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大学国際戦略本部強化事業 平成２１年度公開シンポジウム 

「グローバル社会における大学の国際展開について～日本の大学の国際化を推進するための提言～」 

平成 22(2010)年 3 月 6 日  於：東京工業大学 東工大蔵前会館 

概   要 

 
 
基調講演 

「ドイツとヨーロッパにおける大学国際化の現状と施策について」 

― Dr. Christian Bode, Secretary General, DAAD 

 
グローバル化は大学の国際化よりも早く進んでいるため、大学の国際化

を加速させるよう努めねばならない。 
 

1. 政府や他機関と密接に協力して、国際化を推進した好事例としてDAADの紹介 
2. ヨーロッパにおける全般的な高等教育の国際化およびドイツに特化した高等教育の国際化の意味  
3. 日独の比較と今後協力を深めるための提案 

 
ドイツ国内の外国人学生は増加したが、近年は停滞している。また、卒業生の半数は、豊かな国際経験を有する

べきである。それは、DAAD の定義によれば、最低 4ヶ月ドイツ国外、望ましくは非英語圏の国々で、留学するか、

インターンシップを行う、または 6ヶ月日本語の授業を受講する。現在、このような国際経験を有した学生は 35％
に過ぎないので、今後 5年間のうちに、50％にひきあげたい。 

 
発表 

（１）「大学国際戦略本部強化事業の成果」 ― 大山真未, 日本学術振興会国際事業部長 

 
1. 事業の概要 
2. 最終報告書 
3. 9つの観点別、採択 20機関の国際化活動と成果 
4. 大学国際化のための 10の提言 

 
（２）「大学国際化の課題と戦略的取組」 ― Dr. Jane Knight, Adjunct Professor, University of Toronto 

 
高等教育機関で見られる、課題、とりわけ、マネージメント、ガバナンス、計画策定や評価に焦点をあてる。 

 
 国際化（Internationalization）の定義： 
国際化とは、国や文化の範囲を超えて統合し、大学固有の目標やミッション、教育と研究やサービスを提

供する一連の過程を指す。本定義によれば、学生の流動性、研究の発展や教員の交流は国際化とは言わない。

よって、私は大学国際化戦略本部強化事業が、多様な事例に着目したのは素晴らしいと思う。また、国際化

を進展させる、唯一正しい方法などなく、一つの事例が全てに適合するとは思わない。  
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 本発表の構成： 
1. 学長の役割や戦略的計画、評価と国際協力の重要性に言及し、大学国際戦略本部強化事業報告書を要約  

 
2.  2009年 IAU 調査結果 

本調査結果はシンポジウム当日には未公表であり、近日中に以下のサイトで公開される予定。 
www.iau-aiu.net (全世界で112 ヶ国が調査に参加、うち 29ヶ国のアジア太平洋地域と比較) 

