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〈要約〉 
 
課題とアプローチ 

スウェーデン高等教育庁は高等教育の質について評価を行った。2003 年秋、学部課程と

大学院課程を対象に調査を実施した。調査では、機関の中で卓越した機関も抽出した。2004
年はじめ、各高等教育機関に質問紙の配布を行った。質問紙では、目的、戦略、組織とサ

ポートシステム、現在行われている活動とその成果を尋ねている。本報告書では、広範に

わたる記述と国際化の進展について記述している。 
 

スウェーデンの高等教育 
スウェーデンにある高等教育機関は全て国立である。しかしながら、国が決めたフレー

ムワークの中で多くの自治を受けている。カリキュラム編成や資源配分、カリキュラムの

設定と中身について自ら決めることができる。 
多くのスウェーデンの機関が文部省の後援の下、学部課程の国際化に関して取り組みを

行っている。たとえば、スウェーデン高等教育庁、研究および高等教育におけるスウェー

デン研究・高等教育国際協力財団 (The Swedish Foundation for International 
Cooperation in Research and Higher Education)、IPK(the International Program Office)
があげられる。スウェーデンの高等教育機関の運営は主に公的資金で行われている。高等

教育機関へは学生数やパフォーマンスをベースにして学部プログラムに配分される。また

大学院プログラムや研究にたいしても特定の資金が供与される。 
大学院プログラムと研究資金へは分野に応じて政府から提供される。高等教育機関は研

究機関、財団、地域の当局、私企業から外部資金を受けることもある。 
 
高等教育機関とプログラム 

スウェーデンには 14 の大学と 22 のステートユニバーシティカレッジがある。 も小さ

な機関の学生数は 50 人に満たない。 も大きな大学は 3 万人であり、平均は 7000 人であ

る。さらに、大学院プログラムを提供できる 3 つの独立機関がある。報告書ではこの 39 の

機関を対象にして評価を行っている。また、特定分野の学部プログラムを提供する提供者

も存在している。すべての高等教育はコースという形態で提供される。こうしたコースは

期間がまちまちで通常 5－20 週にわたる。いくつかのコースを組み合わせてプログラムが

組まれる。しかし、一つからコースの履修も可能である。 
 
資格 
スウェーデンにおける資格は一般資格と職業資格に分かれる。一般資格では単位数の

低単位数を求めるもので、2 年間のユニバーシティディプロマ取得に必要な単位数は

120ECTS が要求される。次に、学士課程、修士課程においてはさらに専門課程での履修お
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よび論文が要件とされる。一般資格と学位のほかに職業資格がある。現在 43 の職業資格が

用意されている。スウェーデンの修士課程はいろいろあり、60－120 の ECTS 単位が要求

される。 
 
アプローチ 
本報告書では 36 の大学およびカレッジと 3 つの独立機関を対象としたものである。学部

課程および大学院課程の国際化についての報告書である。 
評価を行う委員は 7 人で構成されている。評価は、全高等教育機関に送付された質問紙

の回答、ミーティングで得られた情報をベースになされた。質問紙は学長宛に送られ、質

問事項は個々の教員および学科に対してよりむしろ機関全体にわたるものである。質問紙

には次のようなものが含まれている。 
 
● 組織、リソース、アプローチ 
● 業務内容 
● 獲得された成果 
● 国際化の問題と機会 
 
調査では、2003－2004 年度の内容についてできるだけ包括的に応えることが求められて

いる。回答は 20 頁を越えないことが求められた。各機関から国際化政策の成功事例を 大

で 5 例まで報告を求めた。評価者が提出された報告書を読んだあと、委員と各機関の間で

ミーティングが設定された。ミーティングは地域ごとに行われ、8 つの地域にまたがった。

時間とリソースの節約のため、毎日３つのミーティングが行われた。一度のミーティング

では 2 時間が使われた。高等教育機関の設定で、評価委員は次のような人々と会うことが

できた。 
 
● 大学学長もしくは機関の代表 
● 機関レベルで国際化業務に携わっている人 
● 学生代表が一人、二人 
 
各ミーティングでは、事前に準備されていた 20 の質問が各機関に出された。10 の質問は

共通の質問が出され、残り10問は各機関によって多少異なる内容の質問が出された。NAHE
は 2003 年秋にこの評価を計画し、2004 年実行に移した。報告書の付録では、隣国ノルウ

ェー、フィンランドとの比較が行われている。 
 
国際化について報告書における概念 
 国際化について多くの定義が提案された。共通していることは非常に一般的であること
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だ。一つの例がこの分野で も権威がある研究者が提示した次のような定義である。 
「国レベル、セクターレベル、機関レベルで行われる国際化は国際的、多文化的で、グロ

ーバルな次元を中等後教育の目的、機能、多様性の中に統合するプロセスとして定義さ

れる。」（Jane Knight, Journal of International Higher Education, no33, Fall2003） 
国際化は時間とともに発展し、さまざまな要素が強調される。このことは、利用可能な

データの中に表れる。そのため、公式データではある形式で行われた移動についての情報

をかろうじて示しただけである。短期間についての留学について統計データは存在しない。 
国際化に含む要素には次のようなものがあげられる。 

○ スウェーデン人学生、教員、職員が海外で過ごした期間 
○ 国内での国際化 
○ スウェーデンの高等教育機関に在籍する留学生 
○ 国際的連携 
 
国際化の国際的フレームワーク 
スウェーデンの国際化の全体的な枠組みについて、UNESCO、OECD、リズボン協定な

どがその代表的事例である。スウェーデンの高等教育に影響を及ぼす可能性があるものと

して、EU と北欧委員会があげられる。それらに加えて、国際化は現在、かなりの程度、ボ

ローニャプロセスに左右される。自由貿易の分野では、GATS があげられよう。現在影響を

及ぼすものではないが、今後その可能性がある。 
 
 
国際化の国内的フレームワーク 
スウェーデンの高等教育を枠付けするものに、スウェーデン高等教育法（Sweden Higher 

Education Act）があり、毎年政府から高等教育機関に出される指示がある。 
政府が毎年発令する指示では要件が具体化されている。2001 年目的は移動性に焦点を当

