
大学国際化戦略委員会（第８回）議事要旨 

 

日時  平成 20 年 10 月 14 日（火）15:00～16:30 

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、森委員、渡辺委員 

【オブザーバー：文部科学省】 

・科学技術・学術政策局 

泉局長、岩瀬科学技術・学術統括官、加藤国際交流官 

・高等教育局 

野村国際企画室専門官 

 

《議事次第》 

議 事   

１ ＪＳＰＳ－ＮＳＦシンポジウム「大学の国際化戦略構想」（５月）について 

２ 平成２０年度大学国際戦略本部強化事業公開シンポジウムについて 

３ 大学国際戦略本部強化事業Ｗｅｂページの充実化について 

４ 今後のスケジュールについて 

  ５ その他 

 

配付資料 

資料１   大学国際化戦略委員会委員名簿（平成２０年４月１日現在） 

資料２   JSPS-NSF シンポジウム 「大学の国際化戦略構想」（５月）報告 

（別添 JSPS-NSF シンポジウム参加者アンケート（抜粋） 

資料３   平成２０年度大学国際戦略本部強化事業公開シンポジウムについて 

資料４   大学国際戦略本部強化事業 Web ページの充実化について 

 資料５   今後のスケジュール（案） 

参考資料１ 大学国際化戦略委員会（第７回）議事要旨【H19.10.2 開催】 
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参考資料２ 日本学術振興会 第２期中期目標・中期計画・20 年度計画 

（大学国際化関係部分抜粋） 

参考資料３ 学術の国際交流 2008-09 

参考資料４ 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 21 年度施策） 

平成 20 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 

参考資料５ 情報交換会（第３回）プログラム 

 

《議事概要》 

（△：委員長 ◎：委員 ■：文部科学省 ●：ＪＳＰＳ（事務局）） 

 

議事に先立ち、泉局長によるご挨拶、事務局から異動の紹介等の報告があった。 

 

【１ ＪＳＰＳ－ＮＳＦシンポジウム「大学の国際化戦略構想」（５月）について】 

 事務局から、資料２及び別添資料２に基づき、ＪＳＰＳ-ＮＳＦシンポジウム「大学の国

際化戦略構想」（５月）について説明があり、その後質疑応答が行われた。 

 

● JSPS と NSF 共催で５月にシンポジウムを開催した。日米の大学が国際化の新たな展開

に向けて情報交換、ネットワークづくりをする上で非常に重要なパートナーであるという

認識のもと、５月 22 日から 23 日にかけてワシントンで開催され、参加人数は延べ 86 名で

あった。シンポジウムは開会講演の後、１０のセッション、そしてラウンドテーブルの参

加団体による事業内容の説明があった。最後に閉会講演は、国際教育推進策からの教訓と

題し、米国側、日本側、日米の相違点について講演が行われた。 

 別添の参加者のアンケートでは、非常に満足がいくような結果が出ている。次回のシン

ポジウムに対する要望として、「次回のシンポジウムではぜひサイトビジットを開催してほ

しい」という意見や、さらに、「実践的な話題についてセッションを設けてほしい」、「討議

の時間があればよい」という御意見をいただいた。 

△ この中に参加された先生がおられるが、参加してみての印象どうか。 

◎ 私自身、個人的にも、また全体としても非常によかったと思っている。その理由の一
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つは、アメリカの国際留学関係等をやっている NAFSA のミーティングが週末を挟んであり、

