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大学国際化戦略委員会（第 10 回）議事要旨 

日 時 平成 21 年 10 月 26 日（月）15:00～17:00 

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、桑原委員、山本委員 

 

【オブザーバー】 

科学技術・学術政策局 

森田国際交流官 

 

《議事次第》 

議 事   

１ 最終報告書（素案）について 

２ 今後のスケジュールについて 

３ その他 

 

配付資料 

資料１ 最終報告書（素案）概要 

資料２ 最終報告書（素案） 

資料３ 今後のスケジュールについて（案） 

 

参考資料１ 大学国際化戦略委員会委員名簿（平成 21 年 8 月１日現在） 

参考資料２ 最終報告書執筆体制一覧 

参考資料３ 大学国際化戦略委員会（第９回）議事要旨【H21.3.18 開催】 

 

《議事概要》 

（△：委員長 ◎：委員 ■：文部科学省 ●ＪＳＰＳ（事務局）） 
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議事に先立ち、事務局から調査研究アドバイザーの紹介及び文部科学省内人事異動に伴う

新しい国際交流官の紹介と挨拶があった。本事業と同様の後継事業については、新たに概

算要求はしない旨の説明があった。 

 

【１ 最終報告書（素案）について】 

 

  △ 資料１が概要版で、第１章「事業の概要」、第２章「本報告書について」、第３章

「大学の国際化に関する推移・現況のデータ分析」となっている。次の第４章は、大変な

ボリュームとなっており、９節に分かれている。これは先生方にお願いして書いていただ

いた。第５章が「本事業によって明らかになった課題と今後に向けての提案」である。 

  

事務局から、資料１に基づき、最終報告書（素案）の概要について説明があった。 

  

● 今回の最終報告書については、大学に対し、大学の教職員が大学の国際化を図ると

き、特に研究環境の国際化を図る際にどういったことが必要なのかということに関する提

言を行うためにまとめたものである。最終報告書の執筆に当たっては、参考資料２にある

とおり、高等教育、学術、大学の研究環境の国際化に関して、この分野の第一人者である

有識者の方々に執筆をお願いし、大学国際化戦略委員の先生方に、お目通しを願ったもの

である。 

 本報告書においては、個々の研究者の国際展開については特に述べていない。本事業に

おいては、既に日本は個人レベルの国際交流という段階を終えており、国際化を組織的に

外部に発信するという組織型の国際化展開が必要という認識に立っている。 

 大学国際化に関する調査では、採択機関 20 機関の分析のみならず、客観的・質的な国際

化の分析を図るため、我が国の大学及び大学共同利用機関 234 機関を対象に、国際化に関

する調査を行っている。 

 モデル開発の手法としての分析の観点の設定については、大学によって形態、規模、地

域、取り組みは様々であるため、本事業のミッションである「我が国の大学すべてに適用

可能で普遍的な国際化のモデル開発」は極めて難しく、かつ、国際化の持つ意味合いは、

時代や各機関によって異なる。そのため観点を９つ設け分析を行っている。 

 また、本報告書は、教育と研究の連携について記載している。本事業は、「研究環境国際
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化の手法開発」であり、研究のみに特化したように見受けられるが、大学等における教育

と研究は、密接に関係しており、大学教員は研究を行いながら学生の教育を行い、研究の

成果が教育にフィードバックされているということは周知の事実である。大学等の国際化

という場合に、教育の国際化と研究の国際化を、簡単に切り離して論じることはできない。 

 報告書においては、我が国の大学等の研究環境の国際化だけでなく、それに関連した教

育の国際化、大学等全体の国際化についても述べており、そういった観点からもさまざま

な提言をさせていただいている。 

 第５章は資料に入っていないが、今回、議論をいただき、その後、様々な方々の御意見

をいただいて、本事業によって明らかになった課題と今後に向けての提案を示したい。 

 △ 以上、資料１の概要であるが、概要もほとんどの部分が、第４章のまとめになって

いる。第４章については、紹介があったように、９節から成っており、参考資料２に、ど

なたに書かれたかかが明らかになっているので、それを参照していただきたい。１章、２

章、３章は、ＪＳＰＳの方で、第１節のガバナンス以降は二宮先生以下、太田先生、その

他の先生にお願いをしている。ほぼ全員が研究者である。 

 ● 「第一に」ということに関して、グローバル社会における大学の国際展開を目的と

して、この事業ができた。当初、研究環境の国際化ということで、教育のことが余り触れ

られていない。基本的な認識としては、やはり研究だけではなくて、教育の国際化のこと

も言及しないと、後に「大学の国際化と言いながら、教育について全然書かれていないじ

ゃないか」という批判を受けることになるかと思う。大学の国際展開ということを考える

場合に、教育の国際展開を抜いては、考えられないと思う。まさに教育の国際化こそが重

要なことなので、それは少し、基本認識のところなど、ぜひつけかえていただきたいと思

っている。 

 ◎ 今の、ＪＳＰＳの意見に派生して、「第一に」のなかの国際化に関する問題意識につ

いてのコメントであるが、「我が国の大学等における研究は」とあって、この「研究は」の

主語は研究であろうが、述語は「手段でもあり」ということになるのだろうか。先に言わ

れたように、研究はそのように教育など様々なことがあるので、研究は単に「手段であり」

でいいのかどうか、それが気になるところである。今の問題は、先の発言も含めて、ただ

単に、大学の研究は手段であるという言い方でいいのかどうか、まず、それだけ議論をお

願いしたい。 

● 教育も研究も含めて、我が国の大学に対する期待や、社会からの要請を、第一の認
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識として、修正をさせていただきたい。 

