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【オブザーバー：文部科学省】 

 《科学技術・学術政策局》 

  森口局長、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 文部科学省「大学国際戦略本部強化事業」中間評価について 

２ 平成１９年度海外調査について 

３ 今後の進め方について 

４ その他 

 

配付資料 

資料１   大学国際化戦略委員会（第６回）議事要旨【H19.4.10 開催】 

資料２－１ 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（中間報告書） 概要版 

資料２－２ 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（中間報告書） 

資料３－１ 「大学国際戦略本部強化事業」の中間評価の結果について 

資料３－２ 「大学国際戦略本部強化事業」総括業務受託者（JSPS/JISTEC）中間 

評価 

資料４－１ 大学国際戦略本部強化事業 JSPS 韓国調査報告書 概要版 

資料４－２ 大学国際戦略本部強化事業 JSPS 韓国調査報告書 

資料５－１ 今後の進め方について（案） 

資料５－２ 平成１９年度 今後のスケジュール（案） 

参考１－１ 平成１９年度分 若手研究者ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（ITP）事業 

     申請・採択状況 

参考１－２ 若手研究者への国際研鑽機会の充実（日本学術振興会 平成２０年度 

施策） 

参考２   高等教育局における国際関係施策の平成２０年度概算要求の状況に 

ついて 

参考３   ＪＳＰＳ学術の国際交流 

参考４   ＪＵＮＢＡ２００８ の開催について 

1／7 



 

《議事概要》 

 

議事に先立ち、事務局から、平成１９年７月６日付及び７月１１日付で異動のあっ

た役職員の紹介があった。 

 

１ 文部科学省「大学国際戦略本部強化事業」中間評価について 

 

文部科学省科学技術・学術政策局国際交流官付から、資料３－１及び３－２に基づ

き、「大学国際戦略本部強化事業」中間評価の結果について、以下のとおり説明の後、

質疑応答が行われた。 

 

（△：委員長 ◎：委員 ■：文部科学省 ●：事務局） 

  

■ 平成１９年度は、５ヵ年の事業計画の中間年度に当たることから、２０の採択機

関の取組の進捗状況を確認し、適切な助言を行うとともに委託費を適正に配分する

ことを目的とした中間評価を実施した。 

  文部科学省の科学技術・学術審議会の下に作業部会を設置し、書面審査及びヒア

リングを実施した。その評価を参考に、文部科学省科学技術・学術政策局において

評価を決定した。 

  中間評価の結果の概要は、次のとおりであった。 

１７機関：当初計画は順調に実施に移され、現行の目的を継続することによっ

て目的達成が可能とされる。 

３機関：当初目的を達成するには、助言等を考慮し、一層の努力が必要と思

われる。 

０機関：このままでは当初目的を達成することは難しいと思われるので、助

言等に留意し、当初計画の適切なる変更が必要とされる。 

  採択機関ごとの評価結果及びコメントは、平成１９年８月１０日付の文書で各機

関に通知した。また、文部科学省のホームページにも掲載している。 

  なお、中間評価は、本事業に関する各採択機関の取組を対象としており、採択機

関における国際化全体の進捗状況を評価しているものではない。すなわち、評価の

結果が、必ずしもその機関の国際化の状況を示すものではない。各採択機関におい

ては、この中間評価の結果のコメントを踏まえ、国際化に向けて一層の努力をして

いただきたい。 

  総括業務受託者（日本学術振興会及び科学技術国際交流センター）に対しては、

全体として、適切な活動が行われており、概ね当初の目的が達成されている。ただ

し、個別事項については、ホームページでの情報発信や採択機関との連携をさらに

強化すべき等と指摘されている。今後、さらなる効率化に取り組むことを期待した

い。 

  

△ 「一層の努力が必要と思われる」とされた３機関に対しては、特別に何らかのコ

メントをするのか。 

  

■ 評価結果に関わらず、２０機関すべてに対してコメントをしている。各機関とも、

そのコメントを十分把握した上で対応してほしい。 
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△  中間評価で「順調に進捗している」とされた１７機関も含め、採択全機関に対

し期待と要望が寄せられている。採択機関においては、それらの要望を的確に受け

止め、今後の事業の展開に反映することを願いたい。 

 

 

２ 平成１９年度海外調査について 

 

事務局から、資料４－１及び４－２に基づき、JSPS が平成１９年７月に実施した

韓国の大学の国際化に関する調査について、以下のとおり報告があった。 

 

