に、ビジ

ョンやミッションを持っている大学は、全体の２０％にとどまった。 

・ （スライド６）国際戦略本部に近い全学的推進組織の設置については、「大変重

要である」とする割合は、国立大では７６％であったが、旗艦大学においては８３％

とさらに高い値であった。しかし、全体的に実施度は低く、重要度とのギャップが

大きかった。 

・ （スライド７）国際化に関する評価制度・体制については、実施度が全体的に低

く、国立大２２％、公立大６％、私立大４％で、旗艦大学でも２６％であった。と
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ころが重要度は全体的に高く、旗艦大学では全てが重要と捉えていた。 

・ （スライド８）国際交流専門職の育成については、全体でわずか１８校（旗艦大

学でも４校のみ）が実施していると回答した。しかし、重要度においては、９割近

くの国立大が重要と回答しており、旗艦大学においても８７％であった。 

・ （スライド９）国際交流専門職の育成（キャリアパスの確立）の重要度について

は、留学生数との相関があった。留学生受入れ数が５０人以上の大学では、７割が

重要と考えており、３００人を超えると、９割の大学が重要と考えている。この留

学生数“３００人”という数字は、他の項目を含めて、日本の大学の国際化におけ

る一つのメルクマールになるのではないかと感じている。 

また、表中にはないが、国際交流担当職員の数については、１～８人で全体の８

割に上った。留学生受入れ数で見た場合は、５０人以上３００人未満では約半数の

大学が３～５人を擁し、それが３００人を超えると、６人以上の担当者を要する大

学が６５％に達した。 

加えて、国際交流担当職員に関して、外国語に堪能な職員の有無を聞いたところ、

英語に関しては、全くいないという回答が２５％もあり、１人が２８％、２人と３

人が同率の１４％であった。すなわち４分の１の大学では英語でさえも対応できて

いないということである。これについては、さらにデータを詳しく見てみる必要が

あるが、留学生受入れ無しの大学が相当数あったことも影響しているかと思われる。 

なお、中国語は、全体の約３割の大学で、韓国語は約１割の大学で堪能な職員が

いるとの回答があった。

・ （スライド１０）外国人職員を採用しているのは、国立大で１３％、私立大１８％

程度で、公立大では１校（２％）しかなく、旗艦大学でも１５％であった。国立大

学の外国人職員については、詳細を調べる必要があるが、ほとんどは非常勤や嘱託

採用であり、正規職員ではないと思われる。これは、その理由は、国立大学職員採

用統一試験（国立大学協会実施）では、永住者等の国内での活動に制限のない在留

資格を持たない限り、受験資格がないとなっているためである。私たちの研究報告

書の中では、この要件は、早期に撤廃されなければならないと提言している。留学

生数の受入れ数と外国人職員採用の重要度は相関しており、留学生が３００人以上

になると、７３％の大学が重要と考えていた。日本で学ぶ留学生の卒業後の就職先

の一つとして、大学が職員として採用するという道も開かなければならないであろ

う。

・ （スライド１１）日本の大学全体としては、国際化・国際活動における理念の欠

如、全学的推進組織欠如が指摘される。しかしながら、国立大や旗艦大学では、理

念を構築し、国際戦略本部等の全学的推進組織課の下で国際化に取り組む大学が半

数近くに達している。一方、国際化・国際活動に関する評価制度・体制は旗艦大学

を含め整備されていない。国際交流担当職員の専門職化は、重要度は高いが実施度

が低く、未だ検討段階であるといえる。外国人職員の採用については、一部の留学

生が多い大学を除いて、ほとんど考慮されていない。 
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４ 中間報告書の作成の基本的考え方について（案） 

   事務局から、資料７－参考に基づき、これまでの委員会及びシンポジウムでの委員

等からのご意見・ご提言を紹介した後、資料７に基づきＪＳＰＳ中間報告書作成の基

本的考え方（案）を次のとおり説明した。 

・ ＪＳＰＳ中間報告書の位置づけは、好事例分析報告書であること。文部科学省が

実施する中間評価に際しての「参考資料」となる。また、ＪＳＰＳ中間報告書は広

く公開して、我が国の大学の取組の参考に資する。 

・ 好事例抽出に当たっては、機関ごとの分析ではなく、９つの横軸を設定し、分析

を行うこと。採択２０機関あるいは２０機関以外でも参考になるものを紹介してい

く。 

・ 個々の機関の好事例だけではなく、大学間の連携による取組や国レベルでの必要

とされる支援等についての提言を含めるものとする。 

 