 △ 確かに、どこかに研究の国際化というのを入れなければいけないということについ

ては、そのとおりだと思うのだが、例えば４章の、国際的な大学間連携及びコンソーシア

ムの活用の中に、デュアル・ディグリーの問題など、多く入っている。こういうところに

ベースを置かないと、なかなか教育の国際化といった場合に、記述が難しい。 

 先日も小さなワーキンググループがあり、そこへイギリスの教授が来て、教育のプログ

ラム開発で日本は遅れていて、それをやらないと日本は損をするというような、不愉快な

ことを言っていた。しかし教育の問題はやはり最終的にはそこに落ちてくると考えていて、

その意味からも、ダブル・ディグリーなどを行う上で、プログラム評価、それからプログ

ラム構築のようなものは、やらざるを得ないことから、当然どこかに出てくると思うが、

確かに先に言われたように、そのことについては余り書かれていない。 

 ● やはりカリキュラムの国際化、グローバル化が問われているので、そこはぜひ、追

加をしていただきたいと思う。 

 △ あまり細かくブレークダウンしては書けないと思うが、少なくとも目標として入れ

ることは可能だと思うので、そこは少し工夫する必要がある。 

 ◎ この事業の、そもそものタイトルは、大学の国際化となっていることから、要する

に大学の国際化が問題なのだと思う。大学の教育の国際化とか、大学の研究の国際化とい

うのも、もちろんあるのだと思うが、とにもかくにも、大学そのものの国際化というのが

必要なので、その、大学の国際化を進めるためにはどうすればいいかという観点で論点を

整理した方が、一般にはよりわかりやすいのではないかと思う。 

 △ 手引書みたいなものを念頭に置いたものであるが、ざっと読むと、出てくるのは研

究のことばかりである。やはり教育のことも、どこかで触れておく必要があるのではない

かと思う。その詳細については、この後ということになろうかと思うが、私自身は余り踏

み込みたくはないというのが本音のところである。 

 ◎ 今回、ざっと見させていただいて、私は、今の議論の延長から言うと、８番の、若

手研究者等の海外研鑽機会の拡大、これが恐らく、国際交流、国際化を長い目で見た場合、

一番大切なポイントではないかと思う。これには先程、事務局の言われた、教育の国際化

と研究の国際化が個々にあって、結局は、これらの若い人が出ていくことが将来的とも国

際化を活性化していく、一番大きなポイントだと思うので、そのあたりのところでまた今

のような議論を生かしていただければいいと思う。 
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 △ 総合科学技術会議で、50 年間でノーベル賞受賞者を 30 人に増やすという議論が出

た。かなり世界中から揶揄されたが、ノーベル賞の選考委員会の委員、委員長に来てもら

って話をして頂く機会を設けたが、カロリンスカの所長も来られた。彼女は医学・生理学

の委員長であると同時に、当時はカロリンスカの所長でもあった。カロリンスカにも日本

の若手研究者が大勢来ており、大変優秀だと言われていた。アメリカ人やイギリス人に全

く引けをとらないと言っていた。ところが、日本に帰って芽が出たという話は殆ど聞かな

いと不思議がっていた。 

 ◎ これは、まさにその点で、国際化の問題は実は国内問題なのです。 

 △ 海外に若手研究者が出ているのは出ているけれど、日本に帰ってきてからがおかし

くなっている。ということは、やはり、日本のシステムがおかしいのだと思う。 

 ◎ であるから、この提言の、帰国してからの体制が大切だということになる。 

 △ そこの扱い方をちゃんとしないといけない。そのためには、やはり国際化というの

はどうしても必要なのではないかと思う。それ程外国のことを知っているわけではないが、

外国では、やはりできる若者が出てくると、それを皆で大事にする。これに対して日本で

は独特の風潮があって、なかなか若手が伸びられないというようなことがあるのではない

か。 

 ● 先程議論にあがった「第一に」について、国際化はそれ自体が目標ではなく、プロ

セスだという解釈がある。言い換えると、国際化そのものを目標や目的とするのではなく、

国際化をすることによって、教育と研究の向上を図るということ。つまりプロセスあるい

は手段として大学の国際化を推進することによって、研究と教育を共に発展させるという

ことになる。よって、そのような観点からの投げかけも、最初の方に必要だと思う。 

 それから、第３章のところで、いろいろなアンケート調査の分析が出ているが、非常に

特徴的だと思ったのは、本事業の採択 20 機関は、国際化に関する特に職員の養成とかマネ

ジメントやガバナンスといったところについて、他の機関と比べて非常に力を入れている

ということ。やはりマネジメント体制や職員の強化を図ることは、教育・研究、どちらの

国際化にも寄与していくものだと思う。これまでの様々な施策の中で、国際化を支えてい

く基盤となる職員やマネジメント、そしてガバナンスといったところに着目するようなも

のが余りなかったように思うので、その点からも、この報告書の中で、そういったところ

が浮き彫りになったことは良かったと思う。特に採択機関が職員の海外研修に対し注力し

ているというのは、大きな成果ではないかと思う。 
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 △ 事務職員のことは今まで避けてきたが、非常に大事なことだと思う。 