そこでも続けて参加される方が多く、その場で非常にこの後のフォローアップもできたと

いうことである。今、国際関係の大学で仕事をしていて感じるのは、米国との対話が少な

いことだ。最近は特にアジア、あるいはヨーロッパも非常にアグレッシブに来るが、逆に

米国との対話が減っているのではないかということもあり、日米間でもっと対話をしなけ

ればいけないということを強く感じさせられた。 

 国際化の中で特に大事だと思うのは、この最初のセッション１に書いてあるが、米国で

はリンカーン留学奨学金プログラムのディスカッションを通じて若い学生を海外へ出そう

という非常に熱心な動きがあるということを強く印象に感じた。 

● 日米で国際化という言葉の意味と意識が違うということを感じた。アメリカでは、研

究は国際化しているのが当たり前なので、トップ校を含めて国際化という話をすると主と

して教育に話が及ぶ。それと反対に、日本側では国際化という枠組みの中で大学の国際競

争力をつけるとか、研究の国際的なコラボレーションをどう構築するかという話がかなり

出ていた。 

 国際化の戦略的取り組み（ストラテジック・アプローチ）という面では、アメリカの方

が進んでいると感じた。その背景としては、ピア・レビューも含めて、評価活動というの

が文化的にも根づいていることから評価結果をベースにした国際化の推進が一般的になっ

ていることがあげられる。来る 12 月のシンポに向けては、国際化に関する評価をして、そ

の評価結果をどう次期に活かすかという点から日本側はアメリカの事例から学ぶべき点が

多いであろうということを意識して準備をしている。ただ、アメリカ側からは、日本では

国として大学の国際化を推進しているということは、うらやましいという声があったこと

を付け加えておきたい。 

 ラウンドテーブルでの The Forum on Education Abroad は非常に良いセッションであっ

た。アメリカはかつてスタディアブロードを学生の課外活動の一部というようなとらえ方

をしていたが、それを大学の教育プログラムの中でもっとコアなところに位置づけようと

する取り組みが行われており、その一環としてスタディアブロードの質的向上について大

学を越えて取り組んでいる様子がよくわかった。 

△ 私の全般的な印象は、うまくいったのではないかと思うのであるが、少しセッション

が多過ぎたのではないか。というのは、幾つかのセッションにはほとんど人が入っていな

かった。これは今度の一つの教訓になる。 
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【２ 平成２０年度大学国際戦略本部強化事業公開シンポジウムについて】 

事務局から、資料３に基づき、ＪＳＰＳが平成２０年１２月１日、２日に予定している

平成２０年度大学国際戦略本部強化事業公開シンポジウムについて説明があり、その後質

疑応答が行われた。主な概要は以下の通り。 

 

● 本年度の公開シンポジウムについては、ワシントン DC でのシンポジウムの報告及び採

択機関からのニーズを踏まえ、今回も NSF と共催で、日本の大学が国際化する上で特に喫

緊な課題について日米双方の意見交換を行うことにより、日本の大学の国際化に向けた戦

略構想を考えることを目的としている。 

 メインタイトルは、最終年度が来年に控えており、特に採択機関からニーズが高い課題

をサブタイトルに入れ、「大学の国際戦略～人・財の新たな潮流創出に向けて～」で今回シ

ンポジウムを開催させていただきたい。 

分科会については、ワシントンで行いました分科会、非常にセッションが多かったとい

う反省も踏まえ、今回は分科会Ａ「人の新たな潮流創出に向けて」、分科会Ｂ「財の新たな

潮流創出」の２つを設けている。 

 最後に全体をまとめて、「大学の国際化に関する評価」についてパネルディスカッション

を行いたいと思っている。 

△ 日本とアメリカの大学はどのようなところが入ってくるのか。 

● 現在内諾いただいておりますのが、分科会Ａの方、「人の新たな潮流創出」の方で鹿児

島大学が発表する予定でございます。それから東京大学である。それぞれ 20 分ずつの発表

を予定している。分科会Ｂでは、「財の新たな潮流創出」で九州大学と東海大学。パネルデ

ィスカッションは、名古屋大学で、もう一つはまだ決まっていない。 

● アメリカ側の事例発表については、まだ大学名は具体的に挙がっていないが、分科会

ごとのサブトピックをアメリカ側との間で討議し、それに基づいて事例発表の大学を決め

ているところ。ただ、13 名の参加者についてはほぼ決まっており、そのうちのほとんどは

５月のシンポジウムに参加した方々である。 

△ 特別講演の１番目、シェパード氏はどういう話をするのか。 

● シェパード氏は元日米教育委員会事務局長であり日米双方の高等教育事情に詳しく、
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かつ日本で中教審の委員もされていたので、今後の日米の大学交流における新しいネット