 
調査結果: 
－国際化を促進させる要因と阻害させる要因 
－戦略的な計画策定と取組： 

組織体制に関して、中央集権的もしくは分権的という問題が生じる。日本では、歴史的に分権的で

あったことから、より全学的な戦略本部を立ち上げたと聞く。しかし、多くの機関は、中央集権的な

組織と分権的な組織を組み合わせ、世界的な風潮としては分権的になるであろう。しかし、この分権

的組織は、リーダーシップの元で、調整するオフィスや計画に基づいている。また、分権化は過程を

推進する教員が必要となろう。 
－推進の原理と効果、リスク： 

ジョイントディグリーやダブルディグリーの重要性は認め、賛同するが、リスクもある。これはま

さに密接な合同教育計画であり、提携とフランチャイズを向上させることになる。資格付与にあたっ

ては、学位に注意を払わなくてはならない。 
効果の一例としては、機関や研究者間での共同研究が増え、ネットワークが広がることである。こ

れは二者間協力から、複数のネットワークへと発展したが、次の段階には、ハブ化すると思う。アジ

ア太平洋地域の人々は、今後 5 年間のあいだに、他のアジア太平洋地域の国々との協力が増えると思

っており、このような地方主義、地方分化（regionalism and regionalization）は重要であろう。 
 

3. 高等教育の課題 
－地方文化の重要性： 

国際化とは、学生や教員が海外に行くことなしにも進展しうる。国を超えただけでなく、同じ地域

内での流動性は大変興味深い。  
－人的な要素： 

人的な要素とは、学生の学習成果に着目することである。では、海外に行かず流動性の低い学生に

何ができるか？カリキュラムや教員の協力が必要となる。 
－重要業績評価指標： 

国内および国外での国際化のためには、質を保証し、向上なければならない。また投資額に対し説

明可能であり、成果を測定しなければならない。その結果を見て、予測していなかった結果やターゲ

ットを用いる必要がある。数的目標は重要であるが、測定不可能な功績こそが、価値や態度、興味や

優先事項に関わってくるのである。よって私は数的目標や重要業績評価指標には賛同するが、測定不

可能な側面とのバランスを保つべきだと思う。 
 

 まとめ 
自分の所属機関のことを考え、下記のどのスケールに位置しているだろうか。 
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計画や取組: 反動的 – 先を見越して – 戦略的 
組織: 分断– 協調 – 統合 
重要性: 周縁的 – 中心 – 優先 
支援体制: 興味あり – 傾倒 – アクション  

 
このスケールは直線的な過程ではなく、循環的なプロセスである。なぜならば、戦略的になると、外的

環境に注意深くになり、適合しようとすると、反動的に戻り、再度先を見越すようになるからだ。  
 
（３）「OECD圏内における高等教育の国際化：潮流と展望」 ― Dr. Stéphan Vincent-Lancrin, Senior Analyst, OECD 

 
1. 国際化の指標と、国際化という観点での日本の位置  

国際標準からすると、日本は比較的良い成果をあげている。1998 年には留学生の数が倍増するなど、

大きな伸びがあった。留学生の数は全体の 2％にすぎないが、日本は OECD 国内で 7 番目に多くの外国

人を受け入れている。また、博士課程の学生にすると、留学生が全体に占める割合はもっと高くなり、日

本が研究に重点をおいていることが分かる。 
海外の研究者と共同で執筆した科学雑誌論文の数をみると、日本は 23％を占めており、増加傾向にあ

る。一方で、日本は科学技術のインパクトや卓越性において、大きな強みを保ち続けている。興味深いの

は、日本国内だけではなく、アジアの他の国々の留学生が日本に来てクリエイテイブに活躍している。  
文化的や経済的な魅力に加え、日本は、科学技術の国際的名声や高いレベルの博士課程を誇る。日本は

もっと英語でのコースを開講すべきであるが、卒業後も日本に滞在して働き続けることができるならば、

日本語学習に励む留学生も多いだろう。よって、国際化は英語だけで進展するとは限らない。ただ、日本

では移住問題が難しく、他のOECD諸国とは違い、日本への移民の数は比較的少ない。  
 

2. 組織レベルにおける将来の高等教育のシナリオ： 
開放的ネットワーク、地元コミュニティーへの貢献、新たな公的責任、高等教育企業 
思うに、全てのモデルが、異なるタイプの組織に対応する。開放的ネットワークモデルによれば、多様

な範疇に属する大学がネットワークで結ばれる。これは非常に戦略上重要である。また、標準的な大学が、

他国の標準的な大学と提携し、時に複数のキャンパスにまたがるようなコンソーシアムや提携が増えるか

もしれない。新たな公的責任に関しては、オーストラリアや英国の大学のように、国立大学が多くなろう

が、国境の概念は変わるだろう。例えば、ブランチキャンパスや海外プログラムを持っていたとしても、

対応機関の学生のみならず、様々な地域出身の自校の学生に資することとなろう。最後に、高等教育企業

は、国境を越えた研究教育機関であり、世界的なブランドネームを有している。そこでの研究は政府に貢

献し、種々のエリートを養成する。 
世界レベルの大学の学生や標準とは何だろうか。誰に認定されるのではなく、科学技術レベルにより、

国際的に認知される標準である。そうだとすれば、このようなレベルの高い機関は、グローバル社会での

エリートを養成し、教員に力点をおく。キャンパスを複数持つ大学は、おそらく自校の学生に資するが、

学生の出身地は多岐にわたる。この標準は国毎であろう。教育を海外で売るからである。そして最後の高

等教育企業の標準は、国や特定の標準ではなく、機関毎の標準となろう。  
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討議 

○イノベーションについて 
・ 最近、アジアを中心とした発展途上国が技術革新の巻き返しを図る過程に

ついての研究をまとめた。驚くべきことに、多くの国々が、イノベーション

の推進母体として大学など高等教育機関の役割を重視している。しかしなが

ら、大学の資源を経済成長戦略として推進する方法は見つかっていない。望

ましくは、大学が伝統的な教育的価値を有して存在するだけではなく、社会

的資産となって、日本のみならずアジア太平洋地域の成長を推進してほしい。 
    また、日本の科学技術外交アクションプランをまとめた。教育をEU統合

に役立てた欧州から学ぶことも多いが、このような風潮を、アジアの大学の

ためのエラスムスプログラムを含めて、推し進めていかなくてはならない段

階にきている。そしてこれは教育外交という概念に基づいている。 
BAIDU などのサーチエンジンを用いて日本の大学を中国市場でブランド化するという国際化プロジェク