てている。「高等教育機関は国際化のために積極的な方策を採るべきである。国際的な移動

性を高めることと、キャンパスで提供されるプログラムの国際化を向上するべきである。」 
スウェーデンの高等教育に確かな影響を及ぼしたものに、学生への授業料撤廃がある。

こうした規制撤廃はスウェーデン特有のものではないが、留学生受け入れについての大き

な影響を持つものである。 
デンマーク、フィンランド、ノルウェー、オランダ、ドイツにおいては、国際化問題を

扱う機関は一つである。つまり、こうした国では規制は単独で行われ、分かりやすい。 
 
スウェーデン高等教育庁の質評価 
スウェーデン高等教育庁はスウェーデン高等教育の中心的責任を担っている。質評価、

監視、高等教育制度の研究と分析、外国の資格の評価、プログラムのリニューアルと発展
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のためのサポート高等教育の発展のための情報の提供を行っている。評価全体の意図とし

ては、国際化業務の発展と改善を可能にするような実践を高等教育機関に促進することで

ある。 
2001 年から政府の要望により、高等教育庁は高等教育機関の全教科とプログラムに評価

を行っている。学部課程と大学院課程の両方を評価している。はじめの評価が 1999 年に行

われ、ジェンダーの平等性、学生の影響、社会的・エスニックの多様性について評価を行

った。評価内容は、多くの関心を引き、この問題について大きな議論を呼んだ。多くの政

策が高等教育機関に適用された。フォローアップが 2003 年に行われた。この結果、前回の

評価に比べかなりの前進が見られたことが分かった。 
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〈第２節 高等教育機関の目標と戦略〉 
 

はじめに  
調査した高等教育機関は変化の中にある。今日では変化はさまざまな事柄に当てはまる

が、高等教育機関の半数以上が戦略を新たにする変化の中にあることを発見することがで

きた。 
  

内部の方向性 
高等教育機関が提出した報告書の特徴はさまざまである。報告書が組織の各レベルとの

やり取りで書かれたものか、インターナショナルオフィスが作成したものかは定かでない。

また、報告された中身が、現状のものか、目指している状況か、優先事項として取り上げ

られ実行に移されているものかは定かではない。 
報告書の半数が時代遅れなものであり、中には 1999-2001 年、ときにはそれ以前のもの

もあったことが残念である。今日の変化は、急速で、広範にわたる。大学は常時情報を新

たにする仕組みを作るべきであろう。 
一つの興味深い発見は、大学の国際化戦略は全体的戦略の中に含まれている場合と、国

際化は別の活動として分けられている場合がある。約半数が全体的戦略を提出した。 
機関の約 3 分の１が「欧州政策」宣言を提出している。 
  
 
カロリンスカ研究所では次のような文書がある。 
○ 国際化政策 2003－2005 
○ 研究戦略 2005－2008 
○ 欧州政策提言 2003－2007 
○ 大学院プログラム国際化政策 2001－2005 
○ 国際クライシス政策 
○ 海外留学との関連で管理業務方針 
○ 学部・大学院プログラム国際化アクションプラン 2004－2006 
○ 国際部オフィス運用プラン 2004 
○ インターナショナルグループ運用プラン 
○ 学部プラグラム財政運用プラン 
○ 国際協力協定マネジメントガイダンス 
 
ウプサラ大学 
○ ウプサラ大学の目的と戦略 2005－2010 
○ コミュニティと協同でウプサラ大学の目的およびアクションプラン 
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39 機関より提出された内容はさまざまで、目的は一般化しすぎる傾向にあり、評価は困

難である。だが、目的を数値化しても、達成は難しいことが多い。一つの説明では、短期

目標より長期目標が多い傾向にある。 
 
全体的目標と戦略 
 国際化に関して機関で共通して見られるものには次のものがある。 
１．アカデミッククオリティ  
２．国際的労働市場への訓練  
３．プログラム編成と研究上の競争  
４．国際的な平和と団結を育成  
５．異文化への理解と認識  
 以上の言葉は文書の中で異なる表現でされたものもあり、その中にはあまりに一般的な

ものもあり、より明確化する必要もある。 
 
国際化活動の目標 
調査では、目標について 30 もの例があげられた。それゆえ、全てを紹介することを省略

する。調査では、ボローニャプロセスおよびリズボン協定に関する記述が見られた。国際

化の一つの重要な要素として、この分野では、多くの目的があげられる。それは、国内に

おける国際化があげられる。国内の大学を国際化するためにはさまざまな方法がある。 
全ての大学があげた項目は、留学生の受け入れおよび派遣留学生の数および教員の受け

入れと派遣教員の数である。大学によっては、海外で滞在した期間の目標をあげたところ

がある。 
評価には、量的および質的な目標および結果の間につながりが見られた。分析では、量

的な目標が達成されたところは半分でしかなく、目標設定が十分に考え出されたものかと

疑問を感じさせる。 
複数の機関が共通してあげた目標には、全てのプログラムに国際的な次元を取り入れる

ことであった。他の例では、学生と教員を交換留学で派遣するために、国際的な環境をコ

ースの中に創ることであった。大学の中には、 
われわれの結論では、目標を確実にし、現実化するため、多くの大学が戦略、目標、活

動計画を見直す必要があるということだ。ほとんどの機関がまったく欠けている方法とは、

学内での戦略についての伝達である。スウェーデンの高等教育機関がボローニャプロセス

の進展には何も施していないが、個別事例で見た場合は大きな問題ではないかもしれない。

他の方法には、国際会議の参加、他国からのゲストの招聘、他国からの教員の任命などが

あげられる。ある機関ではデータベースを開発している。 
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〈第 3 節 組織とサポートシステム〉 
 