 ◎ これから第５章をまとめられるということなので、結論の第５章がそろった時点で

ないと、なかなか議論しにくいのかもしれないが、概要、エグゼクティブサマリーを拝見

すると、第３章の内容がいまひとつに思える。 

 それには幾つか理由があり、やはりこれは５年間のモデル事業をやって、この成果は非

常に大きいものがあると思うのだが、それがこのサマリーには浮き彫りになっておらず、

問題点だけ書いてある。ちょうど５年前に始めるときに、今、問題は何なんだろうかと調

べたら、こういうレポートになるのかと思うが、この５年間になされたことを、やはりサ

マリーに盛り込むべきだと思う。 

 それは１個１個の具体例ではないだろうと思うのだが、例えばひとつの視点が、今言わ

れた職員の問題等である。それはもともと、日本は弱いとずっと言われてきている点で、

この事業によりある種の契機をつくって、大学にも一生懸命に取り組んでいただいた。そ

れはかなりのところまで進んだが、ただそれでもまだ限界があるところも、恐らく、残っ

ているはずなので、それは一体何なのか、明らかにする必要がある。 

 今回、第３章にある二百数十の機関の調査の結果が、やや強く出過ぎているように思う。

やはり主体は 20 のモデルであるから、その 20 のモデルと、その他の世界とで分ける、ま

たそもそも大学による差もあることから、一生懸命に取り組んだグループと、そうでない

グループでどれだけ差がついたかなど、いろんな視点はあると思うが、そこを浮き彫りに

するのが大きいポイントだと思う。 

 その両方の側面から、次にやるべき課題、あるいは今後こういうことに取り組む大学が

参考にすべきポイントは一体何なのかが明らかになるはず。やはりエグゼクティブサマリ

ーは非常に重要なので、ＪＳＰＳの場合は４ページ程度といったガイドラインがあるのか

どうか分からないが、ディシジョンメーカーに読んでもらうためには、何十ページという

のは良くないが、10 ページあっても構わないから、そういう観点でまとめることが重要で

はないかと思う。 

 それから、この後の議論とも、恐らく関連すると思うが、先程教育と研究の両方のバラ

ンスというお話が出たが、自分で担当した限定的な部分だけでも感じたのは、この国際化

というのは、大学の活動を見ていくときの一つの横軸であり、縦軸には学部等様々な部局

があるとすると、横軸としての国際化を見たときに、ほかにも横軸はたくさんあり得て、

例えば研究でも部局間連携や学際研究等がある。この横軸を通す話というのは、大抵の場



 7

合日本の大学にとっては、歴史的経緯もあると思うが、弱点なのだと思う。 

 今回の事業は研究を中心とする国際化を、戦略本部を作り進めていくということであっ

たと思うが、当然教育とのインタラクションも一緒に起こっている。それから研究を国際

化するという文脈で整備された様々なことが、教育の質向上にも寄与しているということ

もあり、まだ問題がたくさん残ってはいるものの部局間の壁を取り払うという意識の変化

等を起こすことにも大きく寄与している。この国際化という横軸を強化していくときに何

が問題になるのか。そこを強化していった場合に何ができるのかというのは、単に研究の

国際化だけではなく、更に様々な効果をもたらすということもあるので、その点も、ポイ

ントとしてサマリーに強調してもらいたい。 

 △ 恐らくそれは、言えるだろうと思う。こういう事業は、やはり日本の大学の国際適

応性が低いということから始まったのだと思うが、何でもかんでも、国際化で問題が片づ

くのではないかという勘違いがあるように思う。その意味からも国際化というのは軸が非

常に太くて、今、先生が言われたような他のいろいろな軸があると思う。 

 ● 反省を含めて申し上げると、実は１～９の観点別分析というのは４章であり、その

４章はサマリーができているが、３章はまだできていない。３章は質問紙調査の分析であ

り、その調査の質問紙は、机上資料４、関連資料の 90～95 ページにあるとおり、大学の国

際化にかかわる、かなり細かいことを尋ねており、回収した質問紙を調査会社においてま

とめてもらったが、かなりの量であるため、分析はまだ十分ではない。ただ、不十分な中

でも、全体の二百何十校の大学と採択 20 機関の国際化に対する着想とか観点の違い等は明

らかになってきている。3章の分析をさらに進めて、それが４章における採択 20 機関のグ

ッド・プラクティスの分析にうまくつながるようにしたい。 

 ３章では、たとえば 2005 年と 2008 年の国際化に関する定量的な比較をしているが、そ

の間、大学間交流協定の数は 35％ぐらい増え、それに基づく教職員や学生の受入れも 50％

程度増えている。しかし、全体としては(協定外を含む)、訪問外国人教員・研究員が 10％

程度、留学生は 6％程度、教職員の海外派遣は 5％程度しか伸びていない。協定ベースの国

際化は進んだが、全体としてのモビリティーが活発化していないということであれば、や

はりこれは問題であると思う。このように、今回の質問紙調査により様々なことが見えて

きているが、日本の大学全体としての国際化の動向として見えるもの、あるいは採択 20

機関の成果として見えるものについて、まだ完全に分析が終わっていないので、そのとこ

ろは鋭意、努力していきたいと思っている。 
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 △ そこのところは大事であって、先生も言われたように、20 の採択機関があって、も

う一方に 234 の大学がある。そうすると、後者の方は具体的なデータが上がっていること

から、どうしてもそちらの方が浮き出てしまうことになる。先生の話からは、そうではな

く、採択 20 機関はその他の大学とどう違うのかということが、分析を行えば明らかになる

だろう、ということだろうと思う。採択 20 機関はやはりある意味では突出している大学で

ある。詳しく分析すれば、一般的な傾向のようなものが出てくるかと思うので、ぜひお願

いしたい。 

 ● それは、ぜひやらなければいけないことだと思っている。 

 △ また、交流協定の数が増えてもモビリティーが増えていないとすれば、これはやは

りお金の関係があるのかと思う。交流をすれば、当然お金がかかる。これは日仏科学技術

対話で指摘したことだが、フランスと日本の間の技術者・科学者の交流については、ほと

んど日本の expense で行われている。詳しく調べた結果、フランスは少ししか出していな

いことが分かった。そのことを指摘したら、フランス側は非常に深刻に受け取り、フラン

スとしても考えなければいけないという発言をしたぐらいである。例えばフランスから科

学者や研究者が来る場合も、日本の企業の expense で来ているケースが非常に多いのが現

状である。そういう事情のなか、枠を広げても、やはりお金の限界があるため、広がって

いかないというのが本当のところではないか。 

 ● フランスはやはりセーヌアレスト以降、予算が厳しいからなのだと思う。 

 △ また他の国との交流においても、やはり日本の expense が非常に大きい。 

 ● ドイツやイギリス等、少し違うと思うだが、日本でも少し心配なのは、政権交代で、

こういう本当に大事なものについてあまり力が入っていないとではという感触があり、私

は、今のままでは日本は危ないと感じている。この概要について、迫力がないのが非常に

不満なのだが、それは 234 の平均を出すからであって、20 採択機関の優れたもの、優れた

ところを書かなければならない。政治家や、それからマスコミも、概要しか読まないであ

ろうと思う。だからここに、カッティング・エッジな、最先端の努力の成果を書き込むよ

うにしないといけないと思う。234 というのは多くの大学ではあるけれど、今のところ、

ほとんどの大学は要するに国際化ができていない。それを問題点として把握するのは必要

ではあるが、アピールするのは、やはり 20 採択機関なり、その中から優れたものを書き出

すべきではないかと思う。 

 △ そのとおりであると思う。その点からも、３章の取り扱いは非常に難しく、その辺
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はうまく記述する必要がある。ここで我々が打ち出したいことと、他の大学のモデルにし

