
第４章 採択機関における大学国際化のための手法 

 

第８節 日本人若手研究者などの海外研鑽機会の拡大 

 

（１）はじめに～グローバル・イノベーション時代の人材育成～ 

 知識型経済の世界的な広がりは、日本をはじめとくにアジアを取り巻く環境に大きな

影響を与えている。目まぐるしい勢いで押し寄せるグローバル化の波は、とりわけ中国

やインドといったアジア地域の経済発展に大きく貢献してきたと同時に、環境・エネル

ギー問題といった国家を超えた深刻な問題を我々に突きつけている。インド、中国の急

速な発展を鮮明に描いたトーマス・フリードマンの「フラット化する世界」や、その第

二段である「グリーン革命」は、いかに先進国はグローバル化によりインドや中国、そ

の他の国々に市場のみならず技術や人的資源といった知識経済において重要な要素で

も大きく依存していることを浮き彫りにしている。国境を越えた直接投資や貿易の拡大、

研究開発の国際化にあわせて、高度研究開発人材の国際的な移動も活発になってきてお

り、グローバル化の重要なひとつの要素になっている。研究開発やイノベーションを推

進する国や地域が増えるなかで、その担い手となる高度人材の国際的な移動は拡大して

きており、その性質もより複雑になってきている。そして、限られた高度な人的資源を

巡り世界的な競争がすでに始まっている。 

アジア、とりわけインドや中国の発展の背景に、豊富な人的資源がある。けん引役と

なる科学技術の発展やイノベーションを担う人材の重要性については、インドや中国も

よく理解しており、とくに中国は留学生の帰国奨励をはじめこれまでも様々な人材獲得

政策を展開してきた。その結果、トップクラスの研究所や大学の人事でも留学経験者に

よる若返り現象が見られる。（図 8-1、8-2）また、欧米諸国はインドや中国との人材交

流に積極的に取り組んできている。研究資金も豊富で優秀な研究者が集まっており、最

先端の研究テーマのある米国、伝統的に基礎研究を中心とした科学に強い英国に加え、

ドイツが積極的に中国に対する科学技術分野でのプロモーションを展開している。また、

英語圏への留学志向が根強く、「9・11」以降、カナダやオーストラリアへの留学生数が

増加しつつあることも指摘されている。つまりこれは、アジアを巡る「知の大競争時代」

に突入し、人材の世界的な獲得競争が激化していることを意味する。一方で、インドや

中国の留学生は、アメリカ残留を希望する割合が高い。こうして、アジア地域と米国を

人的ネットワークで結び「頭脳循環」によるグローバル・イノベーション・システムの

土台を築き上げている。（AnnaLee Saxenian, The New Argonauts, 2006） 

日本政府や日系企業は、他の先進国に比べこうした人材戦略で大きく出遅れている。

日本における外国人研究者は、全体的な数も少ないだけでなく、例えばインドからの留

学生は 400 人前後で、バングラディッシュからの留学生の三分の一にも満たないという

他の先進国から見ても特異な状況である。（表 8-１）また、最近の日本の研究者は海外



に出て活躍するケースが減っている。同時に、学生の間でも海外に留学するなどして実

体験を通した異文化理解が乏しくなっているという懸念も指摘されている。日本が豊か

になったことで、逆に国際社会から孤立していくような「内向きな」社会になることは、

よりオープンでグローバルなイノベーションの時代を生き残ることはますます難しく

なっていく。（表 8-2） 

 

図 8-1 中国科学院各研究所所長の年齢構成（2008 年） 

（出典：ＪＳＴ中国総合研究センター） 
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図 8-2 中国科学院各研究所所長の留学歴（2008 年） 
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図 8-3 中国のトップ大学（「211 大学」）学長の留学歴（2008 年） 

（出典：ＪＳＴ中国総合研究センター） 



 

 
 

表8-2 我が国の外国人研究者等の受入れ状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出所：文部科学省作成資料より抜粋） 

 
（ⅰ）若手研究者の海外研鑽の現状 
 海外で研究経験を積む若手研究者の数は年々減少している。とりわけ、以下の表３の

データが示すように、長期（一ヶ月以上）で海外に出て行く研究者が日本全体でここ数

年の間減ってきていることが明らかになっている。つまり、短期に比べて長期派遣の場

合は、絶対数が圧倒的に低くなっており、現在は海外派遣のほとんどが、一ヶ月未満の

短い期間のものになっている。長期派遣者数の減少の問題は、グローバル・イノベーシ

ョンの時代における知的ネットワークの重要性が増すなかで、世界の流れに逆行するよ

うな状況になっていることを意味する。このような減少傾向をはやく食い止めないと、

日本の科学技術の将来に深刻な影響を及ぼすことは明白である。 

― 38.9 27.3 15.7 卒業者に占める留学生の割合 

34.4 40.0 24.1 16.3 在学者に占める留学生の割合 

フランス イギリス アメリカ 日本   

 （出典：「ＯＥＣＤインディケータ2007年度版」に基づき文部科学省作成）
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表8-1 博士課程に係る留学生の割合（国際比較） 



表 8-3 日本人研究者の海外派遣状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出所：文部科学省「国際研究交流の概況（平成１７年度）」） 

 
 

表 8-4 日本人研究者の海外派遣状況（上に同じ） 

 
（出所：文部科学省資料） 
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表 8-5 OECD 諸国の高等教育修了者に占める人材流動の動き 

 
（出所：文部科学省作成資料より抜粋） 

 
高度人材ということでは少し対象は狭くなるが、高等教育修了者に限り、そのなかで

他国へ流出および他国からの流入が占める割合を具体的に OECD 諸国で比較したのが

上の表である。日本は、高等教育修了者の流出、流入ともに低水準にあり、他の OECD
諸国と比べいかに人材の国際的な移動が少ないかがよくわかる。同じように流出、流入

ともに低水準にある韓国では、国際化や英語教育に最近熱心に取り組んでおり、後に示

す米国での外国人博士号取得者数でも中国、インドに次いで第三位に入っている。 

 
 
 
 

 

 



 

図 8-4 高等教育修了者の国際間移動（2000 年） 

（出所：文部科学省作成資料より抜粋） 

 