はじめに 
教育協力は比較的現代的な現象である。しかしながら、過去 10－15 年間で大きな発展を

遂げた。教育協力の急速な発展は高等教育機関が国際化にあたり異なるアプローチを選ん

でいることを意味している。機関ごとに状況が異なるのも、選択に重要な役割を与えてい

る。こうした違いの結果として、支援体制もさまざまである。 
 

 外部世界の監視と分析 
質問紙調査では、高等教育機関の戦略について尋ねている。どのように戦略が開発され、

外部からの監視や分析を受けているか尋ねた。回答の 3 分の 1 が外側の世界をどのように

監視するかについてであった。 
われわれの関心は概して外側の世界への分析に向けられたのではなく、国際化にどうい

う影響を及ぼすかである。現代の問題を知る良い例として関心を向けると良いのが、ボロ

ーニャプロセス、EU/EEA 諸国以外の学生への授業料徴収、国内および国外で見つけられ

るファンディング、GATS の枠内で行われている交渉、海外の高等教育機関との戦略的連携

への機会の中で見ることができる。 
 この分野で起こっていることの多くが一時的な行為の結果としてというのが一つの問題

である。プロセスをシステム化することで多くのことが得られるであろう。 
 
 国際化のリソースとコスト 
 質問紙調査とミーティングでは、国際化にかかるコストについて非常に一般的な質問を

しただけであった。その理由は、元来、比較が困難であり、また、高等教育機関に過度な

負担をかけさせないようにしたかったためである。しかしながら、与えられた回答は国際

化についての一般的な態度の印象を形成するのに役立った。機関によっては、国際的な取

り組みは予算によって決まっていると答えたところがあった。他のところでは、約半数が

概略して述べることは不可能と回答した。この後半の反応は基本的には肯定的であり、多

くの機関では国際化はプログラムにしっかりと統合されている。 
 
 授業料徴収の準備状況 
 インタビューの中で、われわれは高等教育機関が EU/EEA 諸国出身でない学生には授業

料を徴収するのかを尋ねた。その結果、約半数の機関がこの質問にたいし議論したことが

なかったことが分かった。一方で今後の可能性について議論したところもあった。ここで

の結論は、スウェーデンの高等教育は授業料を導入する準備ができていないということだ。

こうした動きの中、政府は授業料問題を研究するための委員を任命した。 
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 組織  プログラムの学生交換 
EU プログラムは欧州の学生交流の発展に主要な役割を担うようになってきた。こうした

プログラムは機関の国際化を組織するため重要な影響をも持つようになってきた。スウェ

ーデンはこうしたプログラム、とりわけ Linnaeus-Palme プログラム（スウェーデン国際

開発協力協会が学生と教員向けに行っている交換留学プログラム）の恩恵を受けている。 
スウェーデン人学生の留学で 3 ヶ月に満たない者については、統計が存在していない。 

 
 戦略的な国際協力 
この評価に中心的な関心の一つは、国際協力の分野でいかなる戦略的な変化が起こって

いるかである。この点におけるわれわれの結論は明確に持っていない。スウェーデンの高

等教育は学生移動に焦点が当てられた国際化から戦略的な機関協定へと移行しているよう

だ。 
この新しいパートナーシップは、交換協定でバランスを取ることが可能である。高等機

関がプログラムやコース提供を共同で行った場合、各機関はそれぞれの長所を発揮するこ

とで貢献できるであろう。これらが実現されることで、学生は交換留学の時期をしっかり

と前もって計画することができる。同様に、受け入れ学生数と留学する学生数の均衡を取

ることは、それ自体目標になるものではないだろう。 
 
 大学レベルにおける手続き 
 小さい機関では、学生移動は個人レベルにて行われる。ほとんどすべての大学がインタ

ーナショナルオフィスを持っている。もっとも重要な仕事は、留学する学生の準備と留学

生の受け入れである。こうしたオフィスの中には多くのスタッフを抱えているところがあ

る。スタッフは 1 人か 2 人のパートタイムだけの所もあれば 20 人を抱えている所もある。

概して、その仕事はよく組織立てられ、管理および生活上の問題を扱い、パンフレットの

作成なども行う。こうしたオフィスは機関全体にサービスを提供し、国際化に影響を与え

る外部世界への現在の変化も監視する。 
3 分の 1 の機関では、国際化は、副学長、副学長補佐などが権限を持つ。当然のことなが

ら、これがインターナショナルオフィスに影響を与える。大学の業務は非常に分散化して

おり、国際化は各学部、各学科に任せられている。 
 
 学生移動の組織化 
 エラスムス計画が始まった当初、教員と研究者は、交換留学の準備計画に重点を置いて

いた。その後、学生移動がより広範囲にわたると、交換留学は管理者が取り扱う問題とな

った。スウェーデンやフィンランドでは、学生参加の多さ、とりわけ外国人留学生の存在

が特徴である。多くの場合、高等教育機関は学生が関わった場合、給与を支給する。こう

だが、多くは無給であり、こうしした学生参加が大きな違いを生んでいる。戦略的な大学
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協力への移行は、学生移動が教員関与によるところが大きいためである。 
  
 さまざまな協定 
国際協力は、さまざまな形態を取っている。全ての高等教育機関で一般的に言えること

は、協定の多くがエラスムス計画を含んでいる。他の協定は教員同士、もしくは研究協力

について学部間で取り交わされる。こうした協定には休止中のものもあり、いくつかはあ

る程度非常に活発であるか学生が関心を示すまで公にならないものもある。スウェーデン

の機関は現在こうした協定の削減期にある。約半数がこうした問題に取り組んでいる。 
 こうした戦略的協定は、当事者は二者間以上である。リソースや評判は鍵となり、相互

関係へ発展する。協定は大学のリソースの異なる側面、財政、インフラ、学生、研究者、

管理者などさまざまに含んでいる。より高度な協定が高等教育機関に求められるようにな

るだろう。 
 
 外国人留学生の受け入れ 
 全体的に見て、スウェーデンの高等教育機関は外国人学生および教員の受け入れについ

て非常に発展したシステムを有している。外国人留学生は、大学および学生団体から強力

な支援を受けている。受け入れには、マニュアル、メンターシステム、導入コース、セミ

ナー、フィールドトリップなどで整備されている。大学の中には、外国人留学生のために

導入コースを用意しているところがある。われわれの一般的な印象としては、こうしたコ

ースは準備がよくされている。大学とのミーティングでは、ジェンダーの平等性、薬物方

針についてスウェーデンでの法律や規則を教えていた。多くの大学では、スウェーデンの

学生ボランティアがコミュニティに留学生を案内するメンターシステムを持っている。 
 
帰国後と意見交換 
概して、インターナショナルオフィスは帰国生からの報告を受ける。これは、STARS の

例に見るように決まった項目について質問に答える形式を求める場合がある。留学生同士

が集まって経験したことを話す機会も珍しいことではない。機関によっては留学したスウ

ェーデン人学生とスウェーデンに留学している学生の交流をするところもある。 
 
学生と教員が使用する言語 
 機関によっては、英語で提供できるコースの数は、外国語を使える教員の不足により限

られている。こうした機関においては、スウェーデン語による導入教育が重要となる。こ

うしたコースは通常のコースと並行して学期が始まる前に提供される。近年、外国語コー

スや外国語の授業を取りやめる大学が増えている。理由は明らかであり、学生が集まらな

いことにある。外国語のコース削減の問題に関心を払うのはもっともであろう。同時にわ

れわれは、この分野における分析および政策について熟考する必要を感じる。 
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学生の言語能力 
 英語で提供されるコースやプログラムの数は増え、留学生の増大を招いている。高等教