たいのは、20 の採択機関であるから、そこのところをうまく書き分けるようにすべきであ

る。 

 ◎ 第４章なのか、あるいは第３章に含めるべきなのかは分からないが、採択機関にお

ける大学国際化のための手法は、こうやって９つの観点に分けられるというのはいいが、

何か総論が必要ではないか。まとめというか、20 大学の、この５年間の活動によって、ど

ういうことが良くなったか、あるいは何が分かったか、どんなことが特にユニークであっ

たかという、いわば第０節というのがあって、それから９つの観点別に分けてもう少し詳

しくという、このようなスタイルであれば、忙しい人は最初の総論を読めばいいし、その

総論的なものはエグゼクティブサマリーにも移し得るようなものではないか、と。そうい

うものをまとめるのも必要ではないかと思うが、いかがなものか。 

 △ そのとおりだと思う。20 採択機関のパフォーマンスにプライオリティーを与え、そ

れとの比較で、３章の 234 大学を比較するということで、やはり 20 採択機関はきちんとや

っているということを知ってもらうということである。 

 あまりこれを強調すると、そこだけが浮き上がってきてしまうが、３章について、現状

でいいので、そのような形でお願いしたい。 

 ● ３章は、１節から６節まである。採択 20 機関が、非常にいいパフォーマンスが出て

いるということは、３章のさまざまなところに出ている。 

 大学の国際化に関する推移・現況のデータ分析では、大きく分けて２つの調査をもとに

している。１つが、234 機関を対象とした、国際化推進に関する調査、４節では、海外拠

点がどのような状況であるのかということに注目をして、採択機関及び JSPS の海外研究連

絡センターの調査について分析を行っている。 

 ３章の目的は、日本の大学等の国際化に関する全国的な趨勢及び現状を把握して、本事

業で採択された 20 機関との比較分析を行うというものである。調査対象機関は、母数がほ

ぼ 220～250 におさまることと、研究重視の機関として平成 20 年度の科研費採択件数の上

位 224 位以内、国際化が進んでいる大学として、国際化の指標の一つである留学生在籍数

が国内上位 30 位以内に入る機関である。 

 有効回答回収率は、82.1％。母数は 192 機関で、国立大学が 72、公立大学が 23、私立大

学が 95、共同利用機関が２となっている。回答時点は原則 2008 年５月１日である。経年

度を見るために、2005 年度と 2008 年度の２時点を求めた項目もある。 
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 分析方法は、基本データの集計、それから項目集計を行い、適宜、採択 20 機関とその他

の機関との比較分析を行った。それからクロス集計という形で、国際化推進本部の有無や

大学の理念・目標・計画の有無、海外拠点の有無によって、どういうパフォーマンスが生

じるのかという、各設問項目のクロス分析も行っている。 

 調査対象機関 234 のうち、192 機関の設置者別については、国公立大学と私立大学が同

数程度である。設置学部・大学院系統については、社会科学、理工農学、また文学がほぼ

半数ずつ設置されており、母集団の偏りは少ない状況である。20 機関では、192 に比べて

採択 20 機関は、教職員数や在籍学生数において非常に多い。 

 調査項目別の結果と分析の概要について分析を詳細に進め、採択機関が優れている点に

ついては、適宜盛り込みたいと考えている。 

 海外拠点調査では、近年、日本の大学が海外に拠点を設ける数というのは非常に多くな

っており、採択 20 機関の海外拠点がどのような役割をしているのかを、本事業採択 20 機

関と、本会海外研究連絡センターについて調査をしたものである。アンケート調査項目は、

拠点名称、拠点都市、拠点の設置年、拠点の機能、各拠点の設置形態、現地における対応

協定機関の有無やスタッフの種類及び人数、拠点の役割とあげており。特にクロス集計を

行うことなく、単純に各項目を集計したものである。 

 △ 確かに具体的なデータが出ていることから、このままだと、こちらの方が浮き上が

ってしまう。それを避けるためにも書き方に相当気をつけないといけない。今、事務局は、

意識して、絶えず 20 機関のことをコメントされたが、これについては書き方が難しい。そ

の辺は少し慎重に、後で考える必要がある。 

 ● 机上資料の関連資料４(質問紙調査)については、もともと調査会社から来たオリジ

ナルの資料は 100 ページ近いボリュームであり、それをここまでそぎ落としたのだが、取

捨選択するところを、もう一回、見直し、更に、先程議論にあがった採択 20 機関の取組と

して特徴的なところを他の機関との比較や全体的な傾向を踏まえて分析したい。たとえば、

今回の質問紙調査において、国際化を進めるに当たって、どういう取組を実施しているか、

どういうことには対応・対処できているかというのをたくさん聞いているのだが、実は、

その回答に対する因子分析や相関についてまだ十分にできていない状況である。多くの質

問項目が並んでいるような場合には、因子分析や主成分分析ベースに、どのような国際化

の取組が機関の差を生み出しているか、取組間の潜在的な関連があるかなども見なくては

いけないと思っている。 
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 私が目を通しての感想としては、国際化について具体的な数値目標や行動計画を示して