そして、この上の図が示すとおり、高度人材の世界的な供給源はアジアであることが

わかる。また、主な流入先は米国で全世界の高度人材の国際間移動のうち 65％が米国

に向かっている。一方で、欧州は 24％程度となっており、アジアへの流入はほぼ２％

しかない。こうした状況を見てみると、高度人材を巡る世界的な競争に現在ひとり勝ち

しているのは米国であると断言してもおかしくない。アップルやグーグルなど世界をリ

ードする企業を次々と生み出している米国のシリコンバレーをひとつ取り上げても、世

界から優秀な人材がどんどん集まってきていることは容易にわかる。その上、そこで活

躍した中国人やインド人がそれぞれの国や地域に戻り、「頭脳循環」による知のネット

ワークでシリコンバレーとつながることの重要性は、近年の台湾の新竹やインドのバン

ガロールの発展が実証している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



表 8-6 分野別・年齢層別の海外本務経験割合 

（出所：文部科学省科学技術政策研究所、「科学技術人材に関する調査」2009 年 6 月） 

 
研究者の海外への移動を日本全体でみると、海外機関で本務経験がある研究者は

8.9％に留まっている。また、分野別では、工学系より医学系の方がより海外経験があ

る研究者の割合が高い。そして、年齢別では、30 歳代後半から 50 歳代前半までの層が

海外経験のある研究者が多くなっている。比較的若いときに海外経験をすることが一般

的であると考えると、それほど大きくはないが、ここ数年前まで海外に出る研究者が相

対的に増加していたという傾向があったと考えられる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



表 8-7 期間別派遣研究者数の派遣先別推移（長期、短期） 

 
（出所：文部科学省作成資料より抜粋） 

 
このグラフは、研究者の派遣先と派遣期間でどのような変化が起きているかを示して

いる。これによると、欧米への長期派遣は減少している一方で、アジアへの短期派遣は

伸びている傾向が読み取れる。その背景に、日本が科学技術で欧米諸国に追いつこうと

しているキャッチアップの時代から、世界でもトップレベルの科学技術を有する国に仲

間入りし、フロンティアをリードする時代に移ってきた結果、欧米への長期派遣が減少

しているという理由があるかもしれない。もしそうであれば、こうした状況は、日本が

科学技術立国として誇れる姿に発展してきたといえる。しかし、論文発表件数や被引用

件数、インパクトファクターなどの研究レベルの成果を表す指標の近年の推移を見てい

ると、必ずしも日本が世界をリードしているとはいえないような状況を示しているのも

事実である。さらに、もし日本の科学技術がトップランナーの位置にあるとするならば、

日本に世界中の研究者が集まり始めるかもしくは何らかの形で国際的な共同研究が増

加しているはずである。しかしながら、日本に来る海外の研究者の数もそれほど増加し

ておらず、本章で取り上げているあらゆる国際化の指標は、むしろグローバル・イノベ

ーション時代の到来の中で、日本の科学技術が世界から取り残されているような孤立感

さえ感じさせるような状況を示唆している。 

 
（ⅱ）留学生の世界的な動向 

研究者の派遣だけでは、長期であってもなかなか国際的なネットワークを構築するに

はまだ不十分である。中国やインドのような頭脳循環を見てみると、核になっている人

材は、海外留学生であることがわかる。そこで、日本の留学生の状況を見てみると以下

のような状況である。 

 



表 8-8 外国人留学生の日本留学及び日本人の海外留学 

 

（出所：文部科学省作成資料より抜粋） 

 
このグラフが示すように、日本人の海外留学がここ数年間全く伸びていないことが明

らかである。同様に、日本への留学者数も 10 万人計画の目標を達成した後は伸び悩ん

でいることがわかる。世界的に見て高度人材の国際的な移動が重要視されている状況で、

このように日本において留学生の数がグローバル化の流れと逆に伸び悩んでいること

は、研究者の海外派遣よりある意味もっと深刻な問題であるといえる。 

 

 
図 8-5 世界における留学生の流れ（2006 年） 

（出所：文部科学省作成資料より抜粋） 

 

高度人材の国際的な移動と同様に、留学生もアジアが世界的供給源になっている。そ

して、その多くが米国を留学先としている。アジア諸国にとって、地理的に近い日本に



は、そのわずか一部しか流入していないことがわかる。よく言い換えれば、今後まだま

だアジアから日本に留学する学生の数は伸びる可能性はあるとも考えられる。しかし、

米国やカナダ、オーストラリアなど英語圏に流れている留学生が日本に向けて流入する

ようになるためには、日本が自ら抜本的な制度改革を行うなど環境整備が必要になる。

何もしないで、アジアから米国への人材の流れを少しでも変えることは不可能である。 
 

表 8-9 米国における外国人博士号取得者数の推移（国籍別） 

 
（出所：文部科学省作成資料より抜粋） 

 
こうした留学生のアジアから米国への流れが続いてきた結果、米国における博士号取

得者数を見ても、中国、インド、韓国などの留学生が上位を占めている。一方、日本は

100 名から 200 名の間の低い水準を推移しており、トップの中国と 20 倍以上の差がつ

いている。 

日本は明治維新以来、近代化を目指して戦略的に留学生を派遣し、外国からも積極的

にお雇い外国人を招き、人材育成を通じた国づくりに重点を置いてきた。そして現在再

び、グローバル社会のなかで国際的に通用する人材を育成し、日本が厳しい国際社会を

生き抜くためにどのような人材教育が必要か考える時がきている。例えば、シンガポー

ルや香港など植民地時代に欧米の教育制度を取り入れた国は、授業を英語で行い、海外

から優秀な先生を連れてくるといった人材開発戦略を採っている。高度人材の国際的な

流動性も高まるなかで、まさに、人材獲得競争の時代に入ったといえる。 

海外経験が人材育成に貢献する重要な点は、外国語によるコミュニケーション能力を

はじめとしたグローバル化時代に必要な資質の養成のためだけでなく、外から日本を見

ることで日本をよりよく知るためにも有益である。このことは、海外に出ることによっ

て、「ナショナルスタンダード」ではなく、「グローバルスタンダード」で考え行動する

ことができるようになる。 

 



（ⅲ）低い流動性 

このような｢内向き社会｣の背景には、そもそも日本の研究者の流動性が低いという点

がある。先ず、次の表は、日本が他の先進国と比べて流動性が高いか低いかを調査した

結果である。国内機関間の移動、国内から海外へ、そして海外から国内へのいずれも他

の先進国に比べて日本は低いと見られていることがわかる。また、なかでも国内から海

外への流動性が最も低く見られていることはこれまでのデータが示してきたところと

一致する。 

 
表 8-10 日本における流動性と他先進国との比較 

 
 
（出所：文部科学省科学技術政策研究所、「我が国の科学技術人材の流動性調査」、2009 年） 

 
 次に、日本において流動性の高さを機関別に比較する。全体としては、約 60％の研

究者が一度は「移動」を経験している。大学より独法や国立研究機関の方が、「移動」

経験者が半数に減り、相対的に流動性が低いことがわかる。この差は、大学の法人化以

降、任期付き採用が一般的になったことも影響していると考えられる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
表 8-11 研究者の流動状況：研究者の移動経験数 

 
（出所：文部科学省科学技術政策研究所、「科学技術人材に関する調査」2009 年 6 月） 

 
 次に、年齢層別に転出率の推移を見てみる。全体的に転出率は、過去二十年の間に

増加傾向にあるといえる。年齢層でみると、40 歳前後の転出率が最も高く、近年の伸

びも大きいことがわかる。ここでも、ポスドクや若い研究者の採用については、任期付

きポストが一般的になってきたことが影響しているといえる。一見、日本においても若

手研究者の間から流動化が進み始めているといえる半面、シニアの研究者の間では、ほ

とんど流動化が進んでおらず、若手研究者の雇用状況は益々不安定になってきていると

いう大きな問題を生んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 



表 8-12 年齢層別転出率の推移 

 
（出所：文部科学省科学技術政策研究所、「科学技術人材に関する調査」2009 年 6 月） 



（２）採択機関による取組 
東北大学：ダブルディグリー・プログラムの推進を通じた国際的に活躍しうる日本人学生の育成に

向けて 

 
（ⅰ）背景・問題意識 

東北大学は、法人化に当たって、国際競争力のある世界最高水準の研究・教育 

拠点としての発展を目指すことを主な目標のひとつとして掲げ、世界のアカデミック・

コミュニティーの一部として常時活動している欧米の有力大学と比べ、東北大学を含む

日本の主要大学は一般的に人的構成、研究教育のスタイル、大学経営のあり方等、あら

ゆる面での国際化という点で課題が多いことを踏まえ、国際戦略構想の実現の鍵を握る

組織として、平成 17 年度に｢大学国際戦略本部強化事業｣に採択されたグローバルオペ

レーションセンター（以下「GOC」という。）を同年 6 月に設立した。 

｢大学国際戦略本部強化事業｣申請の前に、既にフランスのグランゼコールであ 

るエコール・セントラル・グループ（以下「EC」という。）、INSA-Lyon および中国の

清華大学から学位取得を含む交換留学について打診されており、フランス・中国の研究

や高等教育の水準、各校の特徴等を調べ、東北大学の国際交流戦略として既存の一年未

満の留学を超え学位取得を目指すことで、高度な理工系の知識、研究経験、派遣先の国

のことばと文化への理解を兼ね備えた国際舞台で通用する理工系の人材を育成するこ

とを目的として、同年公募があった「戦略的国際連携支援」の申請にその実施を盛り込

み、GOC が主体となって実施していくこととした。その採択を受けて、平成 17 年 9 月

から実質的にダブルディグリー・共同教育プログラムの実施に向けて動き始めた。 

 