育機関によっては、多くの留学生を受け入れると、それだけ彼らが英語を使用できるか不

確定性が増大すると推察している。 
統計や高等教育機関の観察から分かることは、言語能力が学生が行く場所を決めている

ということだ。 
 
議論と結論 
 本報告書では、国際化についての分析は情報収集が主な仕事となった。順序立てられた

プロセスや分析はあまり見られなかった。高等教育機関間での情報の共有も見られなかっ

た。分析は高等教育機関が提出した報告書に基づいている。 
国際化に使われたリソースの量について分かったことはほとんどなかった。もっとも単

純な比較を言うならば、機関によってかなり異なるということだ。われわれの結論は、国

際化によって起こるコストを、大学間で、共同で見直す必要があるということだ。 
調査では、高等教育機関に、EU/EEA 諸国以外の学生には授業料を導入する可能性はあ

るのかと尋ねたが、準備を行っているところはほとんどなかった。 
国際協力の戦略的変化が起こっている。スウェーデンの高等教育は量的で制限がない学

生移動から、戦略的な機関共同運営への移行をしている。これが意味するところは、交換

協定が、意味がなくなったというわけでなく、協定の種類が広がっているということだ。 
大学間協定における質保証は、学生のためにベストなプログラムを作るプロセスの重要

な側面である。こうした動きは、まだ新しく、高等教育機関は現在有している協定を見直

し、活動していない協定については選別するようになった。 
ウェブ上では、急速な発展が起こっている。しかし、ウェブサイトで国際化のための情

報戦略を行っている機関はあまりない。われわれは、電子上の情報を各機関がレビューす

ることを勧告する。 
スウェーデンの留学生受け入れシステムは全体として非常に優れている。入学に関して、

コースの前の導入、到着についての受け入れはよく機能している。とりわけ学生団体の関

わりに優れたものがある。交換留学に参加しようとするスウェーデン人学生への準備もよ

い。教員交流については、受け入れについてはあまり準備がなされていないようである。 
高等教育機関は、国際化に重点を置いていると述べている。職員の言語能力の向上につ

いても述べている。 
 コース提供についての協力、とりわけ言語については、スウェーデンの複数の場所で開

発され始めた。言語教育についての障壁は取り除かれなければならない。この分野につい

ては、現状分析を行うことを提案したい。 
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〈第 4 節 学部課程の国際化〉 
 

 
スウェーデン人学生の留学 
 スウェーデン人が留学するために財政援助が可能となった1989年を契機に留学生の数は

飛躍的に伸びた。これが、スウェーデン人留学生が大量に留学するようになった も大き

な理由の一つである。交換留学制度は 1990 年代に急速に発展する。もう一つ別の理由は、

1992-1993 年度からスウェーデン人留学生が EU/エラスムス計画に参加できるようになっ

たことがあげられる。初年度、1000 人程度だったのが、1997-1998 年度には 3000 人にま

で増加した。だが、この増加が一時途切れ、2002-2003 年度、エラスムス計画で留学した

学生は 3000 人以下になった。2000 年には 5 人に 1 人が交換留学していたのが 2003 年に

は 6 人に 1 人になっている。その数は高等教育機関によって違いが見られる。 
スウェーデン人留学生は、協定という形態を取らない留学(free movers)が多い。この形

態で留学した学生は 1995-1996 年度に 15000 人で、2002-2003 年度には 23000 人に増加し

た。一方で、交換留学の留学生数は、2002-2003 年度の交換留学は 6000 人であった。 
2000 年代初頭に留学生の減少が起こった理由は、定かではない。多くの高等教育機関は、

学生奨学金を使う学生が減少したためと説明している。つまり、奨学金を借りる学生の人

数が減り、大学に在籍する期間が短縮した。インターナショナルオフィスは、学生への情

報が足りないことが原因であるとしている。交換留学を利用する学生は 2000-2001 年度の

6251 人から、その後 2 年間は減少し、2003-2004 年度は 6434 人へと微増している。 
 
 国別の留学生 
留学先国は欧州が多い。Free Movers が留学する先は、英国が欧州の中で多く、Free 

Movers の 24％が英国で占められている。その数は毎年 5000 人以上である。しかし、交換

留学でスウェーデンから英国に行く学生は交換留学の中で占める割合 11％である。ドイツ

が も多い留学先国である。高等教育機関と行ったミーティングによると、大学の協定校

がある国に対しての学生の興味は薄い。学生は遠方の国を好み、とりわけ英語が話されて

いる国を好む。欧州の次に人気があるのは、北アメリカとオセアニア諸国である。 
Free Movers の約半数が人文科学を専攻している。社会科学、経済学、法学は 4 分の 1

以下である。 
 
 交換留学プログラム 

2003 年度には 6434 人が留学している。交換留学生のうち 93％が 11 単位以上の単位取

得のため留学している。47％が EU プログラムの中で行われる。34％が交換協定を利用し

て留学している。2002－2003 年度、全留学生の中でスウェーデンからの留学生が占める割

合は 2.1％であった。一方、スウェーデンがホスト国になった割合は 4.3％である。これよ
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り、スウェーデンでは、留学する学生よりも留学に来る学生の数が多いことがわかる。 
エラスムス計画に参加しているスウェーデン人学生の平均滞在期間は 6.2 ヶ月である。 
 
