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大学国際化戦略委員会（第５回）議事要旨 

 

日 時  平成１９年３月１３日（火）１３：００～１５：００ 

 

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、榊委員、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】 

 《科学技術・学術政策局》 

  森口科学技術・学術政策局長、吉川科学技術・学術総括官、加藤国際交流官 

 《高等教育局》 

  田口国際企画室長 

 

《議事次第》 

議 事   

１ ＪＳＰＳ「大学国際戦略本部強化事業」（研究環境国際化の手法開発） 

中間報告書（案）について 

２ 平成１９年度 事業計画（案）について 

３ ＯＥＣＤ／ＣＳＴＰ／ＳＦＲＩ（科学技術人材問題等専門家会合）活動の進捗

状況について 

４ その他 

 

配付資料 

 資料１  大学国際化戦略委員会（第４回）議事要旨【H18.12.20 開催】 

資料２  大学国際戦略本部強化事業（研究環境国際化の手法開発） 

大学の優れた国際展開モデルについて〈ＪＳＰＳ 中間報告書（案）〉 

 資料３  平成１９年度 事業計画（案） 

 資料４  平成１９年度 公開シンポ 企画（案） 

資料５  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６  文部科学省 中間評価作業部会の設置について（案） 

 

《議事概要》 

 

 議事に先立ち、平成１９年１月１５日付けで着任された文部科学省森口局長からの 

ご挨拶があった。 

 

１ ＪＳＰＳ「大学国際戦略本部強化事業」（研究環境国際化の手法開発） 
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中間報告書（案）について 

   事務局から資料２の前半部分：１～４、後半部分：５～９の２つに分けて説明

し、意見交換を行った。主な意見等は、次のとおり。 

 

（△：委員長 ◎：委員 ■：文部科学省 ●：事務局） 

 

 

観点３：外部資金の獲得 

◎ EU の「マリー・キュリー・アクションズ」（観点３－(３)－第１パラグラフ）に

ついて、日本の大学にとって、どう活用可能なのか、メリット等の具体的な記載を

盛り込んでいただきたい。 

 

● 「マリー・キュリー・アクションズ」を含め、EU は、今年（2007 年）から「フレ

ームワーク７（FP7）」という新しい研究プログラム計画に入っている。FP7 におい

ては、EU 域内だけなく、日本を含め EU 域外との連携というのも強化しようという

動きになっている。その点を追加したい。 

 

観点４：国際的なコンソーシアムの活用 

 

◎ 東アジア研究型大学協会（AEARU）や環太平洋大学協会（APRU）においては、日本

の大学は現時点でもかなり重要な役割を果たしていると感じている。 

例えば、AEARU の現副議長は京都大学総長であり、京都大学では AEARU での連携

を基盤として平成１９年２月に事務職員による「ユニバーシティ・アドミニストレ

ーターズ・ワークショップ」を開催したばかり。さらに、平成２０年には京都大学

総長が AEARU 議長に就任する予定である。 

また、東京大学は APRU の理事会メンバーを務めており、当コンソーシアムにおい

て重要な役割を担っている。慶應義塾大学も活動に積極的である。 

以上のことから、中間報告書（案）における提言「日本の大学の中にも、こうし

たコンソーシアムで主導的役割を担っていくものがあっても良いのではないか」（観

点４－(３)－第１パラグラフ）については、再検討すべきである。 

 

△ 東京工業大学長時に、AEARU の活動に参加した経験がある。当コンソーシアムを

活用した学生交流を行ったが、経費面での問題に直面したことを覚えている。日本

の大学は、国際的なコンソーシアムに熱心に参画しており、委員のご指摘どおり 観

点４－(３)－箇条書き１ の記述は要修正である。 

 

◎ AEARU の会長を務めた経験がある。AEARU の場合、加盟大学の地域のバランスへの

配慮等、加盟の承認を得るプロセスが大変厳しく、新規参画するのは難しいのが現

状である。しかしながら、加盟を希望する大学は多く、このことは AEARU の活動が

極めて実質的なものであるということを意味していると言えるだろう。AEARU の活

動の一つとして毎年行われる学生のサマーキャンプが挙げられるが、これは東アジ

アにて初めて行われた重要な取組。中間報告書においては AEARU の活動をより特筆

すべきと考える。 
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一方、APRU は学長の形式的な社交の場としての意味合いが強い。その点を考慮し、

中間報告書では各コンソーシアムを横並びに取り上げるのではなく、書き分けを工

夫してほしい。 

また、委員のご指摘のとおり、コンソーシアムの活動については既に日本がリー

ダーシップを取っているものもあるという点を忘れない、より丁寧な書きぶりをす

るのが正当なのではないか。 

 

観点５：職員の養成、確保 

 