その後、議事３も踏まえて、意見交換を行った。 

 

（△：委員長 ◎：委員 ■：文部科学省 ●：事務局） 

 

◎ 資料６－２の国際化・国際活動に関する実施状況を見ると、全般的に、国立大学は、

私立大学及び公立大学に比べて実施していることが多いようである。しかし、よく見

ると、国立と私立とそれほど差がないもの、あるいは、私立の方が高いものがある。 

この辺りを見ると今後の国際化戦略ために必要な施策等が見えてくるような気がす

る。例えば、私立大学は、教育・学生重視であることが判る。私立と国立で比較的似

通っているのは、資料６－２の表の項目番号でいえば、４、８、１４、１５、１７、

２４、３５、３６であろう。 

やはり、１つの国際戦略という方針をすべての大学に当てはめるというよりも、大

学のタイプによってできること、あるいは望ましいことというのがあるのではないか。

そういう手がかりがこの中にもあるのではないかという印象を持ったが、その辺りは

いかがか。 

 

● 教育面の国際化では、かなり私立大の方が意識していて、実際に先行している部分

がある。特に、留学生の送り出しについては、私立大の方がかなり意識的に取り組ん

でいる。国立大は、研究面の国際化に比べて、教育面においては、現在はできていな

いけれども、問題意識を感じているというような回答が多かった。また、今日の報告

では、自由記述の部分を出していないが、国際化について、私立大からは将来につい

て悲観的、危機感を感じるメッセージが多く出ている一方、国立大については、まだ

そこまでに至っていない感があった。 

 

◎ 国公私立の設置別だけでなく、地域分布での傾向、大都市圏とそれ以外の地域の大

学での傾向は何かあったか。これは、大学の規模と相関があるような気もするがいか

がか。 
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● ここでいう旗艦大学は、いわゆる六大学１や関関同立２といわれる大学が中心で、そ

れらはすべて首都圏と京阪神圏にあり、もちろん、旧七帝大３も入っているが、これ

らの大学も同様に大都市（政令指定都市）にあるため、旗艦大学とは大都市圏の有力

大学のグループと言える。旗艦大学とそれ以外との差というのは、かなり大きなもの

があった。たとえば、公立大というのは地方にある場合がほとんどで、その点から、

旗艦大学と公立大の国際化に対する取り組みの違いを見ることが、大都市圏とそれ以

外の大学の比較になるであろう。少し乱暴な言い方ではあるが、公立大と旗艦大学を

比べることにより、地方の大学の国際化・国際活動への取り組みの遅れが見えてくる。 

１ 早稲田大学、慶應義塾大学、明治大学、法政大学、東京大学、立教大学 

２ 関西大学、関西学院大学、同志社大学、立命館大学 

３ 北海道大学、東北大学、東京大学、名古屋大学、京都大学、大阪大学、九州大学 

 

◎ 分野別に言うとどういう特徴があるのかということをお伺いしたい。あともう１つ、

質問項目の中に当てはまるのかどうかわからないが、大学で例えば学位を出す、特に、

大学院では学位を出す条件として、外国での海外ジャーナルへの最低投稿本数、ある

いは、国際学会発表等の義務付けについて、私の所属大学では義務付けを始めたので

すが、結構学生を強制的に国際化へと導く手法で、良し悪しは意見が分かれるところ

ではあるものであるが、そういうのはこの質問項目で言うとどのあたりに入るのかと

いう２点をお伺いしたい。 

 

● まず、後者について、今回の調査では、学部レベル（教育）については意識したが、

大学院に的を絞ったような項目は特に設けなかった。また、分野別－自然科学系と人

文、社会学系といった比較についても、詳しくは項目を設定しなかった。 

参考としては、留学生受入れにおける、日本語力を問わない課程を持っているかを

分野別に調べたものがある。大学院の場合、日本語能力を問わない課程の３０％が工

学・理工学系で、１８％が医歯薬学系であった。また、英語力を問わない課程も同様

に調べたところ、大学院の場合、２０％が経済・経営・商学系で、１７％が学際・国

際学系、１３％が教育学系であった。 

いずれにせよ、今回の調査は全大学を対象としたものであったため（大学院のない

大学も相当数あるため）、大学院だけに的を絞ったような調査ができておらず、これは

次の段階で行うべきと考えている。 

 