フィールドスタディ、学位プロジェクト、スタディビジット、他の海外での滞在 
高等教育機関によっては、さまざまなフィールドスタディプログラムを用意している。

ある機関では「The Changing South」と呼ばれるプログラムを実施しており、インドでフ

ィールドワークをして 5 単位を修得する。1994 年以来このコースを履修する学生は 500 人

に上る。他の大学では環境学コースの一環としてアフリカに旅行して 2 単位を修得する。

このコースが開始されて 5 年間が経ち、毎年 10－15 人が履修している。 
スウェーデン北部にある機関では、2 年間にわたり、関心がある学生のために毎年、天使

長への訪問を用意している。ロシアの大学で一週間の集中講義も行っている。他の機関で

は、毎年スイスの CERN を 7 人の学生が訪問する。 
 
 国内の国際化 

スウェーデン国内における国際化は比較的新しい考え方である。しかしながら、やり方

は決して新しいものではない。国内の国際化にはさまざまなやり方が含まれる。たとえば、

国際的、異文化的なコース、地域研究や外国語コースの提供などである。シラバスやカリ

キュラムに国際性を反映させることも可能であろう。こうしたことが通常のプログラムに

加えて考慮することが教員には望まれている。インターネットを利用して他の国の学生と

協力することも可能であろう。 
 
 国内の国際化戦略 

1999 年にマルモ大学で開始されて以来、国内の国際化という概念は急速に認識されるよ

うになった。マルモ大学は大学のプロフィールを作成することから始めた。この実現に向

けて二つの事柄に焦点を当てている。それが広範にわたる移動性と国内の国際化である。

教員および職員が携わっている。コミュニティに住む移民からの協力、移民の利益になる

ような方策を実施している。 
高等教育機関の中には、国内の国際化のために具体的な戦略を報告しているところがあ

る。一つが、留学生受入数の増加である。他の機関では、多文化地域で国際化に取り組ん

でいる。地域に住むスペイン語話者は、スペイン語話者向けのプログラム開発を可能にす

る。他の例については、国内の国際化について、イントラネットやランチタイムセミナー

のような例を見ることができよう。 
 
スウェーデンにおける交換留学 
交換留学プログラムを利用する学生数は 1992-1993 年以降、連続して増加している。も

っとも信頼できる数はエラスムス計画から見ることができる。留学生数は 1992－1993 年に



2006/07/31 

 14

は 1000 人に満たなかったのが 2002-2003 年には 5000 人に増加した。全交換プログラムに

占める留学生数は 2000 年から 2003 年にかけ、7900 人から 10600 人へと増加した。10％
ずつの伸びを示している。海外留学している学生は 6400 人で、スウェーデン国内に来てい

る交換留学生の数の方が多い。 
スウェーデンは 2002-2003 年、全エラスムス留学生の 4.3％を受け入れている。スウェー

デンから外に出た学生は一方で 2.1％に過ぎない。留学生がスウェーデンにいる期間はエラ

スムス参加学生の平均とほぼ同じで約 6 ヶ月となっている。スウェーデンにいる留学生の

中でもっとも多いのはドイツからの留学生である。留学生比率がもっとも高い大学はもっ

とも低い大学に比べて 7 倍の差が見られた。 
 
スウェーデン人と留学生の学術交流 
 高等教育機関の多くが、プロジェクトなどで留学生と国内学生の間で交流を試みている。

その目的は、教育活動を通して国内の学生が留学生と会う機会を提供し、協力するためで

ある。こうした機会は当然のことながら、留学生が国内の学生と比べてどれくらいいるか

にかかっている。プログラムの中で留学生と密に作業する機関が少ないことが調査で分か

った。 
現在、平均で外国人留学生は国内の学生 7-10 人で 1 人である。つまり、通常で行われて

いるグループ活動より大きいグループでの活動が必要になる。 
このような交流の少なさが、高等教育庁が 2001 年秋学期に行った質問紙調査でも表れて

いる。異文化、社会、エスニックバックグラウンドを持った学生と一定の会話を行った頻

度について次のような回答を得た。 
● ほとんど/まったくない 31％ 
● めったにしない    35％ 
● しばしばする     25％ 
● 非常に頻繁にする   8％    
 
外国人留学生が携わる補助的活動 
外国人学生および外国人教員も国際化の重要なリソースとして役割を果たしている。い

くつかの例が高等教育機関で見られる。一つは全学で行われる「多様性を尊重する週間」

があげられる。外国人学生がその企画運営にあたる。似たような状況が他でも見られる。

こうした一部の報告を除くと、組織的に行われている外国人学生と教員の企画が驚くほど

少なかった。今後に期待したい。 
調査では、教育活動において、異文化および比較の視点を発展させるため、留学生がど

のように活用されているか尋ねた。回答からはシステム化された活用はなされていないこ

とが分かった。 
スウェーデンの高等教育機関が、いろいろな方法を使って国内の学生と外国人学生との
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交流を増やすことについて、考えなければならない理由は十分にある。北欧諸国の教育環

境には特有の事情がある。とりわけ、教員の地位が高いことがあげられよう。スウェーデ

ンの文化に慣れるのには指導と時間が必要であろう。 
  
外国人客員教員数 
本調査によると、外国人教員を雇用するための明示的な戦略を持った機関というのは一

つもなかった。しかし、多くの外国人教員を雇用している機関もいくつかある。3 ヶ月以上

滞在した外国人教員の数は、2000 年 576 人、2001 年 570 人、2002 年 499 人、2003 年 667
人であった。スウェーデンから外国に行く教員数は 250 人であり、スウェーデンに滞在す