ワーク構築のあり方と、それに付随してアメリカの大学が日本の大学とネットワーキン

グ・交流をするうえで理解しておくべき事項について話をしてもらう予定。 

△ NSF の東京事務所からはどのような話が。 

● 基本的には NSF のプログラムの紹介であるが、NFS の最近の政策的動向とか、ファン

ディングの状況なども含めた話になる予定。 

△ ワシントンでは留学生 30 万人計画を中心に話をした。日本はこのアジアパシフィック

地域でいろいろなネットワークづくりに貢献しているので、今回はそのうちの幾つかを引

っ張り出して、それについて紹介をし、最後にちょっとコメントしようかなと思っている。 

◎ パネルセッションでの評価というのは何かスキームに基づいてこの４大学に頼んでい

るのか。これは個別ケースを扱うのか。 

△ 評価というタイトルは、英語にするときに困ると思う。評価というより、要するに現

状はどうなっていて、どういう問題があるかということであろう。 

● 国際化に関する評価、アセスメント、エバリュエーション、そういったものがどうい

うふうに行われているかの具体例、実践例について発表してもらう予定。 

△ 自分自身に対する評価ということか。そこまで入るとは認識していなかった。 

● アメリカではいろいろな形で国際化の評価がなされている。プログラム・アセスメン

トというレベルから大学全体の評価、さらに ABET などアクレディテーション・レベルでの

評価など。よって、それらの実践例について話をしてもらうようお願いしている。日本側

からは、名古屋大学等に大学国際戦略本部強化事業を通して行った国際的活動に対する自

己評価の事例について発表してもらう予定。 

◎ それでは、このタイトルは「評価活動」にしたらわかりやすいのではないか。 

△ まさしく評価活動であろう。 

● アメリカの場合、ピア・レビューなど外部評価の事例も含まれるものと思う。 

◎ この評価であるが、アメリカの場合は、かなりエデュケーションの方が中心になって

くるので、すれ違いというのは出てくるのか。 

●  研究の国際化についても意識してほしいということは当然申し入れている。 

 ただ、評価の対象も大事だが、評価活動自体をどう行うかというところに焦点を当てた

い。つまり、大学国際戦略本部強化事業も来年平成２１年度で５年目（最終年）を迎える

ので、どの大学も最後は本受託事業の評価をしなければならない。またそれを元に後年度
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は大学が独自に国際戦略本部を運営していくことが求められている。よって、評価活動を

ベースとした戦略的取組みでは歴史のあるアメリカの大学から日本の大学関係者が学ぶべ

き点が多いのではないかと思っている。 

● 評価する側が入っていない。自己点検・評価というのはあるのだけれども、第三者と

か、外からの評価がないと議論にならないのではないか。 

△ フロアからの発言に期待したい。これは時間的な制約があると思うが、質疑応答の時

間をもっととれないであろうか。分科会まで含めてもう少し時間をとった方がいいのでは

ないかという気がする。 

● 調整する。 

△ なるべく質疑応答の時間を長くとっていただきたい。ワシントンでもセッションによ

ってはほとんど議論がなかったところもある。ぜひよろしくお願いしたい。 

◎ あらかじめオーディエンスの方がどういう点について関心を特に持っておられるかと

いうことをある程度集めて、それをプレゼンターの方にお渡ししておくと、若干質疑応答

の時間のなさというのは効率的にカバーできると思う。 

△ それも一つの手であろう。その辺も考えていただきたい。 

◎ メディアというか、マスコミ等は参加するのか。広報という観点から、よく知られる

ような方法を考えておけばいいかと思う。 

△ 戦略事業本部のシンポジウムにマスコミは来ていたか。マスコミも結構興味を持って

いると考えてよいか。 

● 来ている。 

◎ 報道してくれた。 

● マスコミの関心は高いと思う。マスコミ関係者にもシンポジウムについて、前もって

情報を流しておきたい。 

△ 米国側参加者はどういう人が来るかだけ御紹介いただきたい。大体、インターナショ

ナルアフェアの関係の人が多いということか。 

◎ このパーティシパントの大学名を見ると、比較的アメリカの中では前より中堅大学が

多いという印象を受けるが、世界的にも有名な大学からの反応はどうか。 

● アメリカ側の参加者は、NSF のファンドを直接受けているアメリカ側のオーガナイザ

ーが広く公募をしており、今回は残念ながらいわゆるトップ大学からの応募がなかったと

いうことだと思う。 
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△ アメリカの大学のどこが来るのかまだ決まっていないので、なかなか意見が出ないと