● 平成１７年度には、高等教育の急速な「ヨーロッパ化」の流れの中で、日本と同

じく「非英語圏」という言語面での課題を持つフランス及びオランダの大学の国際

化について調査したところである。今回は、日本と地理的、文化的に近い韓国にお

ける大学の国際化の状況について調査を行った。 

 韓国における学生交流については、従来、送り出しに重点を置いている傾向にあっ

たが、２０１０年までに５万人の留学生を受け入れることを目指した「Study Korea

プロジェクト」を立ち上げる等、「国際化」に関するパラダイム変換が起こりつつあ

り、近年、学長の強いリーダーシップの下、各大学は「グローバル化」に積極的に

取り組んでいる。 

  

● 韓国の大学は、「国際化（internationalization）」を目指すというよりは、むし

ろ「グローバル化（globalization）」に乗り遅れまいという意識のもとで取組が行

われていると感じられた。その意味で、たとえば、彼らにとって授業の教授言語を

韓国語から英語に切り替えることは当たり前のことであるような印象を受けた。 

  韓国の大学の管理運営や国際化への手法は、アメリカの大学に見られるものと近

い。この背景のひとつとして、韓国の大学の教員の多くが、アメリカで教育を受け、

学位を取得していることが考えられる。 

  全体的に、国立大学に比べ私立大学の方が戦略的に国際化に取り組んでいるよう

だ。特に、国際関係業務のスタッフがプロフェッショナル化しており、キャリアパ

スも整備されている。 

  宿舎の整備をはじめ、民間企業との連携が盛んである。 

  いくつかの有力大学は、グローバル人材や国際的に通用する人材を育成するため、

ソウル近郊（仁川の近く）に、英語をはじめ外国語のみで授業を実施する「国際キ

ャンパス」の設置を計画している。 

  日本の大学との交流における問題として、日本の大学は意思決定に非常に時間が

かかるとの指摘があった。 

 

 

その後、質疑応答が行われた。主な内容は以下のとおり。 

  

◎ 韓国の多くの大学は、教育面での国際化にウエイトを置いているという印象を受

けたが、実際は如何か。 

  また、大学院生を含む若手研究者の海外派遣について、何か議論されたか。 

  

● 研究面における国際化については、科学技術部管轄の組織が力を入れて取り組ん
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でいる。特に教育面に力点を置いているとか、研究面に力点を置いているというこ

となく、双方とも取り組んでいるという印象である。 

  

● 全体的に教育面での国際化について多く議論されたのは、教育面に比較的軸足を

置いている私立大学を多く訪問したことが一因ではないか。国立大学と私立大学と

では、研究と教育における力点の比重がかなり異なるように見受けられた（国立大

学：研究重視、私立大学：教育重視）。 

因みに、大学院生（特に博士課程の学生）に対する教育を、純粋に「教育」とし

て扱うのか、「研究」の要素が含まれるとみなすのか、議論が分かれるところだが、

韓国においては、研究と教育の双方の側面があり、両者は不可分であると認識され

たうえで、両面から大学院生に対する支援策が施されているよう感じられた。 

  ソウル大学及び韓国科学技術院は、大学院生の海外派遣に力を入れている。具体

的には、ソウル大学では、特に博士課程の学生に対し、海外での研究成果の発表を

サポートしている。また、韓国科学技術院では、海外の学術雑誌への論文の掲載が

たいへん重視されている。 

  

● 研究はもともと国際性を有するものなので、研究面（特に理科系）については、

特段国際化を意識する必要はないという背景があるのではないか。従って、相対的

に、教育面の国際化に努力しているということだろう。 

 

◎ 英語による授業が増加した際、学生の理解力と教員の説明能力は、学問の本質や

概念を十分に理解できるレベルに到達できるのだろうかという問題提起も行われて

いる。例えば、韓国を起源とする学問の将来はどうなるのか、疑問がある。 

  韓国の大学は、サマープログラムを積極的に実施している。日本の大学がサマー

プログラムを実施する際、教員の勤務体系面で課題があるが、その点で参考になる

取組はあったか。 

  