注力している分野として、採択 20 機関とそれ以外で大きく差が出ているのは、海外拠点の

整備、英語による科目・プログラムの開設、外国人留学生・研究者用の宿舎の整備、また

学内の文書・情報提供の多言語化である。こういったものについては、採択 20 機関と他の

機関とでは、それを目標の中に入れていく段階から、かなり差が出ているようだ。 

 △ その辺も、ぜひ強調する必要がある。これは資料であり、報告書でもあるが、報告

書というよりも、むしろ国際化していない大学がモデルにする、どういうところを考えた

らいいかという一種の手引書のようなものでもあり、その辺を意識してまとめる必要があ

ろうかと思う。 

 ◎ この報告書の全体的なトーンとしては、20 採択機関を褒めちぎった方がいいのかど

うか。20 採択機関と非 20 機関の関係をどうするのかが、この報告書の重要なポイントだ

と思う。どちら側の大学が読んでもためになるようにする必要があるのかと思い、その辺

が最初、よく分からなかったが、褒めた方がいいのであれば、積極的に褒めるべきである。

ただ、そうなると非採択機関の人が読むと、「どうして我々はこうなんだ」ということもあ

るかと思い、その辺が気になった。 

 △ 私の判断は、20 採択機関のどういうところが優れているのかということを、明確に

書くことが最も重要だと思っている。後発と言っては良くないが、他の大学がなるほどと

思ってくれるようなことを、書かなくてはいけないのではないかと思う。 

 ◎ 否定的にとらえるのではなく、積極的にいいサンプルとして示していくということ

ですね。 

 △ もちろん、いいサンプルとして書くことが大事だと思う。 

 ● 先生の言われたことからすると、この大学国際戦略本部強化事業で補助金をもらっ

たことにより、今までできなかったことができたという部分があるということではないか。 

 ◎ それは大きくあるかと思う。 

 △ それは大きいと思う。 

 ● その点ではやはり、職員の海外研修や学内文書の多言語化といったところでは、採

択 20 機関とその他の大学ではかなり差が出ており、この大学国際戦略本部強化事業に採択

され取り組んだことによって、可能となった分野の代表的なものといえるであろう。学内

文書の多言語化のようなものは、１つの部署だけが取組んでもさほど有効ではなく、それ

が全学的な取り組みになってきているということは、採択機関へのサイトビジットを通し
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ても強く感じたことである。 

 ◎ それはいいことだ。意欲というか、そういうものがあればできるということを示す

必要があるかと思う。 

 △ 私もほとんどの大学のホームページにアクセスして、詳細に読み、やはり相当進ん

でいるなということを認識した。表現は適当ではないかもしれないが、「それほど大きなお

金ではないのに、よくここまで行ったなあ」と採択機関の関係者に言うと、「大変ですよ。

もらったお金より、もっと学内でお金がかかっています」という答えが返って来た。これ

がインセンティブマネーになっていることは確かである。 

 ◎ 確かにそうである。 

 △ 採択機関においては本当によくやっておられる。細かい分析はやっていないが、全

体的には非常によくやっているなあという印象を持っている。 

 ● 先程の議論に、教育と研究はインタラクションということがあったが、どちらが先

か後か、分からないところはあるが、４章４節コンソーシアムでは、海外の大学と連携し、

ダブル・ディグリー等、北海道大学の持続可能な開発ということで学内でもイベントを催

す 等 を と お し て 、 カ リ キ ュ ラ ム 開 発 と 大 学 内 の 国 際 化 ─ ─ 英 語 で 言 う と

Internationalization at Home──というところにもつながっていることから、コンソー

シアムに限っては、長期的なところで研究から教育へという形が出ており、それについて

も述べられている。 

 ● 第４章第５節の個別の研究テーマを中核とした国際展開論では、まず、先ほど、い

わゆるインセンティブマネーと先生は言われたが、これについて２つのことがあると思う。

国際化のプロセスというのは、本質的には大学の国際化なので、研究をやっていくなかで、

それをいかに教育に落とし込むか、というようなことは非常に重要ではあるが、その時に、

ただ国際化の枠組みだけができても、基本的に中身がないと何も起こらない。逆に言うと、

中身をやる人たち、つまり先生方や学生の皆さんがその気になってくれないと、何も動か

ないわけで、まず何か中身があることが必要で、中身を持っている人たちの取っかかりと

して、そのインセンティブというのは非常に重要であるというのが一つである。 

 また、そのインセンティブでうまくその取り組みが進んでいったときに、さらに発展で

きるような仕組みがあると、さらにインセンティブがわく。ということで、ますますポジ

ティブなフィードバックがかかり、中身も充実していく。その中身と国際化の仕組みの双

方について、対応すべき具体的な課題がないと、ほとんどなにも進まないことになる。こ
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れは具体的に研究や教育のことを具体的に進めていく上で、そういったものが整備されて

くるということが本質だと思う。その意味でも、研究や教育の中でインセンティブが起こ

り、何かを進めようということになると、それによって国際化の体制も整備され、整備さ

れていくと、ますます教育から研究がやりやすくなっていく。 

 そのプロセスがうまく回るように、いかにこの事業が生かされているのか。あるいは今

後やっていく上でも、どこをサポートしてあげると、それがうまく回るようになるのか、

という議論が織り込めればと思っている。 

 △ 今、先生方が言われたのは、５章となろうかと思う。まだできていないが、そこを

どうするかというのが大変な問題である。うまく抽出できるだろうかどうかと、少し心配

していると思う。インセンティブを与えることができて、かなり動き出している。そのう

えで、今後どこをサポートしたらもっと進むかということであろう。それをうまく見つけ

られるだろうかというところを危惧している。 

 ◎ この資料には反映されていないが、４章６節について、実際に書かれた小山内先生

が、若干の意見を出している。職員の養成・確保の問題は、もちろん職員自体の国際化が

必要ではあるが、それと同時に、職員の質を上げる必要がある。職員の質を上げるという

のは、必ずしも語学が上手だとか、海外経験があるというだけではなくて、要するに、国

際関係の業務あるいは事務を、これまでに比べて飛躍的に上質のレベルで処理できる人と

いうことが大変大事なことであり、実はこれは、国際化だけではなく、大学の業務体制、

事務体制そのものであると考えている。つまりこの国際化を考えることにより、国際化と

いうところに、ある意味で先鋭的にあらわれる様々な事柄は、大学の業務・事務全体にか

かわることだと思う。要するにそれは、国際化ということを契機にした、より優れた職員

あるいは職員組織の構築というのが、ここから、ほかのところにも参考になるのではない

かと思い、この国際化という事例を軸に、もう少し思い切って書いたらいいのではないか

と考えている。 

 △ 日本ではＦＤということからが始まったのであるが、英国の場合は昔からＳＤ（ス

タッフ・ディベロップメント）が盛んであり、各大学のホームページを見ると、大変な数

の、若手の教員、職員の研修プログラムがある。ことにここ 10 年程、先ほど言われたよう

に、特に職員の質を上げようという努力がされていて、本当に様々なプログラムがあると

いうことが分かるのだが、その点からすると、まだ日本はかなり遅れているのではないか。 

 ● 各論的な話になってしまうが、４章４節、コンソーシアムについて、先程３章に関
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する議論で、データに引っ張られてしまうという話との関連性で、問題だと感じていると