（ⅱ）取組（苦労した点を含めて） 

平成 17 年 9 月から、ダブルディグリー・共同教育プログラム設立のため、学内に国

際交流部長(GOC 副センター長)を座長としたワーキンググループを設置し、関係部局

の教員、GOC および国際交流部の職員がほぼ毎月フランスと中国に出張して協議を重

ねると同時に、GOC がフランスに関してはバカロレアの試験問題、準備学校のカリキ

ュラムの調査も含め、教育に関するリサーチを実施し、プログラム導入への準備を整え

た。平成 18 年度にダブルディグリー・プログラムが開始された後は、プログラムが円

滑に進むよう提携教育機関と年に数回の運営推進会議を開催している。また、GOC は

提携教育機関との調整役を担い、国際交流部と連携し、プログラム広報、問い合わせ対

応、学生の選考、受入・派遣の業務を行っている。 

また、英語で履修できるプログラムは学生が興味を持ちやすいこと、工学研究科が長

年交流を重ね、ほぼ毎年、交流協定に記載されている交流人数の上限に達するほど学生

の往来があり、教育・研究レベルが高く、研究設備も充実し、国際交流を熱心に推進し

ている KTH(スウェーデン王立工科大学）がダブルディグリーに積極的だったことで、



同校とプログラムを立ち上げることになり、GOC が中心となってそれぞれが派遣する

場合の履修スケジュール、履修が義務となるスウェーデン語のレベルと内容と試験及び

サポート体制の確認等も含めた包括的な協議を重ね、平成 20 年 3 月にプログラムを開

始した。 

東北大学が取組んでいるダブルディグリー・プログラムは、フランス・中国・スウェ

ーデンとのいずれも受入・派遣型プログラムで、参加学生は派遣元教育機関に籍を残し

たまま提携校に留学し、両校における修士レベルの学位の修了条件を満たした際に双方

から学位が授与されるもので、大学間協定に基づき派遣先での授業料を免除している。

フランスの 2 機関とは、指導言語をそれぞれの現地語と定めている一方、清華大学とは

双方英語、KTH とは東北大学の学生は英語、KTH の学生は日本語と取り決めている。 

KTH はプログラムを開始してから間もないため、学生の相互の派遣は将来のことと

なるが、フランスの 2機関と清華大学とのプログラムで最も苦労している点は、東北大

学学生の派遣である。受入れは軌道に乗ったと言えるが、派遣に関しては、平成 19 年

度に EC に 1 名、平成 21 年度に清華大学に 1名（予定）だけである。EC に派遣した学

生は、フランスでの 1年目に必要な条件を満たせなかったため、プログラム継続を断念

し帰国した。原因はフランス語能力が思うように伸びなかったことに加え、フランスで

の授業や試験のスタイルになかなか馴染めず、授業について行けるようになるタイミン

グが極めて遅かった。これらの問題に関しては、プログラムに興味を持つ学生には無料

でフランス語の速習コースを受講できるようにしているが、必要とされるフランス語能

力を習得させるため授業の進度が速く、途中で辞退する学生も見られる。また、東北大

学で学生を受入れる場合は、来日後半年間無料で日本語講座を提供しているが、

INSA-Lyon においては、1 ヶ月間程度のフランス語講座の提供、EC は事前のフランス

語講座を提供していないという状況である。そのため、東北大学学生は、入学前に独自

に有料の語学専門学校を利用する等して語学力を向上させる必要がある。入学前にフラ

ンス語能力の向上を支援する体制が不十分であることも派遣者数が少ない理由の一つ

として考えられる。 

授業に関しては、提携教育機関から授業や試験について実際の情報を入手し、次回の

派遣はスムーズに行えるように対応を考えている。 

学内では、ダブルディグリー・共同教育プログラムのウェブサイトを設けている他に、

関連部局における新入生オリエンテーション、全学学生を対象とした留学オリエンテー

ション、ダブルディグリーに特化した説明会等で、ダブルディグリー・共同教育プログ

ラムについて説明を行い当該プログラムの認知度の向上に努めている。ダブルディグリ

ー・共同教育プログラムが学生間で一定の認識があるにもかかわらず派遣学生数が伸び

悩んでいる理由としては、上記に述べた語学力向上のための支援体制が不十分であるこ

との他に、修業年限の延長を必要とする国際経験や複数の修士号取得のメリットが、学

生や日本社会で十分に認識されていないことが考えられる。通常日本の大学では、学士



と修士課程は合計 6 年で修了するが、ダブルディグリー・プログラムに参加した場合、

原則としてフランスの 2 機関と KTH とのプログラムにおいて合計 7 年、中国清華大学

においては合計 6.5 年で修了することになる。修士号取得までの修業期間が一般的なコ

ースより長期間となることで、就職活動や将来の研究活動を考えた際に、当該プログラ

ムへの参加に消極的になるようである。ヨーロッパでは国際経験が好意的に見られ、ダ

ブルディグリーの概念も広く理解されている一方、日本ではまだ認知度が低く、就職を

考えている学生が興味を持つ段階に達していないことも派遣学生を出せない大きな原

因と考える。 

これらの理由により、ダブルディグリー・プログラムにおける派遣学生数の増加には、

単にプログラムの枠組みを構築するだけでなく、学生の国際性や語学力の向上を図ると

ともに、より明確にキャリアパスを提示することが必要だと考えられる。 

 

（ⅲ）成果 

ダブルディグリー・プログラムを実施することにより、提携教育機関とは密接なパ

ートナーシップを築くことができ、フランスの教育事情を調査することでボローニャ・

プロセスの現状を知ることができ、T.I.M.E. (Top Industrial Managers for Europe)に加盟す

るきっかけができるなど、それまでより一歩踏み込んだ国際交流を行えるようになった。

また、学生の国際性、柔軟な思考力、および語学力を養成し、海外を視野に入れた学術

活動を行える学生を増やすことを目的に、TOEFL 対策集中講座や米国カリフォルニア

州やオーストラリア・シドニー大学での短期研修など、バラエティーに富んだ海外経験

を積む機会を提供している。 

また、派遣学生数は未だ少数であるが、ダブルディグリー・プログラムを通じ世界有

数の高等教育機関から毎年留学生を受入れることにより、各研究室における国際性を高

め、日本人学生に対する刺激を与えるとともに、若手研究者との人的ネットワークの形

成および、国際性の向上に寄与した。 

当初は理工系の修士レベルのみで開始したものであったが、当該プログラムの波及効

果としてダブルディグリーに関心を持つ教員および部局が増え、平成 20 年度には医工

学研究科および法学研究科が PhD レベルのダブルディグリー・プログラムを開始し、

GOC がそれまでの経験を活かし、立ち上げの支援を行った。 

学内にはダブルディグリーのガイドラインを作成するワーキンググループも設置さ

れ、今後プログラムを設立する場合の指針を示せるようになったことも成果である。 

これらのことから、ダブルディグリー・プログラムを行うことにより、長期的視野に

立脚した、国際的に活躍しうる日本人学生育成基盤の充実につながったと考えられる。 
 
 
 



東京大学：イェール大学との連携による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）を通じた若手研究者の養成 

 