● 英語による授業で、深い概念的な理解が可能か、学術的に意味のあるディスカッ

ションはできるのか、という問題は、特に教育人的資源部で言及され、課題として

認識されていた。現状として、韓国人学生の英語能力が、英語での授業の内容を完

全に理解できるレベルに達していない場合があるようだ。また、韓国では、中央ア

ジアや中国の朝鮮族、あるいは中近東地域をターゲットとして留学生の受入れを行

っているため、英語による授業は、そういった非英語圏からの留学生を困惑させて

いる面があるという話もあった。 

  ただ、英語による授業は、教養課程（学部１年次）において優先して実施する傾

向があり、全学年の授業が同等の割合で英語化されているわけではない。 

  韓国の大学では、海外の大学を巻き込んでサマープログラムが盛んに行われてい

る。若手研究者や博士課程の大学院生をプログラムの教員に配置したり、あるいは

サマープログラムのために臨時で教員を雇うことで、プログラム実施に必要な教員

を確保しているようだ。 

  

◎ 「大学の国際化」の意味や目的は、両国で一致するのか。 

  韓国は日本以上に高等教育のユニバーサル化が進んでおり、進学率が８０％を超

えている。このような状況において、各大学によって、国際化に対する姿勢は様々

な局面に直面していると思われる。今回訪問した大学は、韓国全体の高等教育機関、
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あるいは研究機関の中でどういう位置を占めているのか。 

  

● 先に述べたとおり、日本の大学は「国際化（internationalization）」を目指し取

組んでいるのに対し、韓国の大学は「グローバル化（globalization）」の潮流に乗

り遅れまいとしている点で、両者は異なるように思える。韓国の大学は、World 

University Rankings の順位を上げることや世界的なプレステージの向上を強く意

識している（国際競争力の強化）。また、英語による授業を当たり前のように実施し、

その割合をたかめようとしており、平成１７年度に調査したオランダの大学と状況

が類似している感がある。 

  今回の調査で訪問した大学は、韓国国内でのトップ大学ばかりである。近年、韓

国では、大学間格差が広がっている。特に、所在地（ソウル／地方）による大学間

格差は如実に現れており、上位大学としてランクされるような、いわゆるトップ大

学のほとんどは、ソウルに位置している。今回の調査で訪問した大学も、主にソウ

ルを所在地とする韓国国内のトップ大学であった。教育人的資源部によると、地方

の大学には、グローバル化の潮流の中で、過度に留学生を受入れ、不法滞在や治安

の悪化を引き起こす等、深刻な自体に直面している例もあるそうだ。 

  

● 参考意見だが、「Winter Institute」（韓国の大学院生（博士過程または修士課程

在学中）を冬期の約２ヶ月間日本の独立行政法人、国立研究機関等に招へいする

JISTEC のプログラム）では、韓国のトップ大学の学生から多数参加の申し込みがあ

るが、英語力に堪能な学生は少ない印象がある。 

   

◎ 外国人研究者や留学生を受入れる際に必要となる宿舎について、日本との運営シ

ステムの違いや上手くいっている例など、何かわかったことがあるか。 

 

  

● 韓国の大学は、民間企業との関係が日本以上に強い。例えば慶煕大学では、大学

が敷地を提供し、民間企業が施設を整備する手法をとっている。 

 

  

● 延世大学の宿舎を見学したが、RA（Residential Assistant）の導入をはじめ、ア

メリカの大学の宿舎を参考にしたと思われる管理・運営システムがとられており、

非常に良く整備されていると感じた。韓国においても、日本と同様、留学生を受入

れる際の最大の問題のひとつは宿舎の確保にあるようだ。宿舎が不足している大学、

宿舎を設置していない大学が多いとのことである。 

   

△ グローバル化の中で自らの大学のあり方を模索している韓国の大学から見ると、

日本の大学というのはどのように見られているか。 

  

  

● 韓国科学技術院や漢陽大学では、特に理工系分野で、日本の大学は共同研究の良

いパートナーである、との話があった。米国の大学と比べ、日本の大学とは似た価

値観のもとで研究ができるため良い業績があがり、加えて人的な交流も生まれやす

い。さらに、地理的にも近い点で、日本は共同研究のパートナーに適しているとの

ことである。ただ、人文社会科学系の分野では、言語の違いが障壁となり、良いパ
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ートナーになりきれていないようだ。 

   

△ 韓国では、２０１０年までに留学生を５万人に増やすことを目標とした「Study 

Korea プロジェクト」が掲げられている一方で、日本の受入れ留学生数は、去年度

（平成１８年度）、減少している。これは非常に危機的な傾向だと思う。 

去年（平成１８年）、中国から日本に受入れた留学生数は、７千人減っている。中

国の大学のインフラは、日本の大学よりはるかに優れており、少なくともインフラ

面では、日本は中国にかなわないと感じる。恐らく、今後、中国からの留学生は、

大量に減ることが予測される。 

  