ころが一つある。それは単純に、コンソーシアムに加盟しているということについても、

そのコンソーシアムの認識そのものが共有されていない中で、数値のデータがとられてお

り、実際によく見てみると、データ上では 20 採択機関とその他の機関の間に差がないとい

う形になってしまうのだが、その加盟しているコンソーシアムを具体的に見てみると、採

択機関は、戦略性の高い、目的が明確なコンソーシアムに入っており、そのほかの機関は、

例えばＩＡＵ等、そういった種類のものに、単に加盟しているという類のものというのが

あり、そのような部分を、本来ならば、この４節の中で取り上げなくてはいけなかったと

ころであったかと思っている。すなわち量という部分にあらわれない、質というものを、

どう取り上げるかということを、３章あるいは４章で考える必要があるかと思っている。 

 △ それはぜひ書いていただきたい。定量化するのは難しいかもしれないが、それはい

いのではないかと思う。直感で、見たらすぐわかるだろうと思う。 

 ◎ さて、どこかで国際化の優先順位をつけなくてはいけないというが、具体的には何

の優先順位なのか。 

 ● 国際化の戦略をつくるというと、総花的で、包括的なものになる傾向があるが、ど

れから手をつけるか、何からやるべきか、何がより重要かというような優先順位をつける

ことが必要ということ。 

 ◎ それはつまり国際化への提言という、我々が今度、この 20 大学等にならって、新し

い何かを打ち出すとすれば、国際化の提言もある種の階層性を持ったものとすべきであり、

ミッションだけあって、あとは何もないというのではいけない。提言がミッション 100％

では、全く国際化にならないわけだ。その次にはこういうことをしなくてはいけない、そ

の次はこうしなくてはいけない、という提言でなければならない。つまり、戦略を推し進

める際のプロセスを明示したところの階層性を持った提言をしていただくと非常に良いの

ではないか。それは「優先度をつけなくてはいけませんよ」ということばかり言っていて

もだめで、具体的に何からはじめて、それがクリアできれば次はなにであるといったよう

に、きちんとしたプロセスをうまく提言の中に、どこでもいいからポイントとして入れて

いただきたい。 

 ● 直接的な答えにはならないが、第４章第５節で、北海道大学、新潟大学、鳥取大学、

長崎大学について、これは私が勝手に造語としてつくったものであるが、垂直展開と水平

展開ということを述べている。たとえば規模は大きくない大学だが、国際的に競争力があ
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る分野が明確にあるような機関については、国際化をどんどん深掘りしていくということ

が可能であり、また深掘りしていく中で横に広げていくということが可能でもある。規模

が大きい機関の場合は、それこそ何から始めるかというのが、なかなか難しいので、出来

る限り全体に共通するようなコンセプトでもって、全学的に意識を持ってもらうようにや

っていく。そうすると、まず水平に展開して、恐らくその中から、垂直に掘っていくもの

が出てくるだろうといったことは、第５節の具体例の中で書いている。 

 △ 長崎大学には垂直に行っている。 

 ● まさに教育の研究科まで作っているという点でも垂直である。 

 △ 鳥取大学も同じように、乾燥地帯の研究などはまさに垂直に行っている。非常にい

いポイントだと思う。長崎大学と鳥取大学には、本当に感心した。 

 ◎ また３章だが、調査会社のレポートについてまとめ方についても、海外拠点を持っ

ている大学と持っていない大学という２つのグループに分けており、海外拠点を１つでも

持つようになったところと持たないところというのは、何らかの差があるのかと思うのだ

が、このレポートによると、海外拠点を持っているグループの中でたくさん持っているか

どうかと海外の大学との協定数は余りつながっていない。つまり、海外拠点というのは、

どうも別の要因が入っているようである。 

 またもう一つは、最近は少しおさまったかもしれないが、海外拠点増設ブームで、どん

どん拠点が増えていたが、先程の報告のとおり、少し前の文部科学省調査と今回の調査の

比較でも、調査対象母数は違うようであったが、海外拠点数が増えているようである。そ

れは国際化の文脈の中の一つのメルクマールとして、海外拠点を作ろうと考える大学も、

当然、まだたくさんあると思う、それが一体何を意味するのか、決して単純ではないとい

う話をこのデータから出していただきたいと思う。 

 以前からＪＳＰＳが言われているように、小規模の拠点を、とにかく形だけ作っても、

なかなか魂を入れるのは大変なことで、機能するまでには相当壁があるということである

から、実を上げるということが重要なのであって、海外拠点を持っているグループが、持

っていないグループよりも、様々な点でポイントで高いと、海外拠点を持てばそうなるの

かという幻想を誘導しかねないかとも思われるので、そこの書きぶりあるいは分析を、少

し注意深く書いていただいた方がいいかと思う。このデータを拝見して、そのように感じ

た。 

 ● 実は、その件について該当の部分をＪＳＰＳの担当職員とともに見たのだが、おも
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しろいのは、大学間交流協定数と海外拠点数の相関はないのだが、学部・研究科間交流協