る外国人教員の数は多い。外国人教員の半数は欧州から来ている。36％が EU で 19％が他

の欧州諸国出身である。6％が米国出身である。 
3 ヶ月に満たない短期プログラムがむしろ盛んである。エラスムス計画を利用した短期プ

ログラムが一例としてあげられる。エラスムス計画を利用した場合、平均滞在日数は 7 日

間である。2002－2003 年、470 人以上がエラスムス計画によりスウェーデンに滞在した外

国人教員である。長期で来る外国人教員より数は少ない。短期プログラムの別の種類とし

て、スウェーデン・リネアス・パルムプログラムが上げられる。このプログラムは第三世

界に重点を置いており、2003－2004 年、362 人の参加者のうち 184 人がスウェーデン人で

あった。あるアートカレッジでは、毎年約 50 人の講師を海外から招いている。平均して一

週間ほど滞在している。 
 
スウェーデン人教員の海外経験 

海外派遣される教員の統計については確かなものではないが、他に数値を示すものはな

く、統計に基づいて記述する。統計によると、スウェーデン人教員の交換プログラムで３

ヶ月以上の滞在は近年減少の傾向にある。1999 年 321 人、2000 年 362 人、2001 年 280
人、2002 年 289 人、2003 年 248 人となっている。スウェーデン人教員を海外派遣するた

めに STINT からの支援がある。エラスムス計画でスウェーデンに滞在した外国人教員は

474 人で、外国に滞在したスウェーデン人は 428 人であった。2003-2004 年度、511 人と増

加があった。 
2001－2002 年エラスムス計画を利用した教員の割合は 1.5％であった。フィンランドの

5％に比べて少なく、デンマークやノルウェーと同レベルであった。たとえば、介護を専門

としている教員は海外派遣のために勤務校から休暇を取ることは難しい。また、大学のプ

ログラムの規模が大きくない場合、教員の代替を見つけるのは困難で、国際化に取り組む

ために教員のための適切なリソースを確保することが困難である。 
 
スウェーデンおよび隣国における戦略的協力 
 国際競争に対抗するために、より戦略的な協力が実現している。機関同士もしくは地域
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間連携である。二者間の戦略的協定の一例として、二つの規模の大きい工科大学が、 
長期にわたる戦略的発展のための状況分析を行う署名を行った。地域協力は、たとえば、

ストックホルム周辺で見られ、6 つの機関が共同開発している。 
 スウェーデンおよび隣国の高等教育機関で行われている提携には、合理化を目指すもの

もある。一つの例が、オレスンド大学であり、複数のスウェーデンの機関が関わっている。

複数の場所では、学生の興味の減少にもかかわらず、さまざまな言語でコースを提供する

ために協力している。こうした種類の協定が増え、政府からの奨励があることを期待した

い。 
戦略的協力が多くの機関で開発されていることを示すいくつかの例がある。こうした協

定は、学生の交換留学より煩雑な同意を必要とする。高等教育機関には多くの蓄積があり、

同じ失敗を他がしないためにも生かされなければならない。フォーラムなどの開催が望ま

れる。 
 

国際化に力点を置いたプログラム 
 多くの高等教育機関では、しばしば修士課程であることが多いが、国際化に力点を置き、

新しいプログラムの開発を常に行っている。ある大規模大学では、インターナショナルヒ

ューマニティアシスタンスの分野で 90ECTS に対応する修士課程がある。これは、6 つの

海外機関との提携で行われる。毎年、20 人のスウェーデン人学生が他の国の学生と参加す

る。ある機関では、観光学を 6 つの協定機関と共同で修士課程を提供する。 
工学プログラムを持つある大学では、国際色を持つ工学の修士課程が、産業経済学を中

心に発展した。これが、言葉が違う国での専門取得を可能とした。はじめの 2 年間を言語

と地域研究に費やし、3 年目を海外で修得する。言語には、日本語、フランス語、ドイツ語

があり、2001 年からスペイン語も加わった。 
ある高等教育機関では、ジャーナリズムの分野で、差別や偏見に関わる問題への関心を

高めるために、コースや教材を英国やオランダと共同で開発している。ある別の大学では、

1997 年以来、ヨーロッパの修士課程のプログラムを開発している。 
 
外国語で提供されるコース 

外国語、とりわけ英語で提供されるコースの数は増加している。これは、修士課程およ

び一つのコースでも言えることである。スウェーデンでも歴史のある、ある大学では 2003
年 250 のコースが英語で提供され、その数は翌年 300 になるであろう。他の大学でも

250-300 が英語で提供される。このうち、60 コースは常時英語で提供され、必要に応じて

他も英語でされる。外国人留学生がたとえ一人いるだけであってもそのコースは英語で提

供されると言われている。 
修士課程で提供されるコースも含めて 39 の高等教育機関で提供される英語コースは

3000-4000 と言われている。 
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前述したように、いくつかの機関では留学生が要望したときのみ、英語で提供されるこ

とがある。だが、授業言語が外国語で提供されることばかりではない。スウェーデン語に

対応した英語の教材というのは、授業料とは別の費用がかかる。英語以外の外国語を提供

する例も数校見られた。スペイン語、フランス語、ドイツ語である。これらを合わせても

10-20 コースを越えないであろう。一つの例外は、ストックホルム大学オペラカレッジで、

イタリア語、フランス語、ドイツ語で提供される。 
 
委託業務と他の国際的な業務 
委託活動は地域との連携においてある形態を提供するが、これらが海外からのクライア

ントが行った場合、もしくは海外で行われた場合、国際化として捉えることができよう。

国際的な委託は、教職員に海外経験を提供することにある。 
質問紙調査に寄せられた回答内容は様々であった。ここでは数例を取り上げる。ある大

学では、インターネットで英語のコースを販売する学部を持っている。また、独自の会社

を持っており、コース提供している。たとえば、「ヨーロッパ事情」というプログラムを中

国系の銀行に提供している。経営大学院では、130 のプログラムを 80 の企業に提供する子

会社を持っている。 
 スウェーデン人顧客を対象に行われる仕事は比較的頻繁に行われ、スウェーデン国際開

発協力機構やスウェーデンインスティチュートのような公的機関により行われる。 
中国の研究開発センターで開発に携わっているある大規模大学によると、中国における

将来の仕事に可能性を見ている。別のある大学では、ある自動車製造業者と提携して、車

の安全について 4 カ国にわたって遠隔教育を提供している。ある教育のインスティチュー

トでは、タンザニアの教員養成にプログラムを提供し、これまで 286 人が資格を獲得した。 
こうした好事例もあるが、評価では、スウェーデンの高等教育機関は国際市場における