● 韓国の有力私立大学では、インフラの面でも非常に整備されているという印象を

持った。中国から韓国に留学する学生数も増えてきており、同時に、韓国から中国

に留学する学生は非常に多い状況にあるため、両国では双方向の学生交流が盛んに

行われている。「Study Korea プロジェクト」については、現在のところ順調に進捗

しているとのこと。 

 

 

３ 今後の進め方について 

 

事務局から、資料５－１及び５－２に基づき、今後の本事業の進め方について説

明し、意見交換を行った。主な内容は以下のとおり。 

   

◎ 採択機関が行う取組の中から「グッド・プラクティス」を抽出するのもいいし、

不十分な取組を支援するのも結構である。しかし、当初予定した計画は全て実施し

たが、結局、日本の大学の国際化の状況はどのように変化したのかよく分からない

ということであってはならない。本事業の大目標は、日本の大学の国際化を推進す

ることであり、それを常に意識しておく必要がある。 

  良い意味で示唆に富む失敗は、非常に大事だと思う。失敗に対する寛容な態度、

失敗の本質を見極める姿勢を、是非維持していただきたい。 

  

△ 平成１７年度に開催した、本事業の第１回目の公開シンポジウムを見る限り、各

機関から発表された取組は、成功例ばかりだった。しかし、その裏には失敗例がた

くさんあると思う。各機関には、成功例ではなく、むしろそれらの失敗例について

紹介してもらった方が、今後、他の機関が国際化を推進する際の参考になるのでは

ないか。 

  

◎ ９つの分析の観点は、それぞれ独立しているのではなく、ダイナミックに作用す

る。よって、９つの観点別分析の結果をもとに、各観点間の相互作用や因果関係を

明らかにした、総合的なモデルを開発する必要があると考える。その上で、開発さ

れたモデルを使って、大学が具体的に活動を行い効果があらわれた時、本事業の成

果を明確に認識することができるのではないだろうか。その意味で、今後、開発す

るモデルとその有効性について、ケーススタディやシミュレーションを行い検証す

ることが必要だろう。 

  

◎ 私は、「大学国際化のためのプラクティカル・ガイド Web 版」に期待している。可
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能であれば、大学に作成作業を任せきるのではなく、JSPS で体系立った基盤をつく

り、大学が JSPS に協力するという形をとれば、実際に第一線で大学の国際業務に携

わっている方も参加しやすいと思う。今、各採択機関の国際戦略本部は Web サイト

を運営し、各機関が行う国際活動の情報等を載せているが、本事業の Web サイトで

体系的に整理し一律に見られるというのは非常にありがたいと思う。 

   

◎ 私も「大学国際化のためのプラクティカル・ガイド Web 版」に掲載される、大学

の国際化に関するノウハウに大変期待している。各機関の事例を分析し、どのよう

な条件が整った時に成功したのか、逆に、何の要素が欠けていたから失敗したのか

を明らかにしていただきたい。そういった情報は、他の機関が国際化に取り組む際、

役に立つだろう。 

  

△ 今回の委員会でいただいた御意見を踏まえて、事務局と私とで今後の事業の進め

方の具体的な方策をつめていきたい。 

  最近の国際的動向を見ていると、日本の大学は、国際的な通用性を増していかな

ければ生き残れないのではないかという気がする。大学の国際的通用性の向上を図

るには、長期に渡る労力が求められることとなるかもしれないが、今後、そういっ

た視点に立って活動を行う必要があると考える。 

  

● 今後のスケジュールだが、採択機関と調整の上、平成２０年１月頃に公開シンポ

ジウムを開催する予定である。また、次回の委員会は、平成２０年３月頃に開催す

ることを予定している。 

 

 

４ その他 

 

事務局から、参考資料１－１及び１－２に基づき、平成１９年度から JSPS が開始

した「若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム（ＩＴＰ）」の平

成１９年度分の申請･採択状況について説明された。 

また、文部科学省高等教育局国際企画室から、参考資料２に基づき、高等教育局

における国際関係施策の平成２０年度概算要求の状況について説明された。 

最後に、事務局から、参考資料３及び４に基づき、JSPS が展開する国際交流事業

の概要及び JSPS サンフランシスコ研究連絡センターが事務局機能を担う「ＪＵＮＢ

Ａ（サンフランシスコ・ベイエリア大学間連携ネットワーク）」が開催する「ＪＵＮ

ＢＡ２００８」について説明があった。 

 

（了） 
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