定との相関はあるということである。その理由は拠点の数え方にあると思う。海外拠点の

定義が曖昧なために、研究センターや研究所の測候所や観測施設のようなものも含めて海

外にある施設は全部数えられている。それで結果的には、研究型大学で研究所や研究セン

ターの多いところが、その調査研究のために海外に施設を持っていることにより、海外拠

点数としては圧倒的に多いということが見えてきた。 

 質問紙調査では、拠点の定義として、こういう条件を満たしていないものは数えてはい

けないというようにしたのではなく、あくまでも文部科学省の従来の調査に合わせて拠点

を数えるように指示したことから、結果的にはこのようなデータになってしまった。それ

が統計分析の結果としては、大学間交流協定数との相関ではなく、研究科・研究所レベル

での交流協定数との相関という形で現れたのだと思う。 

 △ 交流協定等も、大学によっては、きちんと、学部、研究科、それから全学というよ

うに分けているところもあるが、一緒にしているところが多い。 

 きちんとした大学と言っては語弊があるが、ウェブサイトを見ると、学部、研究科、全

学というように明確に分けているところもある。確かに、拠点の場合は目的は何かと言っ

たら、これは定義が非常に難しい。 

 数としてはアメリカ、ヨーロッパのトータルよりも、アジアの方が、今ははるかに多い。

そこに何らかの意図があることは確かである。 

 ● この海外拠点の分析について、委員の先生からアドバイスをいただいているので、

紹介したい。 

 海外拠点について、数だけを見れば大変上がっているが、やはり数が多ければいいとい

う意味合いのレビューにしてはいけない。拠点を設けることによって、一体どういう効果

があったのかという、質的な側面からのレビューというものをするようにという助言があ

った。この９節を書くに当たっては、なぜ拠点を設置しないといけないのか、どういうと

きに設置しないといけないのか、どういう効果が上がるということが見えるのかというの

をベースに書いてある。 

 その上で、その必要性に根差して、どういう形態で、どういうところに置けばいいのか

というものも、できる限りその質の側面から──とにかく海外に設置すればいいというト

ーンではなく、どういうところに、どういうバックグラウンドで置くのがいいのかという

点を挙げている。その上で、経営面として、どのような効率的な運用で、適切な人員配置
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をしていくべきなのかということも分析をして書いた。また、今回はできなかったが、日

本の大学が海外にどんどん出ているが、逆に、外国の海外拠点の活動と日本の大学の海外

拠点の活動というものを、きちんと比較レビューをして、日本の大学の出先の国際プレゼ

ンスについて、何らかの分析をすべき必要があるのではないか、というようなコメントを

いただいている。 

 △ 難しいですね。非常に難しい。 

 ● そういうことをしないと、結局、Ａ大学では拠点を通してインターネット事業を行

った、だからいいんだとか、記念事業で拠点があったからスムーズにできたとか、シンポ

ジウムをスムーズにすることができたといった、そういう表面的な結果となり、成果とし

て、現地のネットワークとかに入り込めたかどうかというものが、なかなか見えてこない

ということもコメントをいただいている。 

 ◎ やはり、「拠点とは何ぞや」ということですね。 

 △ 表現はよくないが、今のところ、かなり、いろんな思惑があって作っているのだろ

うと思う。しかし 10 年もたつと、今、事務局が言われたように、実質がないと、多分、ど

んどんやめてしまうと思う。だから 10 年ぐらいかかるのかという気がしている。 

 ◎ 拠点というのは物理的なものなのかどうか。 

 △ ここに書いてあるように、協定大学に置いてあるところが多い。 

 ◎ 物理的なものだけあればいいのか、何か部屋があればいいのか、それともやっぱり

人的に整えた方が良いのか。 

 △ スタッフもいるところが増えている。 

 △ それから経費的な面で、１つ置いておいて複数の大学でシェアすることもしている

ようである。 

 ◎ それはやはり物理的なシェアで、スタッフのシェアはなかなか難しいと思う。 

 △ ＪＳＰＳの海外センターには、慶應義塾大学が入っていたが。 

 ● 様々なところから来ていただいている。やはり、たくさん集まった方が、絶対に、

効果は大きい。 

 ◎ ある程度は、活性化するのだと思う。 

 ● １人、ぽつんと座っていても、余り意味がない。何人もいれば、刺激も情報も入っ

て来る。 

 ◎ 刺激と情報の両方がある。そこでもスタッフ間の協働が成り立てばよい。 
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 △ 海外拠点を分析するのは本当に大変だと思う。あまり言ってはいけないが、意図が

いろいろあるようである。先生の趣旨はよく分かるが、これは結構大変なことだと思う。

確かに、誤ったメッセージだけは──何となく多ければいいというメッセージだけは出さ

ない方がいい。 

 ◎ それはやめた方がいい。 

 △ やはり自分のところから、わざわざスタッフを出して拠点に置かれているところは

本気だと思う。 

 大分御意見をいただいたので、その辺りはまた事務局と相談をし、少し手を入れたいと

思う。それから３章の扱いは、それだけが浮かないようにお願いしたい。やはり 20 機関に

優れたところがあるというのは、大体もう、皆さんの共通した意見であるから、そこを浮

き上がらせるようにしたいと思う。ただ、５章を書く必要があるので、そこで 234 が出て

きたことは、やはりきちんと書かなくてはいけないと思う。 

 また先程先生が言われたことは非常に大事で、本当に、今でもまだそうだと思う。何か

コンソーシアムというと、とりあえず入っておこうか、というところがあるのではないか

と思う。だからやはり質というのは非常に大切なことで、実際に活動しているコンソーシ

アムなのか、コンソーシアムの一員として入ったけれど本当に活動しているのか、その辺

のところは非常に大事であると思う。 

 ● コンソーシアムと拠点はブームでもあることから、実質的な活動がないと、恐らく

10 年後には大きく変わるのではないかと思う。 

 △ ＳＥＥＤ-Ｎｅｔのようなコンソーシアムは、絶大なる効果を上げている。ただし大

変効果を上げているのが、意外に知られていないという、そういう状況は、なかなか難し

い。 

 ◎ やはり、この報告書は読んでもらわないといけないので、読んでもらえるようにし

ないといけないと思う。国際関係に関する仕事をなさっている方は、やっぱり読まれるか

と思う。新しい、今までにない報告書ですからね。 

 △ これは何回、シンポジウムをやったのか。 

 ● ５回。 

 △ １回は、参加者が多過ぎて、急遽、会場をとり直すということがあった。 

 それだけ関心は高いということだと思う。それが単なる流行で終わらないように祈りた

い。 
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 ◎ 今、一般的に、大学国際化に対する熱意というのは、まだ上がりつつあるのか。 