ころかと思う。日本の大学も決まり、アメリカの大学も決まった段階で、また委員の先生

方にそれをお知らせし、何かもし御意見があればいただくということにしたらどうか。 

● アメリカ側の大学が決まった後、日本の大学が最後、正式に決まった段階で委員の方々

に連絡し、御意見を賜りたいと思う。 

先ほどの説明の補足だが、シンポジウム終了後、米国人参加者を対象に、早稲田大学に

てサイトビジットを開催していただく予定である。その後、２日間かけて東工大、理研、

関西に移動して京都大学と大阪大学にてサイトビジットを行い、最後に大阪大学でラップ

アップ・ミーティングといたしまして今回のシンポジウムの取りまとめの討議を大阪大学

にてクローズで行う予定である。 

 

 

【３ 大学国際戦略本部強化事業Ｗｅｂページの充実化について】 

 事務局から資料４に基づき、大学国際戦略本部強化事業Ｗｅｂページの充実化について

説明が行われ、その後質疑応答がなされた。 

 

● 昨年平成 19 年度、前回の第７回大学国際化戦略委員会において、「大学の国際化のた

めのプラクティカル・ガイド Web 版」の改良について御意見をいただいた。採択機関が実

施する国際化活動の事例や大学が国際的な活動を展開する上で必要となるノウハウ等を採

択機関みずからが本事業の Web サイトに提供することによって、より実践的・具体的な情

報を広く配信することを目指す。これらのノウハウについては、系統的に分類し、より閲

覧しやすいものとなるようにする。同時に、この分類化の過程において、大学の国際化に

おける課題を整理し、好事例分析の参考ともなるようにするという方針が決まった。 

 それに伴い、充実化への取り組みを何点かさせていただいた。１つ目として、掲載情報

の一元化及び体系的整理を行った。９つの観点のディレクトリに従って大学国際化のため

のプラクティカル・ガイドが下位系列で体系的になるようまとめた。２つ目として大学国

際化のための情報の再収集・コンテンツの増強を行い、JSPS 海外連絡センターからの情報

も積極的に活用している。３つ目として、本事業の関係者がいつでも書き込めて情報交換

をできる掲示板を新たに設置した。書き込み件数は停滞しており、これは反省点であるが、

オープンの場であり、なかなか書き込みにくいという点は認識しているが、今後、オープ
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ンな場でいろいろな情報交換ができるよう改善をしていきたい。 

△ 非常にいいと思う。要領よく書くというのが大事である。 

◎ 期待していたようにつくっていただいた。９つの観点別の項目に分かれており、観点

別・大学別と非常にわかりやすくなっていたので、ここでの審議の結果を反映していただ

き感謝したい。 

 

 

【４ 今後のスケジュールについて】 

 事務局より資料５に基づき、次回情報交換会等の今後のスケジュールについて説明を行

った。 

 

 

【５ その他】 

■ 本事業は平成 21 年度で終了ということで、終了後の成果が他の全国各地の大学でも活

用できるような形でいいものをまとめていただき、ぜひうまく水平展開していただきたい。

事業の Web ページでも情報を集積しているという話も出たので、それをベースにある程度

専門的な分析も加えていただき、いろいろな大学の参考になるような形にしていただきた

い。 

△ 本事業の第２期はないのか。 

■ 本事業については５年間の事業ということで各大学等機関に説明させていただいてい

る。ただ、この事業を通じて得られた研究活動の国際化に関する更なる課題等があれば、

それはまた別途の形で新たな事業を展開することはあるかと思う。 

△ 要するに今のところセカンドラウンドはないということか。 

■ その方向で考えている。 

△ 本事業はものすごく成果が挙がっていると思う。 

だからどこの大学も努力しているので、セカンドラウンドをやるといいのではないかと

思っている。 

■ この事業については平成 21 年度までの５年間で終わるが、研究環境の国際化における

課題が新たに見つかれば、新しく 22 年度以降の予算要求で考えていくということになると

思うので、それを踏まえて、この事業としての取りまとめや自己評価をお願いしたい。 
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 また、ややスペシフィックな感想めいた話で申しわけないが、この中間評価の９つのア