トに関心が集まっている。英語のみならず、日本語も国際化のための言語として活用できよう。民間の小規

模な日本語学校と提携を考えている大学もある。資金獲得だけではなく、アウトソーシングもあまり試みら

れていない。 
 

・ OECD イノベーション戦略はディレクターの枠を越えた政府のプロジェクトであり、大学や教育が非常に

重要な役割を果たしている。革新は暗黙の知識の元で生まれるが、これは人と会い同じ場所に居ることで始め

て可能となる。それゆえ、OECD 諸国においては人の流動性は重要となっている。大学国際戦略本部強化事

業の報告書を読んで、最先端の研究に焦点を当てている所に驚いた。また、今後検討しなくてはならないのは、

所属機関が平均的でしかないという分野を伸ばすために国際化を活用していく方法である。例えば、豊かとは

いえないが発展し工業化したOECD諸国が、MITやカーネギーメロン大学等機関から招へいし、潜在性のあ

る特定分野を伸張している。このような分野に関する研究を進めなければならないし、非常に興味深いモデル

だと思う。  
 
○大学の国際化に関する評価について 

・ この 5 年間、大学国際戦略本部強化事業採択 20 機関に、「日本の大学にとっての戦略的国際化とは何か」

と問うと、「それは単なる包括的な組織的国際化だろう」との回答が多かった。しかし、戦略的国際化とは、

国際化する領域に優先順位をつけなければならない。  
事業実施期間を振り返ると、未だ国際化に関する評価体制が未熟であるようだ。評価は日本の大学にとって

目新しく、現状改善の手段としては捉えられていない。どうすれば、評価活動を大学の中核に組み込めるだ

ろうか。おそらく、取り組みや実践例に基づき、国際化した大学の多様なモデルが必要ではないか。時に本

事業は中央集権的な大学国際化に重点をおきすぎる傾向があったが、実際の国際化は、教員や部局レベルに

おいて進展していた。よって、国際化が進展している最前線と本部オフィスとの意志疎通が重要となってく

る。  
 
○ハブについて 
・ 大学が独自に実施した方が良いか、いわゆるハブモデルによって実施した方が良いかという問題がある。教

育ハブと名乗る東南アジアの 3ヶ国・地域（マレーシア、シンガポール、香港）と中東の 3ヶ国（カタール、

ドバイ、バーレーン）とアフリカの 1 ヶ国（ボツワナ）の比較研究を行った。この 7 ヶ国・地域の共通点と
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いえば、全て小規模であり、発展途上ではないが、油やダイヤモンドという天然資源に依存した経済から、知

識に基づいた革新による経済へと移行してきた。教育や大学は重要な役割を果たしている。国レベルにおいて、

教育ハブと位置づけられるような政策基盤や投資、規制体系を立ち上げる方法に着目している。そこで私はハ

ブと見える新しい類型やフレームワークをデザインした。学生のハブ、教育と研究のハブ、知識と革新のハブ。

大学は、自身を高めているのか、それとも国によって知識と革新のハブとして利用されているだろうか？重要

なのは、知識とサービス産業が協働し、大学が単独で活動できないということである。 
孔子学院が中国本土から進出しているのは、非常に興味深い文化/教育外交であると思う。韓国、日本、中