 △ 大変上がっている。 

 ◎ そういう意味では、ちょうどいい報告書になるかと思う。 

 ● 18 歳人口が減っている中で、大学が生き残るためには、やはり国際化と連携、コン

ソーシアムであると思う。  

◎ 先にも申し上げたが、海外へ出た若い人が帰ってきてからの手当てというのは、大

学の責任なのか国の責任なのか、この中にどのように書かれるのかわからないが、その問

題は、今回、入るのか。 

 △ 私は、単純に大学の責任だと思う。やはり大学の雰囲気、環境というものが、伝統

的な、若者を押しつぶすという、そういうものがいまだにある。 

 ◎ コンソーシアムよりも、やっぱり外へ出して、きちっと受け入れて、それを育てる。

やはり、そういう種をまいておくのが大切ではないだろうか。 

 △ ＡＣ２１は、どうなったのか。名古屋大学に大きく負担がかかり始めてしまったと

聞いている。 

 ● ただ、少し前に本事業のサイトビジットとして訪問したときには、そういった問題

も徐々に整理、解決されてきているようであった。やはり最初のころは、メンバー校とな

った大学の出入りがあったり、経費負担についての合意がうまくとれなかったりというこ

ともあったようだが、今はかなり、固まってきているようだ。 

 △ 日仏共同博士課程は、まだやっているのか。 

 ● まだやっている。 

 △ 大変に実績が上がっている。 

 ● あれは特にグランゼコールが入っており、日本の大学にとってのメリットは、グラ

ンゼコールとの交流だろう。 

 △ しかも非常にはっきりしていて、フランスから日本へ来るのは自然科学の分野が多

く、日本から向こうへ行くのは人文科学、社会科学が多い。ドクターも相当出ている。話

題にならないのが不思議でならない。日本の国内の学者の先生方が集まる会合で話をして

いたら、「へえ、そんなのがあったのですか」と言われて、驚いた。まだ日仏はいい方で、

ＳＥＥＤ-Ｎｅｔなど、殆ど知られていない。あのように有益なプログラムはないと思うの

だが、日本人は初めは大騒ぎするが、うまくいき始めると、注目しなくなる。 

 ◎ 最後に一点だけよろしいか。大変難しいと思うが、これから５章をまとめる際に、
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ぜひ、うまく書いていただけるとありがたいのは、本事業はモデル事業だが、５年間が終

わり、じゃあ来年からすべて消え去るかというと、多分そうではない。残念ながら継続事

業が予算化されないので、スムーズに行かない部分はあるかもしれないが、各大学も、今

まで伺っている話では、この事業が終わったからといって、すぐに全部やめてしまうわけ

ではなく、いろいろ限界はあるだろうが、継続してやる意思はかなりお持ちだと伺ってい

るので、そこをぜひ書いていただきたい。モデル事業でモデルが自然発展した例というの

は、ほとんどない。モデル事業が終わると、それで終わってしまうというのが普通で、こ

れはタイミングと内容と、それから運営がよかったということだと思うが、そういう幾つ

かの条件をそろえて、きちんと運営すれば、やはり、そういうことができるということを

──あまり自画自賛で書き過ぎると品がなくなるかもしれないが、そこは幾らか強調して

いただいてもいいと私は思う。ぜひ、第５章を検討する際には、その点を書いていただき

たい。 

 △ 本当は我々がこういうことをやらなくても、各大学のホームページにアクセスする

だけで、随分わかる筈である。九州大学は書き方が大変に広いから、この事業がどこへ貢

献したかというのは、分かりにくいが、小規模な大学はよく分かる。本当は、そういう形

でそれぞれが情報をお取りいただけばいいと思うが、なかなか、そういう国ではないから、

やはりこういう事業をやらなくてはいけないのではないかと思う。 

 まあ、ほかのと違い、私は、これは絶対に続くと思う。20 採択機関については、そうい

う意味で、インセンティブマネーたり得たのではないかと思う。 

 ● それはないと思う。ただ予算が、今年は、来年の奨学金とか高校無償化等で、色々

な面で圧迫されているので、平成 23 年度予算で、また新しいものにつながるようなことを

考えないといけないのかと思う。 

 △ 絶えず刺激する必要はあると思う。そうでないと、多少は増えるかもしれないが、

現状に留まってしまう可能性がある。目的はそうではなく、もっと広げていくことである。 

 ● 先日も日中学長会議に行ってきたが、中国の大学も連携を非常に図りたがっている

し、ダブル・ディグリーなどにもすごく関心が高い。やはり、どこの国も同じ状況のよう

だ。グローバル化というのは、まさにそういう状況だと思う。 

 △ 随分御注文をいただいたので、少し、事務局と相談しながら、修文したいと思う。

書き手の先生方には、また若干御迷惑をかけることになるかと思うが、よろしくお願いし

たい。 
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【２ 今後のスケジュールについて】 

 

 ● 今後のスケジュールについては、先生方からもう一度修正意見等を 11 月４日までに

事務局までお知らせ願いたい。先生方の御意見をまとめて、第３章の分析をさらに詳細に

進め、第５章のドラフトを書き上げたら、委員長と御相談の上、また先生方に御意見を賜

れればと思っている。12 月の上旬から中旬に、次回国際化戦略委員会を予定している。各

国から英訳がかなり要望されている。その後、英訳に取りかかる関係上、できれば 12 月で

仕上げたいと思っている。そして、来年の３月には公開シンポジウムを開きたいと考えて

いる。 

 △ まだ少し時間があるので、ぜひ御意見を賜りたい。本日はどうもありがとうござい

ました。書き手の先生方、よろしくお願いいたします。 

 

 

（了） 