イテムの８のところに、日本人の若手研究者等の海外研鑽機会の拡大ということが挙がっ

ていて、日本学術振興会の方でも新しいプログラム等をお進めになっているが、それがど

ういうふうに取り組まれているかということは、国際化という観点では重点的に評価され

てもいいと感じている。最近、全般的に日本人の優秀と思われる学生の海外的なプレゼン

スが下がっているのではないかということが言われており、そういう意味で、この日本学

術振興会で行われているプログラムは、それだけに一層重要性を持つし、木村先生に座長

になってお取りまとめいただいた平成 17 年度の留学生政策に関する中教審答申の中でも、

双方向ということが重要であって、その一環として、長期の留学生に対する新しい国費支

援制度も設けたりした。意欲のある人にこの制度を使っていただきたいと感じており、そ

ういう意味で、この国際化というところの中で、まず選ばれた 20 大学等機関の現状につい

てある程度フォーカスを当てて見ていただくのも良いのではないかという印象を持った。 

△ まさしくおっしゃるとおりで、アグレッシブで言葉もできる若い人が減ってきており、

内向きになっているのではないかという気がしている。海外に行っている優秀な日本の研

究者が、帰国してから優遇されていないということも背景にあるのではないか。 

● この国際戦略本部強化事業は５年で終わったとしても、本当の意味でのグローバル化

をプッシュするようなプロジェクトは絶対に必要。だからもう一歩進んで、さらに大学全

体をインターナショナルにするようなシステムをつくっていかなければいけないと思うの

で、ぜひ本省の方でもお考えいただければと思う。 

 

◎ スケジュールについて、来年度、最終的にはどうするのか。JSPS はすばらしくこの事

業をやっていると思うが、中間報告書は中間分析であって、中間評価は別途やった。私、

中間評価に参加して感じたことだが、ちょっと大学側のプラクティスの方に引っ張られた

感じになっていると思う。もともとこれは国際戦略のためのインフラ、基盤のところをい

かに強くするかというところが眼目にあったはず。中間評価はそれで行った。 

 日本学術振興会でおまとめいただいた中間報告書はむしろグッドプラクティスを波及さ

せるためにやったので、それはそれで結構であるが、まさに各大学が申請してきた最初の

クエスチョンとの間の調整を最終的な評価のところでどうするかという問題は、議論して

おく必要がある。 

◎ ２つ申し上げたい。一つは日本の若手があまり海外に行かなくなっていることだ。 

 9 / 10 

 



 10 / 10 

 

私が重要だと思うのは、多くの大学で、特に博士の学生たちが海外で研究発表をすること

というのがポイントに必ずしもなっていない。ファシリテーションも重要だが、海外での

口頭での研究発表が必要条件なんだというようなこともある程度形に入れていかないと難

しいのではないか。 

 もう一つは、この事業をどう評価するかである。モデル事業というのはうまくいかない。

補助金が切れたらなくなってしまうというのが多くのパターンである。ただ、本事業は大

学にとっての大きな必然性があったというテーマ選定のよさもあったと思うが、当初、大

学の数を 10 ぐらいとしていたが、それを少し増やし、１大学当たりの金額は減るが、その

ときに、各大学はそれでも自己資金を充当してでもやると非常に意欲満々で実際に大学資

金も投入していろいろおやりになっている。現に各大学で自立的に進んでいる面も結構あ

ると思われる。 

 したがって、本事業終了後、このプログラム全体の評価のときに、この対象となった 20

大学の考え方を聞いていただくと、多分相当程度は引き続き自力でもやるんだというお答

えが出てくると思う。そういうものをプログラム評価の枠組みの中に考えていただいても

いいのではないかと思う。 

△ この委員会は評価をするのではなく、グッドプラクティスを集めるということで、評

価の方には、関係していないので、コメントすべきではないと思うが、やはり当初の目的

に沿った形でプロジェクトが実行されているかどうかについてきちんと評価をやっていた

だきたい。 

 これまでは補助金がなくなったら、プロジェクトは終わりということだったが、国際化

に関しては、各大学の今やっておられるものは簡単には終われない。御自分でおやりにな

ろうという意思が非常にはっきり見える点は非常によいと思う。 

 こういうプロジェクトがうまくいくにはどうしてもアクティブ・プロモーターが要る。

そういう意味で言うと、プロモーターを育てていくということはものすごく必要というこ

とを結論にして終わりにさせていただきたい。 

（了） 