教育活動にとりわけ活動的ではない。 
 

学位取得を目指す留学生の獲得 
高等教育機関にとって学部課程で留学生を受け入れることは、まだ比較的に新しい動き

である。しかしながら、多くの高等教育機関は、国際的な科学およびアカデミックな世界

で自らの足場を強化し、優秀な学生を修士課程、およびその後の博士課程に入学させる一

つの方法であるとみなしている。 
高等教育機関の中には、すべての授業を英語で行うところもある。修士課程では、英語

で行うところは多く、プログラム数はおそらく 250 以上にのぼる。昨年に比べて大幅に増

え、20％以上の増加がある。新しい機関では、修士課程の新規設置および創設のプロセス

にある機関がある。 近創設された工科大学は、2004 年秋学期、19 の修士課程のうち 15
を英語で提供するだろうと宣言した。 
高等教育機関では 20 のプログラムすべてにおいて英語で提供している。各プログラムで
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ECTS 単位が 60－120 与えられる。ある工科大学院では、22 の修士課程、つまり 90 の ECTS
単位に相当するものを提供している。2003 年秋学期に修士課程に在籍している外国人留学

生は 538 人であった。その前年までの実績は、203 人、293 人、340 人と毎年増加している。

ある機関では外国人学生 927 人が応募して、426 人が合格したが、実際に登録に来た学生

は 116 人であった。 
プログラムあたりの数が 20 だとしたら全部で約 4000 人の学生となる。仮に 10 のプログ

ラムの場合、2000 人となる。高等教育機関全体で与えられる修士課程の数が、2002－2003
年、9000 であることを考えると、相当の数とみなすことができよう。 
英語で行われる授業はスウェーデンでは比較的新しいことであり、多くの経験が得られ

る段階にある。スウェーデンにおけるボローニャプロセスの実施は、将来の発展に向け重

要な役割を担うであろう。 
戦略的な協力には、高等教育機関が協力して、教育開発、企業と協力することがあげら

れる。教員の協力や、教育研究に限った協力もある。北欧諸国の農学系大学のネットワー

クは、高等教育における戦略的協力の例である。これは、協力のために自治を与え、大き

な投資を与えることを意味している。ネットワークにはエラスムス計画に基づくものもあ

る。 
ほとんどの高等教育機関では、多数のネットワークをもっている。ルネストーンプロジ

ェクトは、各大学 3 人が参加してアメリカ人学生と 10 週間の学位プロジェクトで、これま

で 500 人が参加した。 
 

 国際化についての学生の意見 
「海外留学報告プログラム STARS(Study Abroad Report Program)」が持っているフォ

ローアップのデータベースはスウェーデンの 21 の高等教育機関で使われている。STARS
のウェブサイトでは 2000年以降の統計が利用可能である。スウェーデンから留学した 5000
人の留学生とスウェーデンに留学した 700 人の留学生を対象に行った分析データを有して

いる。 
回答によると、海外留学する主な目的には二つあり、変化を求めることと新しい経験を

すること、言語技能を使う機会を持つことである。本国では提供されていない科目を履修

できることも理由に挙がっている。 
分析データに反映されている学生の意見には、資格の面で海外留学する価値があること、

労働市場における恩恵、将来海外で働くことが挙げられている。 
 海外留学する学生にとって障害は、官僚主義的な手続きであると答え、スウェーデンに

来る学生については、この点では、障害がほとんどないと答えている。 
留学生および海外に留学したスウェーデン人学生の両方に言えることだが、留学してい

る先の現地学生より、留学生同士の交流に満足していると述べている。このことは授業、

および課外活動を組み立てる上で考慮に入れるべきことだろう。 
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国際化について学生に調査をした機関は少ない。しかし、ある機関では毎学期、学生に、

国際化がプログラムにどういう影響を及ぼしているか尋ねている。1-7 段階評価で、3.5-3.8
に位置づいた。別の機関では、国際的な視野がプログラムでどう取り扱われているか尋ね

ている。学生からの反応は少数の例外を除いて肯定的であった。 
こうした結果、国内の国際化について学生の意見を総括するなら、国際化が大幅に進ん

でも飽和状態になるようなリスクはない。だが、概してこの分野における分析は少ない。 
 
結論 
交換留学で海外留学するスウェーデン人学生の数は過去数年間減少している。比率は個

別機関により違いが見られる。違いは、個別機関の目的、優先事項、戦略とどう運営され

ているかによるものだ。交換留学でスウェーデンから留学する学生は減ったが、スウェー

デンに来る学生については増加の傾向にある。国内の国際化の観点で言えば、国内におけ

る留学生の増加は望ましいことである。 
外国人教員はプログラムを特徴付ける重要な存在である。外国人教員の数は増加傾向に

ある。 
近年海外に長期で滞在する教員の数が減少している。一方でスウェーデンに来る外国人

教員は増大している。傾向は学生の派遣と受け入れと同じである。 
高等教育機関にとって、一つの重要な任務は組織上の障害を取り除くことである。たと

えば、代用教員を雇い、旅費の援助という形で経済的な援助を与えることだ。 
スウェーデンと海外の高等教育機関で開発されている戦略的な協力にはジョイントプロ

グラムのようなものが含まれる。これらには、学生同士の遠隔協力、複数機関で提供され

る共有プログラム、いろいろな国の学生の会合などがあげられる。多くのことができる可

能性があり、こういう種類のものが始まる初期段階にあるのであろう。 
 現在ではより多くの機関が英語で提供するコースの範囲は広範にわたる。英語は留学生

が必要とする時のみ提供される機関もある。 
スウェーデンの高等教育機関は確立された国際的な教育市場の中で比較的新しい存在で

ある。留学生に授業料を課すようなことがあれば影響を及ぼすであろう。 
将来のキャリアのための資格、外国語の訓練、異文化経験は提供されるプログラムより

強い動機となる。本稿からの分析により、教育内容の質の向上などの方策のベースを提供

できれば どちらの学生も現地の学生より、交換留学生との交流に満足感を覚えている。 
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〈ベスト機関〉 
 