△ 分野別に詳しく調べるということも今後必要ではないか。現状では、かなり偏って

いるのではないか。 

 

◎ 特に文部科学省で実施される中間評価についてお尋ねしたい。これはいわゆるプロ

ポーザル（申請調書）を文部科学省が審査をして２０大学決まったわけですね。その

プロポーザルに対する評価なのか。これを拝見しますと、かなり一般的なインプット、

アウトプットにプラスしたアウトカム評価が加味されているような気がいたします
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が、この中間評価によって、第４年次からの委託費についてもつまりリンクさせると

いうことになれば、その評価項目なり基準なりをどこに重点を置くのかが、これを取

りまとめられた経緯と、文部科学省の国際委員会について、補足説明をいただきたい。 

 

■ まず、国際委員会は、文部科学省の科学技術・学術審議会の下にいくつかございま

す分科会委員会の１つです４。科学技術関係の国際問題について幅広く御議論、御検

討いただく場であり、文部科学省が企画・立案・実施する国際関係事業について御審

議いただいている場です。 

この大学国際戦略本部強化事業についても、企画の段階から国際委員会で審議をい

ただいており、中間評価方針についても御議論いただきました。 

   中間評価については、事業開始２年経過後に実施するという当初方針に基づくもの

です。採択計画に対しての達成度を評価し、それ以外にどういう成果が得られたのか。

すなわち、モデル事業として、２０大学を選定しておりますので、画一的な評価項目

に従ってどの程度できたかというようなことよりは、より多く記述をしていただく形

にして、その大学の特色あるモデル、あるいはほかの大学に展開していくべきモデル

がどういうふうにできているかということを評価する、といったような御議論のもと

に実施方針が定められております。 

   また、国際委員会委員の御指摘で、記載された取組等に関するエビデンス（根拠）

を必ずつけていただくようにしております。 

  ４ 文部科学省科学技術・学術審議会国際委員会 

    http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu9-1/index.html 参照 

 

◎ 文部科学省国際委員会における評価によって、第４年次からの資金配分をきちんと

差別化するような形で、この評価項目でできるのか。それを私はやった方がいいと思

う立場であるが、プロポーザルに対して評価をする場合、目標を観点別に評価をして

いくのですが、それと、新たな問題だとか波及効果等を付加されましたけれども、い

わゆるランキング評価のような形で、つまり、今度の資金配分の原理を変えるような

何かスキームができているのでしょうか。この 20 大学を改めて評価をして資金配分

を変えていくというような、そういう戦略はこの評価項目の中に入っているのでしょ

うか。 

 

■ グットプラクティスを出すことが本事業の最大の成果であり、目的としています。

しかしながら、中間評価においては、更に進めるべきもの、又は、改善を要するもの

等をきちんと指摘していきたいと考えています。 

 

■ 資料２に公募要領の抜粋がありますが、この中間評価の実施方針は公募の際の審査

の基準に沿って中間評価を行うという形で、この考え方を出るものではないというこ

とを文部科学省では考えております。 

 

● この中間評価に関して達成度を測るとき、どの時点を基準にするのか確認すべきで
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あろう。本事業に対するプロポーザルなのか、採択後、委託費が提示された後、改め

て提出した事業計画なのか、平成１７年１２月提出の各採択機関の国際戦略なのか。

この３つの基準について、採択大学の現場では悩んでいるようだ。私の理解では、採

択機関決定後、委託費が決定した際に、各大学が改めて提出した事業計画であると認

識している。 

   また、国際戦略については、戦略そのものを評価するのではなく、戦略を策定する

過程も含めて、各機関がどう努力したかということも対象だと理解している。

 