◎ 大学国際化の推進のための職員養成・質の向上の問題は、大変重要である。 

JSPS 作成の 観点５－(３)－図５-２「大学の国際展開を支える職員に求められる

能力と対応する人材」には賛同するが、第Ⅱ象限「ジェネラリスト」についても言

及してみてはいかがだろうか。「ジェネラリスト」とは具体的には国立大学の管理職

級の職員に該当すると考えられるが、様々な分野での問題解決能力ができる有能な

管理職養成が大事であり、“国際化”も含まれる。このレベルの職員の質の向上もま

た重要な課題である。ジェネラリストに求められるポイントとしては、例えば ①国

際活動の重要性を認識しているか、②和訳されていない文書を抵抗無く受け入れら

れるか、③財務・総務関係部署と比べて、国際関係部署の重要性は低いなどと誤認

していないか 等が挙げられるだろう。以上の点を踏まえ、教育・研究の中身、かつ、

大学の将来にとって、大学国際化は重要であり、そのためのジェネラリストの質の

向上について工夫して記述していただきたい。 

また、コスト上の制約により、日本の大学にはもともとジェネラリスト、スペシ

ャリストともに少ないのが現状である。「少数精鋭」を意識した職員養成についても

触れてみてはいかがだろうか。 

 

観点７：外国人研究者等の受入の改善 

観点８：日本人学生、研究者の海外研鑽機会の拡大 

 

◎ 大学の国際交流には、研究者ベースで行われるものと学生ベースで行われるもの

とがある。大学は教育機関という側面も持つことを考慮すれば、大学の運営という

点に着目しようというのであれば、学生の受入・派遣の話と研究者のものとを混在

させた形で取り扱うのは、整理の仕方として一考を要する。可能であれば、それぞ

れ切り分けて取り上げるべきである。 

 

△ 委員のご指摘のとおり、研究者ベースの交流と学生ベースの交流とをある程度整

理してとりまとめるべきだろう。両ベースとも取り組める大学もあれば、学生ベー

スの交流を中心に国際展開を図る大学もあるので、その意味からも両者を切り分け

た記載が必要だろう。 

 

◎ 「大学院レベルでの系統的な（送り出し）プログラム」（観点８－(３)－パラグラ

フ１）について、イメージが湧かない。学部学生であればある程度系統化したプロ

グラムの実施が可能だと思うが、それぞれ個別に研究を行う大学院生をどのように

系統的に送り出すのか疑問を持った。 
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  また、学生交流の実施にあたり日本が抱える一番の問題は「宿舎の不足」である。

これに関するグッドプラクティスにはどのようなものがあるか、記載を願いたい。 

加えて、日本人学生、研究者の海外派遣にあたっては、「危機管理」も欠かせない。

危機管理は大変コストのかかる問題であり、捻出方法が課題である。 

 

◎ 大学院生のうち、博士の学生については、「研究者」と「学生」の立場とを兼ねる

性格を持っている。欧米の研究型大学では、彼らの多くに経済的な支援を手厚く行

っているが、日本の大学では、学振の特別研究員（DC）プログラムや 21 世紀 COE

プログラムを除き、支援制度が極めて弱く、これが国際化において決定的な弱点と

なっていることを本報告書に指摘することが望まれる。 

逆に修士課程では講義（コースワーク）中心のアメリカの大学の修士制度と研究

（Thesis work）も重んじるドイツのディプロム制度の中間的な形態であり、少々性

格が不明瞭な面もある。従って、学部学生から修士までのスクーリングを通じた教

育プログラムと博士課程からポスドクを軸とする研究および研究者育成プログラム

とを区別して、国際的な点検を行ない、国際化に係る個々の課題を指摘してはどう

か。 

 

  *博士＝ドクター／博士（後期）課程及び博士課程（一貫制）３年次以上 

  *修士＝マスター／博士（前期）課程、博士課程（一貫制）１～２年次、修士課程 

 

● 学生の海外派遣については、在籍レベル（学部・修士・博士）や派遣のスキーム、

大学のサポート体制（経済的支援、情報提供）について、整理して分析する必要が

あると考えている。 

 

観点９：海外拠点の整備・活用 

 

◎ 一つの理念としてオフィスの統合が挙げられるが、研究者のニーズにより設置さ

れる研究型拠点と大学本部が設置する拠点とでは果たすべき機能が異なることを考

慮すれば、統合が良いとは限らない。 

  また、拠点については、コストの問題が切り離せない。日本の拠点は、例えばオ

ーストラリアのような外国人学生のリクルート等を目的にしたものとは、大きく異

なる。今後、日本の場合、何らかの収入源を確保しなければ、拠点の維持は難しい

と認識している。 

 

全体的な構成・分析等 

◎ 本事業は、採択機関が従来行っていた国際活動をさらに強化するという面がある。

そのため、本事業に基づく活動と従来取り組んでいた活動とを明確に切り分けるの

は的確ではないことは承知しているが、事例によっては事業開始以降の動きかどう

かを明示するべきではないだろうか。 

 