はじめに 
本報告書では、国際化について高等教育制度全体を対象に調査した。何が、どのように、

どの程度までされているかを評価した。場面に即して記述し、システム全体を描こうとし

た。しかしながら、個別機関の全体像については提供していない。卓越した機関を抽出す

るため、各機関の業務全体を調査した。 
高等教育機関の全体的な印象は、いろいろな方法で形成されるであろう。評価のはじめ

に、2 つの方法を用いた。個別機関の全体像を形成し、1-5 段階評価を行った。同様に、国

際化を指標に応じて分別し、指標を元に個別機関を評価した。さいごに、全体的な印象を

「全体的指標」と照合した。結論としてこの 2 つの方法には何の関連性もないことが分か

った。 
こうした 初の試みから得た結論は、さまざまな要素を測ることは生産的でなく、バラ

ンスに欠けており、全体的な印象は別々に形成されなければならないだろう。しかし、何

らかの尺度は必要であり、以下に記載する。評価ではパネルの各委員はベスト機関として

10 まであげた。 
 
評価内容 
高等教育機関への質問紙調査では、原則として 4 つの分野について尋ねている。 

○ 目標と戦略 
○ 組織と支援体制 
○ 運営 
○ 成果 
これらが、評価の中心分野である。まず、目標と戦略が 新のものであるかを調査した。

国際化が一つの要素であるのか、それとも大学の優先事項の目標や機関の戦略と結びつい

ているか、また、ボローニャプロセスがどのように扱われ、目標がどのように作られ、戦

略が形成され、目標達成までどれほど近いか、業務はどのように観察され、評価されたか

という質問に答えるようにした。 
戦略は目標に至る過程であると見ることができる。たとえば、戦略が目標との関連で適

切であるか、行われた業務が相互補完的なものであったか、重複していたかを評価した。 
組織を見るときに業務の割り振りを見た。たとえば、大学全体として何がされ、学部、

学科、さまざまなコースに何が課題として残っているか。こうした配分が適切であるかを

審査した。 
支援がどのように行われるかを見るとき、学生や教員の留学および受け入れ準備につい

て、質保証はどのように行われるかについても考慮した。 
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何がなされ、どの程度されるかは運営上のことである。学部課程の国際化について、留

学生とスウェーデンからの留学生を分けて考えた。活動内容、成果、どこまで結果の違い

としてみなすことができるかについてである。成果の中身について、教科の中身、国際化

がプログラムの中身をどう向上させたかについて含まれた。評価することは難しいが、こ

うした要因を含まれなければならない。さもなければ、何が達成されたかについて全体的

な印象が作られない。 
高等教育機関ごとに状況が異なり、違いは議論の中で考慮に入れた。だが、こうした違

いは状況の違いに関わらず、大きなものではないことが判明した。重要なことは達成目標

が明らかであること、優先事項が明らかであり、どのようなプロセスが適用されているか

である。こうした事情により、評価の始まる前に機関を分類することはしなかった。 
 国際化にどの程度、分配されているか、リソースが効果的に使われているかについて分

析を行わなかった。国際化が進んでいる機関はリソースが豊かであり、状況がよいという

事実と関連している。 
 
ベスト機関 
現在、国際化にもっとも活発に取り組んでいるのがウプサラ大学である。ウプサラ大学

は国際化のための明確な目標と戦略を大学全体の目標と戦略に結び付けている。結果は、

単純で効果的な方法で目標に結び付けて評価された。国際化についての基本的情報につい

ては非常に整理されており、大学は他の大学との比較において位置を知ることができる。

ボローニャプロセスとも共同で働きかけている。しかし、戦略的協定はまだ始まったばか

りである。ミッションステートメントと方向性は明確である。 
こうした活動へのサポートは、よく機能している。大学は、計画化された情報を有し、

ウェブには力を入れている。だが、今後、ウェブが様々な利用者ができるように改良され

るべきであろう。 
 ウプサラ大学の修士課程では広範にわたり英語が教授言語として使用されている。ウプ

サラ大学の学生の多くが交換留学プログラムに関わっており、活発で種類も多様である。

ウプサラ大学には、国際的な団結の感覚があり、活発な活動が途上国に向けて進行中であ

る。ウプサラ大学は、複雑にして多くの点で歴史的な使命を持った組織の中で国際化に向

け、目的を持って効果的に取り組んでいる。 
 
同率 2 位 カロリンスカ研究所 

カロリンスカ研究所は国際化を優先事項に置き、明確化された、 新の目的と戦略を持

っている。運営上の計画が研究所の目標と戦略と結びついている。ボローニャプロセスの

業務が活発で組織立てられている。 
国際化の組織はさまざまな分野で広範で堅実に表れている。多くの分野で明確なルール

と業務がある。業務計画が研究所の目標と戦略と結びついている。外部および内部情報が
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構造化され、効果的に機能している。 
国際化業務は比較的 近になって優先事項に上がり、順調に発展している。看護学のよ

うなプログラムが模範例としてあげられる。他の国で行われている事例のいくつかを取り

入れている。たとえば、留学生は、自国の健康医療についての情報を保健所などで講義す

る。帰国したスウェーデン人学生は、留学先での知識を還元する。留学生はスウェーデン

人学生と同様に授業評価に参加する。一つの興味深い事例が、外国のバックグラウンドを

持った学生を教員のメンターとしてお願いしている。 
長年にわたって、カロリンスカ研究所は国際業務の価値と国際的な経験をより明示的に

するため、スタッフの資格向上に努めている。 
カロリンスカ研究所は国際化のための広範囲な組織を持っており、組織と目標、戦略、

アクションプランが一貫している場所にサポートを提供している。 
 
マルモ大学(Malmo University College) 
マルモ大学の優先順位は国内の国際化である。 
こうした活動が評価され、基本的情報が明確に整理されると、 
多くの人々が国際化に積極的に参加できるような効果的なネットワークになる。 
活発な協力が周辺地域と行われている。こうした協力は、海外の背景を持った人口が高

い地域をベースにしている。一例として、毎年数百人の学生が毎週 3 時間をマルモにある

多文化学校における児童のメンターとして時間を過ごす。そこには計画的な言語政策もあ

る。たとえば、言語およびコミュニケーションのセクションが設立され、言語ワークショ

ップもある。 
マルモ大学では、多様性、ジェンダー、平等、平等な取り扱いについて自然な方法で取

り入れている。マルモ大学はソクラテスプログラムのメンバーである。二校間協定が約 50
の機関と取り交わされている。 
 
 

（鳥 井 康 照 JSPS 調査研究アソシエイト） 