◎ 私の大学の現場経験をお話したいのですが、１つは、私は実は実業界から大学へご

く最近移りました人間でございまして、やはり、大学は、非常に特別な組織であり、

それは当然ながら、教育研究という特殊な領域であるゆえに、変革に際しては、非常

に時間やプロセスを要する組織です。このため、今回の評価に際しては、十分に時間

軸というのを考えていただきたい。 

例えば、国際交流にかかわる全般的な危機管理のレビューをし、改善すべきものが

７項目ぐらい出てきたのですが、どれも大体１年から２年は最低かかるだろうという

プロセスであります。このような長い時間のかかる事例をどういう評価をするかとい

うことは非常に難しい。 

このため、ある意味で短期でできることを書いた針小棒大な報告になりかねないと

いう危惧を私は持っております。むしろ、なぜ難しいかをより我々が分かって、それ

をどのように解決していくかという本当にグッドプラクティスを導くような形にして

いただければと思います。 

   もう１点は、今回の経費は直接経費ということでいただいておりますが、正直言っ

てどこで分離するか、わかりにくい。言い換えると、ある部分は直接的な経費、ある

部分は既に我々が投入していた部分、これをどう分けたらいいのかというのについて、

我々の中でも相当難しい議論がありました。 

 

△ 私個人としても、この事業の評価は、かなり難しいと思っているので、文部科学省

国際委員会の方で慎重に議論してもらいたいと思います。 

では、資料７のＪＳＰＳが行うグッドプラクティス抽出の工夫ついてのご意見をお

願いします。先程、説明がありましたが、９本の柱を立てて、それぞれについてどう

いうグッドプラクティスがあったかということをメッセージとして出していこうとい

う試みであります。こういうことが非常に目新しい、こういう試みがいいのではない

かというようなことで引っ張り出すことは可能だと思いますが、ＪＳＰＳ報告書につ

いては、採択機関に対して一切ペナルティがありませんが、文部科学省の評価の方は

ひょっとするとペナルティがあるかもしれないので、その点難しいという感はありま

す。 

 

◎ この中間報告書というのは、レビューするというのは日本人だけでやるのでしょう

か。 

 

8／11 



 

△ （ご質問は）ＪＳＰＳの中間報告書、文部科学省の中間評価のどちらについてです

か。 

 

◎ どちらでも構いません。このように途中で何かしらのレビューを行うときに、いわ

ゆる海外レビューアを入れる予定なのか否かということをお伺いしたい。 

 

△ では、まずＪＳＰＳどうぞ。 

 

● ＪＳＰＳの方は、まさにこの委員会にお諮りしながら御意見をいただきながらやっ

ていくということでございまして、今の予定では特に海外レビューアは予定しており

ません。 

 

■ 文部科学省国際委員会に関しましては、今のところ委員のメンバーは日本人のみで

構成されております。委員会で議論することが基本でございます。 

 

△ 中間報告の段階では、極めて日本的な環境のもとで、外国人の方にレビューアにお

願いするというのは難しいと思いますが、最終報告では少なくともＪＳＰＳについて

は、外国の方にお願いするのも１つの手ではないかと思います。文部科学省が実施す

る評価では、これは少し難しいと思います。但し、この点については、御意見が出ま

したので、検討することといたしましょう。 

 

● 実はこの事業が始まる前の段階から既に走り始めている先進的な取り組みをして

いた２～３大学では、実際に海外の有識者に最初に大学全体のレビューをしてもらっ

て、それをもとにどういうプランニングをしていくかというのを検討しているような

事例があります。 

今回いただいた意見は、今後最終報告に向けて調整していきたいと思います。 

 

△ 平成１８年１１月のシンポジウムで神戸大学の取り組みがかなり注目を浴びまし

た。ご存じかと思いますが、日英の高等教育に関する協力協定というのがあり、大学

評価・学位授与機構が中核となって実施しており、現在４年目を迎えております。具

体的には、日本の６つの大学と英国の６つの大学をペアリングしてお互いに訪問をし、

互いの経験を学ぶということを実施しています。その取り組みの中で、神戸大学とウ

ォリック大学がペアになり、当時の事務局長マイク・シャトック氏を非常勤で神戸大

学が２年間お呼びになって随分アドバイスをしていただいた。その成果が明らかに神

戸大学には出ています。 

ですから、今おっしゃったようなことは非常に大切なことではないかと思います。

個々の大学では外国人からの視点という点で大分努力されているようですけれども、

今後、ＪＳＰＳ報告においては、レビューアとして外国人の方をお願いをして、全体

を見ていただくというのも１つの方法と思いますので、ぜひ検討いただきたいと思い

ます。 
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◎ ＪＳＰＳ中間報告書を作成する場合も、文部科学省の評価と同様に、各大学から項