● 第１章、第２章で取り上げている中では、先行的な取組を行っていた大学もあり

ますので、御指摘のとおり、時制の問題はできるだけ判るようしたい。 
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◎ 中間報告書の読み手は、「採択機関では、事例として挙げられている活動により大

学の国際化を促進することができた」という視点で本報告書の記述を捉えるだろう。

従って、各活動のアウトプットについて、具体的に触れるべきなのではないか。 

 

■ 各機関の取組のアウトプットについては、文部科学省が実施する中間評価にて取

り上げたい。 

 

◎ 中間報告書（案）は、採択機関のグッドプラクティスを抽出しとりまとめられて

いるわけだが、各機関がその取組を行うきっかけとなった課題や、着手したことに

より新たに発生した問題についても触れるべきではないか。 

 

◎ 全体的にインパクトに欠けている感がある。この報告書は誰に対して書かれるも

のなのか－採択２０機関に対するものか、それとも広く発信されるものなのか－が

不明瞭である。また、報告書のまとめ方が定性的なことも、インパクトが欠ける原

因となっているよう感じる。 

  JSPS のタスクはグッドプラクティスの抽出であり各機関に対する「評価」でない

ことは承知しているが、中間報告書には平成１７年の事業開始から２年間でどのよ

うな開発・発見があったのかをお書きいただきたい。 

 その意味で、分析の９つの観点が、構造的に整理しきれていない感がある。観点

の順番を見直した方がよろしいのではないだろうか。また、採択２０機関の活動に

係る比較表を作成してみてはいかがだろうか。 

 

● 対象は、モデル事業でありますので、当然、広くお知らせすることを前提で作成

しております。 

 

△ 各章の（２）注目すべき取組例 における事例の記載だが、かなり詳しく記載され

ているものもあれば、短めにまとめられているものもある。後者については事例の

状況を掴みにくいので、詳しい記載に改めるべきである。 

本報告書の役割は、採択２０機関の活動を他の機関に紹介することだと考えてい

る。本報告書を見た事業採択機関以外の機関には、興味をお持ちになった事例を行

っている採択機関に是非直接コンタクトをとっていただき、情報を交換していただ

きたい。 

 

 

● 採択機関では、それぞれ「国際戦略本部」の Web サイトを設置し活動の情報を発

信している。本報告書では、取り上げた事例に係る情報を掲載している採択機関 Web

サイト URL を盛り込むなど、詳細な情報に読み手を誘導する仕組みを取り入れたい。 

また、報告書に記載した事例については、後日各機関に内容の事実確認を依頼す

る予定である。 

 委員長からご指摘の「事例の書き方の濃淡」については、改善したい。 

 

◎ 本報告書は、大学の国際化に係る活動について横割りの観点を設け、その観点ご

とに好事例抽出を行っている。ただ、大学からすれば、他大学が行った好事例を全
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部真似すれば自校でも国際化が促進されるというわけではない。大学を国際化させ

るということは、要は何かを捨てること（選択と集中）に他ならない。従って報告

書には、採択２０機関が何にフォーカスし国際化を進めているかという情報も盛り

込むべきであろう。 

 

● 本報告書には、「まとめ」の章を設ける予定。その章にて、横割りでなく、縦割り

で見た時の特色やそれぞれの異なるアプローチについて、整理したい。 

 

 

 

２ 平成１９年度 事業計画（案）について 

   事務局から資料３及び４に基づき、公開シンポジウム等の開催計画について説

明の後、意見交換をおこなった。また、第６回開催日時の調整を行い、平成１９

年４月１０日（火）１０：３０～開催することとなった。 

業務計画については、原案どおり承認された。 

 

 

３ ＯＥＣＤ／ＣＳＴＰ／ＳＦＲＩ（科学技術人材問題等専門家会合）活動の進捗

状況について 

  文部科学省から、資料５に基づき、ＳＦＲＩ「研究者の国際流動性に関するワ

ークショップ」が２００７年３月２８日（水）パリおいて、ＯＥＣＤ・文部科

学省・ＪＳＰＳの主催で開催されること、また、本テーマの対象は、公的機関

における国際流動性をとしていること、並びに、この機会を介して日本のプレ

ゼンス向上を目指すことの説明があった。 

  

◎ （アカデミックが対象は理解しているが）間接的なデータとして、アメリカでは

大学の開放性のみならず、産業界にセトル（定着）できることが大きい。日本にお

いても、最近、人材が増えてきており、大学に直接いかず、産業界を経験したのち、

大学に戻るというルートもあるため、この点も流動性の要素として、可能であれば、

調査いただきたい。 
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４ その他 

○ 文部科学省 中間評価作業部会の設置について（案） 

文部科学省から、資料６に基づき、大学国際戦略本部強化事業の中間評価に

係る作業部会を文部科学省科学技術・学術審議会の国際委員会に設置する旨の

説明があった。作業部会委員の氏名等については、非公開扱い。審査終了後、

公表予定。 

 

 

（了） 
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