（ⅰ）背景・問題意識 

これまで、政治学、法学、経済学、社会学等の社会科学における日本研究・日本関連

研究の諸分野では、若手研究者の米国への積極的な留学や学位取得が行われてきた。東

京大学においてもイェール大学等の米国の著名大学で学位を取得した上で、教員となる

者は多く、教育研究発展の先導的役割を果たしている。その一方で、人文学における日

本研究・日本関連研究の若手研究者は、社会科学に比較して、米国等への留学などの国

際的経験が少なく、国際社会における日本理解の発展や学問自体の発展の可能性を制約

する状況がある。社会科学のみならず、人文学の日本研究・日本関連研究の若手研究者

のための在外研修の制度を確立し、両分野の若手研究者の国際的経験を拡大することが、

東京大学における課題となっている。 
そのため、研究教育拠点として東大‐イェール・イニシアティブを設置し、その活動

を基盤として、若手研究者派遣を実施することで、日本関連研究の拠点形成を共に担う

ことが期待されている。また本プログラムは、イェール大学との協同という環境のもと

で、学んでくるというだけの受身ではなく、自ら研究テーマをもちイェール大学の教員

や若手研究者と交流し、これを通じて能動的に情報を収集・発信する力を身につけ、国

際的な日本研究・日本関連研究のリーダーとなる人材を育成するものである。日本研究

及び日本関連研究の分野において、国際的経験を有する若手研究者を持続的に養成する

ことは、近年危惧されている、米国における日本研究の縮退傾向への反転攻勢の契機と

もなる。なお、東大‐イェール・イニシアティブの設置にあたっては、国際連携本部国

際支援部が支援してきた総長外交や IARU（国際研究型大学連合）への加盟による、東

京大学とイェール大学間の良好な関係が多いに寄与している。 
 

（ⅱ）取組み（苦労した点を含めて） 

海外大学と東京大学の海外拠点とが連携した今までにない取組みと言うこともあり、

事業開始当初はイェール大学との調整や学内における実施体制を整えるまでに時間が

かかり、計画に沿った若手研究者の募集、選考、派遣を行うことができなかった。しか

しながら、各部局の委員による派遣プログラムの周知、選考から派遣までのプロセスの

マニュアル化により、安定してプログラムを実施できるようになった。 

また、オフィスの設置に際してはイェール大学内でのスペースの確保や、イニシアテ

ィブの活動にかかる経費をどのように支払うかなどの問題もあったが、イェール大学国

際事務所の協力により、円滑なオフィスの運営が可能となった。 

現在は、恒常的に東京大学からシニア・中堅の教員が派遣され、活動を行っていると

いう強みを活かし、このオフィスを核として、イェール大学国際事務所、東アジア研究



協議会(Council on East Asian Studies)、MacMillan Center(国際関係論・地域研究)など、イ

ェール大学各機関との緊密な協力関係を築き、若手研究者・助教の安定的な受入れ環境

の確立し、若手研究者の参加する研究企画を実施している。 

 2008 年 4 月開催の Mind, Brain, and Society: Neurocognitive Approaches to the Social 
Sciences シンポジウムには、小宮山宏総長（当時）が参加し、また、2009 年 4 月にはイ

ェール大学美術館アジア部主催、東大-イェール・イニシアティブ協賛のシンポジウム

『茶の旅路：日本の茶文化今昔』が開催された。これらのシンポジウムでは若手研究者

が、講演者の発表・資料準備、当日の機材・映像操作、受付業務を行うなど、運営に積

極的に携わった。 

上記シンポジウムに代表されるように、東大－イェール・イニシアティブが中心とな

り、若手研究者がイェール大学関係者と交流する仕組みは、既に整えられつつある。今

後は、東大-イェール・イニシアティブとイェール大学による共催の講義（東大-イェー

ル・イニシアティブ レクチャーシリーズ）やワークショップなどの機会を、研究者間

の交流や発表の場として、若手研究者が活用できるような体制作りを行い、イェール大

学において若手研究者が研修・研究に取組みやすい環境作りを一層推進する予定である。 

 

（ⅲ）成果 

平成 19 年度よりイェール大学への若手研究者の派遣事業を開始し、これまでに

MacMillan Center に客員研究員として助教を 3 名、イェール大学大学院の Visiting 
Assistant in Research(VAR)として大学院博士課程学生を 3名派遣している。また平成 21

年度についても助教 2名および博士課程学生 1 名が既に採択されている。 
派遣者の研修成果報告から、若手研究者がイェール大学にある豊富な資料・文献を調

査し、幅広い分野の研究者達と講義やシンポジウムを通じ交流するなど、有意義な研修

を行っていることを確認した。派遣プログラムも平成 21 年度で 3 年目となり、学内に

おける認知度の向上に伴い応募者が増加している。 
また平成 20 年度から、若手研究者により多くの国際的な研鑽の機会を提供するため、

イェールサマーセッションへの修士課程・博士課程学生の派遣も行っている。この短期

派遣は、学生にとって海外大学の研究環境や英語による授業を体験し、論文の書き方な

どを学ぶことで、英語での論文執筆、外国人研究者との交流や共同研究をより身近なも

のと感じ、今後の長期留学に向けた足がかりとなっている。 
以上のように、東京大学独自の資金によるシニア・中堅の教員海外拠点への派遣と、

若手研究者の派遣を組み合わせることにより、派遣先機関との交流が一層活発になり、

若手研究者の研修がより充実したものになるという成果が生まれている。  

 
 
 



大阪大学：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）実施による欧州との戦

略的学術交流の推進と海外派遣時の危機管理体制の整備 

 
（ⅰ）背景・問題意識 

 大阪大学ではオランダ・グローニンゲンに海外教育研究センターを設置し、グローニ

ンゲン大学をゲートウェイとして、全学的に欧州大学・学術機関との戦略的交流を推進

してきた。例としては、文学研究科においてエラスムス・ムンドゥス｢ユーロカルチャ

ー｣への第 3 国パートナーとしての参画・学生受け入れ、国際交流推進本部・国際企画

室が中心となってエラスムス・ムンドゥス等の欧州の新たな学術交流の潮流に関する最

新の情報収集とシンポジウム開催による日本の大学関係者への情報発信を行ったこと、

新たな日欧学生交流プログラム「ICI ECP」への参画等が挙げられる。今年になって、

欧州地域外への拡大を指向する新エラスムス・ムンドゥスの申請が行われたが、大阪大

学の複数部局が欧州パートナー大学と共同で新規計画への参画を表明している。 

 このような全学的な欧州との学術交流推進の流れを受け、理学研究科においては、「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）」によって若手研究者

を欧州の研究機関に派遣し、独創性あふれた教育・研究にじかに接する機会を設けるこ

とで、国際的研究環境を体験し、そのことで理学研究科における教育研究のさらなる高

度化を目指している。理学研究科の教員は優れた研究実績をもち、欧州諸大学との個人

的なチャンネルをもとに交流を行ってきているが、ITP 事業を契機として、さらに組織

的な派遣・交流を行い、理学研究科全体の国際化に反映させることを目的とした。事業

推進にあたっては、理学研究科教授である国際企画推進本部員が中核を担うことで、全

学で整いつつある研究者・学生派遣の積極的支援体制をバックに、グローニンゲンの海

外拠点と連携しつつ行った。 

 一方で、大阪大学全体で近年学生・若手研究者海外派遣の需要が高まり、ITP のよう

に個人を研究機関に派遣するもの、夏季等の休業期間に海外で短期研修に参加するもの

等が増え、平成 20 年夏季に大学からの奨学金助成を受けた短期派遣プログラム数が 14

となった。学生・研究者の海外派遣を推進する立場からは望ましい動きであるが、一方

で、危機管理の体制をととのえることが急務となった。これについては、既に平成 17

年に｢大阪大学・国際交流等に伴う危機管理対応マニュアル｣を作成していたが、とくに

派遣プログラムの立案時に勘案すべき危機管理について、更なる検討が必要なことが明

らかになった。 

 