目別に資料をやはり要求されるのか。それとも、独自にこれまで蓄積された各大学の

報告や情報等に基づいてまとめられるのかどちらか。 

 

● 新たに資料を求めるということは特に考えていません。実は、秋から冬、最近（平

成１８年１０月～１２月）まで各大学と１時間半２時間程度の時間をとりまして、項

目に対してセールスポイントがないかということを意見交換させていただいていま

す。その意見交換の中から出てきているもの、あるいは、これまでのＷｅｂサイト掲

載用やその他に情報提供いただいているもの等を含めましてＪＳＰＳで分析し、項目

出しをしていきたいというふうに考えております。 

 

△ ＪＳＰＳの中間報告書は、好事例抽出であり、評価する立場にはありません。先ほ

どから申し上げておりますが、文部科学省国際委員会の方でぜひ慎重に検討してやっ

ていただくようにお願いをいたします。 

 

 ５ その他 

（１）ＯＥＣＤ／ＳＦＲＩの活動について 

   文部科学省から、資料８に基づき、２００７（平成１９）年３月２８日パリにお

いて開催される「研究者の研究流動性に関するワークショップ」の背景・趣旨説明

があった。なお、今回のワークショップは、日本（文部科学省）が提案し実現した

ものであることから、大学国際戦略本部強化事業の取組を紹介することとしており、

ワークショップのスピーカーとして、本委員会委員でもある広島大学山本眞一先生、

及び九州大学柳原副学長に参加いただくこと。また、ポスターセッションとして、

採択機関のうち、長崎大学、早稲田大学、慶應義塾大学、東海大学、自然科学研究

機構の５つの機関の国際化の取組について紹介する旨説明があった。 

 

なお、山本委員から次のとおり補足説明があった。 

 

◎ ＯＥＣＤはいろいろな活動をしており、科学技術政策委員会（ＣＳＴＰ）では、こ

れもかなり以前からいろいろなテーマを取り上げている。既に 1980 年代以降、いろ

いろなレポートが出ており、その中には非常に大学国際戦略本部強化事業に参考にな

ることもあるため、また機会があれば少しレビューをしてみるということも必要かと

思われる。 

 

（２）『学術月報』平成１９年１月号の紹介 

事務局から資料９に基づき、ＪＳＰＳ発行『学術月報』平成１９年１月号では、

「大学の国際戦略」を特集する旨の紹介があった。 

 

（３）その他 

  ○ 文部科学省中間評価について、次のとおり確認質疑があった。 
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● 先程の国際戦略の取り組みが上手くいかなかった場合の事例の扱いについて、平成

１８年９月２５日開催の「中間評価説明会」において、採択機関からも質問があった。

説明会の席上では、本日の会議資料２の⑨頁の「（課題の抽出）」のチェックポイント

における２番目の事項を踏まえ、上手くいかなったケースについても、それをきちん

と分析し、なぜうまくいかなかった、どういうところに問題があったかということを

分析して提出すれば、それは評価するという説明があったと思う。すなわち、問題点

を分析しつつ、残りの期間でその問題点を解決していこうという努力が見えるもので

あれば、評価してもらえるものだと理解しているが、相違ないか。 

 

■ 御理解のとおりです。 

 

△ 問題点を分析し、何故上手くいかなったかをきちんと説明してもらうことは、大切

です。良くなるかどうかわからないが、問題点の分析は出していただきたいと思いま

す。しかしそれについては、それがペナルティにはならない旨を明言していただかな

いと、先程の議論のとおり成功事例・好事例だけを出していくということになりかね

ませんので、文部科学省には、是非この点をご考慮いただきたいと思います。 

 

○ 今後の日程について 

    中間報告書作成スケジュールを踏まえて、平成１９年３月及び４月と連続して委

員会を開催することを確認した。 

  

 

（了） 
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