（ⅱ）取組（苦労した点を含めて） 

 ITP 交流計画の具体化について、まず理学研究科の複数の担当教員とグローニンゲン

教育研究センター長が派遣計画のある大学・研究機関を訪問し、派遣の意義と事業の目

的、将来の交流計画についての意見交換を行った。特に海外での研究経験が豊かな大阪



大学の教員が、修士・博士・ポスドク・助教レベルの若手研究者と、グローニンゲン大

学を中心としたヨーロッパ諸大学のホスト研究者との密接な連絡の橋渡しを行い、派遣

することで研究者として成果が達成できるか、もしくは、将来の活躍が期待できる十分

な経験が積めるかどうかを精査した。グローニンゲン大学以外の研究機関が適切と判断

された場合には、そこへ派遣するが、ホスト研究者の資格・適性、住環境等について、

グローニンゲン教育研究センターの支援を得てチェックを行った。周到な準備を経て、

教員・大学院生に呼びかけを行い、書類・口頭試問だけでなく、オランダ・グローニン

ゲンからのインターネットによる TV 会議を実施して最終選考を行った。2 年目からは

派遣対象者を理学研究科だけでなく理工系の複数部局に拡大し、学内に横断的に広げる

試みを開始した。 

 パートナー機関の選定や連携構築には国際企画推進本部兼任教員である理学研究科

教員が中心的な役割を果たした。すなわち推進本部の活動のなかで海外の重点校や交流

の活発な大学についての情報が伝達されるため、これを ITP 活動の出来る範囲で活用し

た。このように、部局のなかでアクティブに国際化に取り組む教員を兼任として国際企

画推進本部に迎え入れることで、部局と本部の双方にとってメリットが大きく、推進力

の強い国際化が可能となった。 

 若手研究者・大学院生の研究能力の向上はもちろんのこと、派遣にあたっては、英語

による議論能力の向上、研究発表の基本姿勢の体得、英語による論文作成能力取得など

の能力向上に特に力点を置いた。そのため、選考の過程では基本的な英語能力、とくに

明確な留学の研究上の動機を口頭で説明できることを基本条件とした。平成 20 年度は

派遣予定者に対してネイティブ・スピーカー講師を招いて派遣事前英語特訓研修を行い、

一般英語力だけでなく、科学プレゼンテーション・スキルの向上を目指すサポートを行

った。 

 派遣中には滞在状況を把握するための｢報告、連絡、相談｣を定期・不定期的に行った。

基本的に研究上の交流を基本としての派遣であり、派遣側とホスト側の学術的コミュニ

ケーションが頻繁になされるため、派遣者の研究成果について、当然のごとく情報交換

されるとともに、派遣者の抱える問題についても早く察知することができる。加えて、

ITP 教員は派遣先に年に 1回赴き、生活面での問題について、細やかなインタビューを

行っている。マンスリー・レポートとして ITP ウェブサイトに定例の報告が寄せられる

仕組みも構築した。また、大阪大学の教員・事務職員の欧州派遣による派遣の実態把握、

ホストおよび派遣者との意見交換、新派遣先パートナーの開拓・確立など、派遣拡大と

将来にむけての活動につとめている。 

 これらの支援過程で、担当教員と担当職員を中心とした組織の国際化と意識の共有を

も目指した。すなわち、若手研究者の将来に海外研鑽の機会が必要であるというコンセ

ンサスが部局で共有されるよう、国際企画推進本部とのシンポジウム共催等の機会を生

かし、世界の大学国際化の現状と日本の大学の置かれている状況等の情報発信を続けた。 



 部局レベルでのこのようなきめ細かい取り組みは、危機管理対策にもつながるもので

ある。しかしながら、海外派遣数が増える中で、先にまとめたマニュアルの効果的な活

用と、具体的な危機管理体制とくに有事の連絡体制などの整備が急務となり、国際企画

室と学生交流推進課が中心となり、全学的な体制づくりを進めた。平成 19 年度には、

国際企画室、学生交流推進課、国際交流課などが連携して緊急時連絡網を作成し、海外

派遣のプログラム担当者を対象に「短期学生海外派遣プログラムの危機管理に関する説

明会」を開催し、緊急連絡網と連絡体制の説明、保険や出発前に把握すべき情報につい

ての説明、海外拠点の活用等、情報共有の機会を設けた。また、同年 JCSOS（海外留学

安全対応協議会）に加入し、JCSOS の主催するセミナーへの参加や発信される危機管理

情報の学内共有体制づくりも行った。 

 大阪外国語大学との統合後には、特に学生派遣に意欲的な外国語学部等から、新生大

阪大学としての危機管理情報の共有と情報交換への要望が高まった。このような声を受

けて、平成 20 年度には全学の危機管理情報交換会とはまた別の機会を設け、外国語学

部の関係教職員を対象として、国際企画推進本部、留学生センター、学生交流推進課、

外国語学部国際交流委員会、外国語学部留学生係が連携して危機管理に関する説明会を

開催した。 

 

（ⅲ）成果 

 事業開始以来、平成 20 年度末までに延べ 23 名を欧州の一流大学・研究機関に派遣し

た。派遣者のなかには能力優秀と認められ、派遣先で 4ヶ月後にポスドクとして雇用さ

れた例もある。研究成果については、論文執筆中（欧州大学と共同研究）の数多くの例

がある。 

 また、ITP 派遣事業を通して、グローニンゲン大学との戦略的パートナーシップがさ

らに強化された。平成 20 年度には「ICI ECP(Industrialised Countries Instrument Education 
Cooperation Program)」という欧州委員会の新規学生交流プログラムに大阪大学が日本側

コンソーシアムの幹事校となり採用された。これは、東北大学、京都大学と共同で、欧

州側コンソーシアムのグローニンゲン大学（欧州幹事校）、ハイデルベルグ大学、ボー

フム大学、ウプサラ大学と基本的に大学院前期課程の学生が、同課程の 1セメスターを

国外の大学で過ごすもので、EU 側の費用は EU から、日本側の費用は日本学生支援機

構から支援される。このプログラムは将来のエラスムス・ムンドゥス・フェーズＩＩに

むけての pre-program のような位置づけで、日欧の有力大学間の単位互換性のシステム

構築を行うだけでなく、参加大学の間では、将来の共同研究への意欲が非常に高いこと

が特徴である。 

 エラスムス・ムンドゥス域外パートナーとしての参加にむけた積極的な姿勢は、ヨー

ロッパの大学の大学院教育改革に日本を代表して大阪大学が参画するということであ

る。単位互換性と大阪大学の教育システムの透明性・信頼性を高め、教育を国際化する



ことはもちろんのこと、若手研究者の教育を相互に行うことで、将来にわたる持続的な

研究交流が可能になる。また、派遣事業を始めたことで、欧州側からも大阪大学側に対

する学生・若手研究者受け入れの要望があがり、そのことが理工系短期受け入れプログ

ラム FrontierLab@OsakaU を開発する契機となった。理学研究科にとっては、派遣から

始まった様々なプログラムが相乗効果をよび、学生・教員・職員をまきこんだ部局国際

化の飛躍的な前進をみた（下図参照）。このことは、理学研究科において留学生の積極

的な受け入れを目指す動き、英語コース設置への取り組みなど、さらなる国際化推進の

動きと不可分に結びついている。 

 危機管理に関しては、体制の整備は着実に進んでいるが、担当者が変わるなかで情報

を継続的に責任者に伝達すること、実際の「危機」を想定したシミュレーション等さら

に具体的なトレーニングを行うなど、課題は山積している。現時点では、大学として学

生を海外に派遣する場合に最低限必要かつ伝達すべき留意事項、共有すべき情報などを

取りまとめ、学外専門家の知識に学ぶ機会を得たことになるが、本件については到達点

というものはないと認識している。今後、より多くの学生と研究者を海外に派遣するこ

とを目指し、危機管理体制のさらなる整備と情報周知の徹底を学内連携により進めてい

く所存である。例えば、教職員の労力の削減と、危機管理体制のクオリティ向上のため、

紙媒体からウェブベースのシステム構築について検討したいと考えている。 

 

 

 

  



（３）総合分析及び具体的提言 
OECD レポート「The Global Competition for Talent: Mobility of Highly Skilled (2008)」で

は以下の 4点を国際的な人材の移動によるメリットとして挙げている。 
 

1. 研究開発人材の国際間移動は、直接投資や研究開発の国際化と並び、近年重要

性を増している。そうしたなかで、国際的に移動する研究開発人材は、知識の

創造や伝播に大きく貢献している。 
2. 経済的インセンティブのみならず、研究環境やトップレベルの研究者の存在な

どが移動を誘発していることから、先進国のみならず開発途上国やあらゆる地

域もある一定の条件が整えさえすれば国際的な人材の移動からメリットを得る

ことが出来る。 
3. こうした人材の移動は、様々なチャンネルで知識を伝播する。 
4. 送り出す側も受け入れる側も、頭脳循環や知的ネットワークを通して双方に多

大なメリットがある。 
 

次に、日本の研究者の移動経験と論文の生産性の関係を検証してみる。 
 

表 8-13 移動経験と論文生産性の関係 

 
（出所：文部科学省科学技術政策研究所、「科学技術人材に関する調査」2009 年 6 月） 

 
 移動経験の豊かな研究者の方が、英語論文の平均論文数は多いことがわかる。また、

その差は、45 歳以上の研究者から大きくなっている。したがって、少なくとも英語論



文に関しては、研究年数が高くなるにつれ移動経験あるのとないのでは、論文数に影響

が出ていることが分かる。 
 次の二つの表は、グローバル化に伴い世界的に伸びている共著論文に注目し、日本の

状況を他国と比較したものである。先ず、日本において共著論文が最も多くまた近年大

きく伸びているのは国内の機関間の共著である。次いで、近年伸びてはいないものも二

番目に多いのは同一機関内での共著になる。そして、三番目に国際共著論文となってい

る。国際共著論文については、確かにここ 10 年の間に伸びてきており、論文数では単

著を抜いて増えている。 
 

表 8-14 自然科学分野における論文共著形態の変化 

 

 
（出所：文部科学省作成資料より抜粋） 

 
 国内では、着実に増えている国際共著論文ではあるが、次のグラフのように他の国と

比較してみると国際共著の割合は今や中国に抜かれて大きく低迷していることがわか

る。頭脳循環により欧米との国際共同研究が増えている中国は、国際共著論文の割合が

伸びていることからもその影響の現れが読み取れる。 
 
 
 
 
 



表 8-15 我が国および諸外国における国際共著割合の推移 

 
（出所：文部科学省科学技術政策研究所調査資料 No.155 より） 

 
 

表 8-16 海外機関との共同研究内容 

 
（出所：文部科学省科学技術政策研究所、「科学技術人材に関する調査」2009 年 6 月） 

 
この調査は、海外経験のある研究者は、帰国後も海外と交流を継続して行う割合が高

いことを示している。とりわけ、海外との共同研究や共著論文については、海外経験の

ある研究者とない研究者では差が歴然としている。海外経験のない研究者が国際的なネ



ットワークに参加し研究を進めていくためには、海外から研究者を多く受け入れるなど

交流の機会を増やさないかぎり、海外経験者とのギャップはうまらないこともこの調査

は示唆している。したがって、海外派遣を増やし、海外の研究者の受け入れも増加する

ことが、日本の研究を国際的なネットワークの中に組み込むためには重要なことである

ということは言うまでもないことである。また、別の調査で、ポスドクについても同様

に海外経験のある若手研究者の方が経験のない研究者より、より活発に海外と連携して

研究していることがわかっている。 
 
 

表 8-17 海外に留学する日本人若手研究者の状況 

 
（出所：文部科学省作成資料より抜粋） 

 
これまで見てきたとおり、日本の研究開発はますます海外との接点が薄くなっている

状況であることがわかる。科学技術政策研究所が実施している科学技術システムに関す

る定点調査でも、こうした状況を反映して、日本の研究海外に出る若手研究者が少なく

日本の科学技術にとって不十分であると感じている回答が多い。また、2001 年に比べ

て海外に出る若手研究者が減少しているという結果が出ている。 

 

（４）総合分析～海外研鑽に関するインセンティブの問題～ 

人の国境を越えた移動に関する一般的な研究は、冷戦後のグローバリゼーションの深

化とともに重要性を増してきた。とりわけ、グローバリゼーションがもたらす超国家的



影響（ひとつの行動や制度が同時に複数の国家に与える影響）は、日々無視できなくな

っており、国を越えた人のネットワークとそれを構成し管理する節（ノード）がいくつ

か登場している。 
 いくつかの方向性は以下の通りである。 
（ⅰ）国際的な人の移動がグローバル化により広がり、より多くの国が影響を受けるよ

うになった。 
（ⅱ）国際的な人の移動の数は速いスピードで伸びている。 
（ⅲ）国際的な人の移動のタイプの多様化が進んでいる。例えば、労働力の移動だけで

はなく紛争や自然災害による難民など様々なタイプの移動が同時に起きている。 
（ⅳ）国際的な人の移動に女性が大きな役割を果たすようになった。 
（ⅴ）国際的な人の移動が政治による影響を受けやすくなった。 
 こうして増加する国際的な人の移動の過程を分析する枠組みは、大きく四つ挙げられ

る。第一に人の移動の経済理論である。第二に、歴史的構造的アプローチである。第三

に、新しい学際的な人の移動のシステム論である。そして最後の四つ目は、超国家理論

である。 
 研究開発に携わる高度人材の移動の場合、次の二つが主なインセンティブとして考え

られる。一つ目は、他の国際間の移動の場合と同じで経済的なインセンティブである。

二つ目は、より良い研究開発環境を求めて移動するという研究条件に関わるインセンテ

ィブである。気をつけなければいけないのは、研究開発人材の国際的な移動については、

この両方のインセンティブのどちらが重要かということについていうことが難しい点

である。つまり、多くの場合、両方のインセンティブが同時に働きどちらか一方だけの

インセンティブではなかなか移動につながらないと言うことがある。 
 
インセンティブと阻害要因 
 日本から海外に研究者が移動しない、あるいは留学していかない理由を考える際に重

要なのは、個々の研究者や学生が持つインセンティブに影響を与える制度設計に注目す

ることである。社会科学では、こうした制度に注目する制度論的視点は一般的によく用

いられる。日本において他国と比べ極端に研究者や学生の国際的な移動が少ないのは言

語や文化的要因も否定できない。しかし、そうした要因とは別に、何か制度の設計に要

因があるとしたら、これを明らかにすることで政策として制度の再設計を実施すること

が可能になる。実際には、自然科学分野の研究者の場合、すでにコミュニケーションや

研究そのものが世界共通のツールを有しており、研究環境はかなり世界で単一的なもの

に収斂してきている。したがって、言語や文化的要素が研究者や留学生の国際的な移動

に対する決定的な阻害要因になっているとは考えにくい。 
  
 



表 8-18 若手研究者が海外の大学・研究機関に研究留学・就職しない要因 

 
（出所：文部科学省作成資料より抜粋） 

 

そこで、上の表は実際に日本の研究者になぜ若手研究者が海外の大学や研究機関に留

学あるいは就職しないのかというアンケートの行った結果である。そこで明らかになっ

たのは、帰国後の就職先やポストが見つからないことへの不安、また帰国後の経済的メ

リットに期待できないことが最大の要因になっているということである。つまり、言語

や文化という問題ではなく、研究者のインセンティブに関わる制度の問題が大きな要因

になっていると考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



表 8-19 移動前後の満足度 

 
（出所：文部科学省科学技術政策研究所、「科学技術人材に関する調査」2009 年 6 月） 

 

次の調査結果でも、同様な制度設計の問題が指摘されている。国立大学から海外機関

に移動する際に、満足度の向上が見られるのは、能力向上の機会と知的挑戦の機会、そ

れから研究設備に関する支援などが挙げられる。海外で研究することへの期待の表れで

あると考えられる。しかし一方で、満足度の低下が見られるのは、社会保障や職の安定

性や将来性というところで、まさに日本から海外に出た場合、その後の研究生活の安定

が見込めないところが不安要素になっていることを明確に表している。 

 
帰国後のポストの問題 
 より多くの若手研究者が海外で貴重な研究研鑽を積むことは、その後の研究成果のみ

ならず日本の科学技術の将来にとってもグローバル・イノベーション時代を生き抜くた

めの知的ネットワークの構築に必要なことである。そのためには、研究者のインセンテ

ィブに関わる制度を全体的に見直し、海外の研究研鑽が適性に評価され、その後の研究

者のキャリアに確実に反映されることが重要であるということが明らかに言える。 
 

 

 



図 8-6 

 

（出所：文部科学省科学技術政策研究所、「科学技術人材に関する調査」2009 年 6 月） 

 
先に取り上げた調査で、人材の移動について阻害要因になっている点と促進要因にな

っている点を自由記述であげてもらった内容をまとめたのがこの表である。ここで見ら

れるように、流動性に関する阻害要因について、文部科学省の科学技術政策研究所の調

査で以下の点が挙げられている。①人事・給与に関する制度の問題、とくに国立大学法

人と私学間で移動する際に起きる退職金の問題は以前より指摘されている。②ポスト不

足、とりわけ大学での定員削減など日本全体で研究者のポストが減少していることが大

きく影響している。③実績のない非任期教員の存在が新たな研究者の雇用機会を奪って

いる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
表 8-20 大学教授職の「生涯移動回数期待値」の変化 

 

（出所：文部科学省科学技術政策研究所、「科学技術人材に関する調査」2009 年 6 月） 

 
 この国際比較を見ると、1993 年時では、日本は他国に比べ非常に低い数値になって

いたが、2004 年、2008 年の調査では、93 年時の他国のレベルにやや近づきつつあるこ

とがわかる。国公立の方が私立よりも期待値が高くなってきていることは最近の大学法

人化などによる制度の変化の影響が現れていると考えられる。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



表 8-21 国内から海外への流動性が他国に比べて低い理由 

 
（出所：文部科学省科学技術政策研究所、「我が国の科学技術人材の流動性調査」、2009 年） 

 
したがって、若手研究者の海外での研究研鑽を促進するには、海外に渡ることにより

生じるコストを直接助成するだけではなく、日本国内全体の研究者の流動性を高めるこ

とが最も効果的であるといえる。 
欧米と違い日本の研究機関や大学の多くは、優れた研究者を確保するための組織とし

ての取り組みは行っていない。一方で、海外の機関で最も多い取り組みは、「自由度の

高い研究費の提供」である。また支援人材の充当の割合も日本の機関に比べ高いのも海

外の機関の特徴である。 
 また、優れた研究者を判定するための基準（とくに PI クラス）でも、海外の機関と

日本の機関の違いが多く表れている。海外の機関では、「研究コミュニティーにおける

知名度」や「受賞実績」などが優れた研究者と見る基準になっているが、日本の機関の

場合は、「発表論文数」や「競争的資金の獲得実績」が重視されている。したがって、

海外の機関は、国際的な研究コミュニティーのネットワークの中に入ることが重要視さ

れているが、日本はそういった研究者の国際的なネットワークに直接関わらない閉じら



れたシステムに委ねられていることがよくわかる。 
 
海外より帰国した際の生活環境とくに子供の教育に関する問題 
海外から優秀な研究者を日本に招聘する際に、必要な条件整備として必ずあがるのは

教育の問題である。研究者が国際的に移動する場合、家族を伴うのが一般的である。そ

こで、一緒に移動する子供の教育については、受け入れ先の国の教育制度が適している

かどうか研究者自身の移動の判断に少なからず影響を与える重要な問題である。そこで、

日本においても、インターナショナルスクールを拡充するだけではなく、例えば中等教

育で今ひとつの世界的スタンダードとして広がっているインターナショナル・バカロレ

ア資格を有する学校を増やすなど初中教育においても対応が求められている。こうした

環境整備は、何も海外の研究者だけの問題ではなく、日本の研究者も海外で研究あるい

は留学しその後日本に戻ってきた場合、必ず直面することである。研究者の海外での研

究研鑽の適性評価とキャリアの安定化とともに、帰国後の家族の受け入れ環境を整備し

ていくことも必要な取り組みであるといえる。 
 
（５）総合分析～様々な政策による誘導～ 
 若手研究者が日本から海外に出て行き研究研鑽を積み、そして将来的にグローバルな

知的ネットワークを形成するといった頭脳循環をもたらすようにするためには、先に明

らかになったインセンティブに関わる制度を再設計する政策を積極的に打ち出すこと

が必要である。そこで、頭脳循環を積極的な国家政策で誘導してきた中国の例を見てみ

る。 
 中国では、以下のように様々な政策で海外に留学生を派遣し、また留学生を海外から

呼び戻したり、国際的な研究開発人材を招聘したりしている。 
 
  ① 国家ハイレベル研究者公費派遣プロジェクト 

大学、企業等から毎年 190 人のハイレベルの研究者を国費で海外に派遣するプロジェクト。 
国家留学基金委員会の主導で 2003 年より実施。  

 
② 訪問学者公費派遣プロジェクト 

大学、企業等から毎年 1000 人の研究者を国費で海外に派遣するプロジェクト。 
国家留学基金委員会の主導で 1996 年より実施。 

  
③ ハイレベル大学院生派遣プロジェクト 

重点大学から毎年 5000 人の大学院生を国費で海外に派遣するプロジェクト。 
国家留学基金委員会の主導で 2007 年より実施。  

 
④ 公費派遣大学院生特別奨学金プロジェクト 

大学、企業等から毎年 1000 人の大学院生を国費で海外に派遣するプロジェクト。 
国家留学基金委員会の主導で 2008 年より実施。  

 
⑤ 西部地域人材育成特別プロジェクト 

西部地域 13 の省・市・自治区の人材を国費で海外に派遣するプロジェクト。 
国家留学基金委員会の主導で 2001 年より実施。  



 
そして、現在実施されている「千人計画」（正式名称：海外ハイレベル人材招致「千人計画」）は、

先にあげた日本の研究者が抱えるインセンティブに関わる制度問題を解決するために参考になる取

り組みの例である。 
 

○ 実施部門 
「中央人材工作協調チーム」（中国共産党中央組織部）、開始時期：2008 年 
 
○ 対象 
① 国籍問わず、原則上 55 歳以下、海外で博士号を取得している者。  
当選された者は毎年中国での研究活動は 6 ヶ月以上であること。  
 
② 以下の諸条件のいずれに該当する者：  
海外の著名な高等教育機関、研究機関において教授またはそれに相当するポストに就いた者  
国際知名企業と金融機関において上級管理職を経験した経営管理人材及び専門技術人材  
自主知的財産権をもつ、またはコア技術を把握している；海外での起業経験を持ち、関連産業分野

と国際標準を熟知する創業人材  
中国が至急に必要とするその他のハイレベルイノベーション創業人材  
 
○ 与えられる中国国内でのポストなど 
高等教育機関、研究機関、中央企業、国有金融機関の上級管理職及び専門技術職に就ける。  
国家重大プロジェクト、「863 計画」、「973 計画」、「国家自然科学基金委員会」などのプロジェクト

の責任者に就くことができる。  
政府機関の科学技術資金、産業発展サポート資金などを申請できる。  
重大プロジェクトの顧問や論証作業、重大科学研究計画と国家基準の制定、重点プロジェクトの建

設に関わる仕事に参与できる。  
上述各国家科学研究プロジェクト計画の責任者に担当する者は、規定された職務の責任範囲内にお

いて、諸経費の使用及び人材の選定に関する決定権を有する。  
中国国内の各種学会組織に参加することができる。また、中国科学院及び中国工程院の院士（外籍

院士）の申請選考に参加できる。 各政府奨励の候補者になれる。など  
 
○ 主な処遇 
外国籍の海外招致人材について、本人及びその外国籍の配偶者と未成年の子女が「外国人永久居住

証」及び 2～5 年期間付きの数次再入国ビザをもらえる。  
中国国籍の海外招致人材について、出国前の戸籍所在地の制限によらず、国内の任意１つの都市を

戸籍所在地として選択することができる。  
中央財政から海外招致人材に 100 万元/1 人の一括補助金（国家奨励金とみなし、個人所得税を免除

する）を与える。  
招致人材及びその配偶者子女が中国国内の各種社会保険制度をうけることができる。  
5 年以内の中国国内収入の内、住宅手当、飲食手当、引越し費、親族訪問費、子女の教育費などに

ついて、国家税法の関連規定により、免税となる。  
招致人材の配偶者について、招致人材の就業先機関から仕事を手配するかまたは生活補助金をだす

こと、招致人材の子女の就学について、本人の志望に応じて関連機関が対応すること。  
招致人材の雇用機関が招致人材の帰国（入国）前の収入水準を参考に、本人と協議し、合理的な賃

金額を決めること。  
 

（出所：科学技術振興機構中国総合研究センターHP より） 

 
以上、いかにこの計画が海外からの優秀な人材を招聘するためにそろえなければなら

ない条件が多岐にわたるか示している。こうした取り組みは、中国の研究環境を規定し

ている制度設計そのものを改革していくことで、国際的な高度人材の移動地図に中国を

載せることが可能になるという事実をよく理解していることを表している。 
 一方、日本も以下図 8-7 のように若手研究者の海外派遣支援を行っている。先述（2）



の採択機関の取り組みで述べられているように、大学国際戦略本部強化事業の採択機関

も、多様なプログラムを用いつつ、組織的に研究者の派遣を支援している。例えば、東

北大学ではダブルディグリープログラムの構築とその活用を大学として支援している。

東京大学では、JSPS の ITP プログラムを活用して、東大＝イエール大学との連携に基

づく派遣を行っている。大阪大学では、研究者の派遣に関して危機管理体制を整備し、

派遣に際しての負担軽減を行った。また、他省庁、例えば農林水産省や厚生労働省でも

研究者を海外に研究者を派遣するなど共同研究を促進する事業を進めている。 
しかし、図 8-7 に挙げられた既存の施策、取り組みや他の省庁のプログラムは残念な

がら日本の研究者全体に関わるインセンティブに影響を与えるような制度の再設計に

なるような多面的な政策までには至っていないのが現状である。必要なのは、海外研鑽

を適性に評価し、ポストやその後のキャリアに反映していく制度を築き上げていくこと

である。時間がかかっても、しっかり包括的に制度改革を実行していくことが求められ

る。 

 
図 8-7 日本の取り組み 

（出所：文部科学省作成） 

 

（６）具体的提言～「ローカル・マキシマム」を乗り越えて～ 

そもそも海外に出たがらない若者はどうするのか。日本で安定的なキャリアを歩むこ

とがベストな選択であるという見方はどう影響するのか。といった点については、現在

の制度がこれまで研究者の行動を制約してきていることからおきる経路依存的な現象

であると考えられる。日本という閉ざされたシステムのなかで、ベストなキャリア選択

をした結果がまさに「ローカル・マキシマム」になっていることが研究者の国際的移動



を阻害している要因である。 

先にも述べた研究者のインセンティブに関わる制度の抜本的な改革こそが、海外への

移動を促進する唯一の方策であると考える。また、長期的にはこうした制度改革で得ら

れた研究者が世界で活躍するために必要な教育も研究者になる前から得られるような

機会を作ることも必要である。これから日本が発展していくために必要な人材を育成す

るためには、従来の人材とは違う人材を育成するという枠組が必要である。グローバル

化する社会において、知識の活用能力や創造性、異なる文化を持つ人々とコミュニケー

ションを図って共存する能力を培うことが重視される。次の表に示されている日本の学

生の英語力の低さについて早く手を打たないと世界での研究研鑽機会は他の国の研究

者にどんどん奪われていくことになる。 

 
表 8-22 国別に見たＴＯＥＦＬの成績 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
表 8-23 日本の中・高校生の英語力 

 
（出所：文部科学省資料） 

 
日本の研究者が海外に出る場合に、ユニバーサル言語の英語教育を充実させることは

避けて通れない。先に見たように、日本人の海外での学位取得数は、中国、インド、韓

国といった他のアジアの国よりも少ない。これは単に学位数の問題だけでなく、そこか

ら広がる人的ネットワークについても問題となる。日本の評価が下がっていくことにも

つながる。海外で学位を取得するためのベースを作ると同時に、支援体制の構築が必要

である。海外経験を有する研究者が帰国し、その経験を日本での新しい研究環境の整備

に生かすことは、大学改革にも直結する非常に重要な点である。 
もう一つ重要な点で、研究者のインセンティブに関連するところで、大学や研究所の

ポスト以外に、企業等が採用において海外経験を通じて身につけた力を評価することも

必要である。企業の採用に関する問題は、これまでもポスドク問題や博士号取得者のキ

ャリアの多様化などで必ず指摘されている点で、若手研究者の海外への移動に対して間

接的ではあるがインセンティブに与える影響が少なからずあることは留意しておく必



要がある。 
 
（ⅰ）アジアの時代をリードする人材育成を 

アジアを巡る「知の大競争時代」に突入し、人材の世界的な獲得競争が激化している

なかで、インドや中国の学生は、依然欧米を留学先に希望する割合が圧倒的に高い。結

果的に、こうした知のネットワークは日本を飛び越えアジアと欧米を結び、現在のグロ

ーバル・イノベーション・システムの土台を築き上げている。 
日本も、若手研究者を海外に送り出すことを支援する基金を設立するなど環境は整い

つつあるが、そもそも内向きになっている若者に海外に関心を持たせるための取り組み

も同時に考えないと、世界で急速に広がっている知のネットワークのなかで数の上でも

日本が存在感を見せられるまでには至らない。 
日本学術振興会が実施しているアジアの若手研究者を日本に集めるホープミーティ

ングや内閣府の沖縄アジア青年の家など、日本国内で世界中の若者と自由に知的な交流

ができる場は少しずつ増え始めている。しかし、こうした取り組みも、欧米で行われて

いる同様のものと比べ、規模と質でまだまだ足元にも及ばない状況である。したがって、

若手研究者が、分野を超え、国境を越え、世代を超え自由に知的交流ができる場（キャ

ンプとか合宿）を、日本の各地に積極的に作り出し支援していくことが求められる。 
日本もグローバル・イノベーション時代に合う長期的な視野でこれまでの国際共同研

究に対する支援策を再点検し発展させなければならない。例えば、インドに対する研究

面や教育面でのつながりは中国や韓国と比較して弱く、また米国とインドとの関係と比

較すると圧倒的に弱い。中国との関係においても、環境・エネルギー分野での連携が、

日本のイノベーションの今後の発展に与える影響は大きいことは言うまでもない。 
少子高齢化社会を迎える日本が、今後も国際競争力のあるダイナミックなイノベーシ

ョン・システムを維持発展させていくために、日本の科学技術が知のグローバルネット

ワークの一翼を担っていくことが肝要である。そのために、大学や研究機関が国際的な

研究・教育活動をさらに深化するための制度設計を急ぐ必要がある。ヨーロッパで展開

されているような国境を越えた連携をそろそろアジアでも広めていく必要がある。例え

ば、アジア・リサーチ・エリアのような地域的国際研究開発体制構想を現実的に日本が

持ち出し話し合う場を提供するのも決して時期尚早ではない。 
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