国やその他アジア諸国は、発展途上国と開発と協力、支援に力点をおいている。これは一種の文化外交だと

思う。国際化の原理としての文化外交は成長している。これは教育のソフトパワーについての話題だろうか。  
 

・ 日本のグローバル 30 プログラムや留学生 30 万人計画は、アジアゲートウェイ構想に基づいて開発された

ものであり、日本の取り組みはハブというよりゲートウェイに近い。  
 

・ 香港政府に招かれ、将来に向けた香港の革新システムについて検討を行った。香港の高等教育システムを用

いてハブとなろうという議論があったが、ゲートウェイが意味するところが分かりにくい。日本の大学は、評

価過程を国外から情報や経験を得るために活用すべきであり、機関全体だけではなくプログラムや部局毎に良

い助言をもらえるような人を招へいすればよいと思う。そのような分析においては、質的な要素も含まれるべ

きである。 
 

・ 日本学術振興会や東北大学准教授の米澤氏が実施したような、国レベルの大学か調査では、同じ政策・文化

環境・歴史の元で大学を比較した。ただ、国や地域を越えて、国際的な調査も行わなければならない。そうす

れば指標が分かる。 
また、大学内では知識をマネージメントするシステムを改善しなければならない。それはデータを提出する

際の倫理感から始まる。大学ランキング提出するデータは、UNESCO やOECD に提出するデータよりも好

意的に見られたいと思う。 
 
質疑応答 

○大学国際化と企業や産業界との関係性についてお尋ねしたい。 
    →カリキュラムに組み込まれた実務を海外で体験するのは、海外留学をするのと同じくらい貴重な経験であ

る。DAADでは、海外でのインターンシップを体験するプログラムの元で 6000人以上のドイツ人学生を

派遣している。EU では、同様にエラスムスソクラテスと呼ばれる生涯学習プログラムを実施している。  
 

○ナイト氏の発表では、とりわけ非英語圏において、政策は国際化を推進する重要な要素であるとのことだった。

日本ではどのような政策が効果的であろうか？ 
→科学技術だけではなく、外務や入国管理、貿易、経済産業に

携わる省庁を考慮しなければならない。政府の中でも異なる役

割を果たす省庁が、高等教育機関に関わる政策に影響を与える。 
 
DAAD では、予算のうち、文部科学省だけではなく外務省など

から 80以上の資金を得ている。教育政策は外務でもあり、環境

保護も国際問題である。良い政策とは、トップダウンで単独の
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ビジョンに基づいた複合的政策と、テーマ別の政策の両方が必要だと思う。  
 

○知識と頭脳循環および経済社会発展についての関係性についてお伺いしたい。  
→特定の地域や国にある単独の機関だけではなく、その地で革新的な活動を生み出す世界的ネットワーク

を指す。そこでは流動性が高く、特に（科学技術）革新を起こす研究者の交流がある。それゆえ、グロ

ーバル規模の流動性だけではなく、日本国内の研究者の流動性が重要となる。知識経済と活性化させる

には、とりわけ若手研究者が日本国内の機関でさえ渡り歩かず流動性が低い原因を解明しなければなら

ない。  
 

今から 10～15 年先に、流動性について議論しているとすると、物理的な流動性を指すだろうか？もちろ

んその流動性も含まれるだろうが、もっとバーチャルな流動性・協働についても探求していかなければ

ならない。 
 
総括 

 ボーデ氏は欧州とドイツの国際化の状況についての発表を行った。ドイツは海外派遣の流動性を高める政策を押し

だしているが、（後で証拠データを提示するが）この点について日本は未だ脆弱である。また、彼は国際化の利点に

ついて明確な定義を行った。一つには、国際化により研究や高等教育の質が向上する。そして、その国や機関の知名

度や魅力、競争力を高めることができる。また、補助資金の獲得や、世界的な問題の解決に貢献する道が開かれる。

この点は非常に重要である。彼が定義する国際化とは、世界的な学生や教職員交流であり、これにより、関連する分

野を国際的に研究したり、ネットワークや連携を結んだりすることが可能となる。  
国際化は、知識供給に参画し、外国人学生のフィードバックをもらうことで、高等教育の教育や管理を向上させる

ためにも重要である。同時に、国際化を推進することで、経済や研究組織に優秀な人材を惹きつけ定着させることが

出来る。我々は法律の改正により、高名なエンジニア・科学者や専門家を受け入れようとしてきた。また、地元コミ

ュニティーへのサービスや新たな公的責任の重要性についても指摘がなされた。  
ナイト氏は、IAU の調査結果を国際化推進要因等の観点から紹介した。学内の推進要因として、機関長は最重要

である。これは日本にも当てはまる。ただ、機関長と部局教員の間には、かなりの認識の差があり、これも日本に当

てはまる。思うに、国際化推進の外的要因としては政府の政策が最も重要であろう。学外内の国際化阻害要因として

は、資金不足があげられ、同じことが日本にも言える。政策のうち優先事項としては、彼女は学生派遣を最重要事項

としてあげるべきと指摘したが、これは日本には当てはまらない。日本は、海外から学生を受け入れることに熱心で

あるが、学生派遣にはそこまで関心を抱いていない。 
海外に留学した日本人学生の数を提示すると、2004年には 83,000 人近いピークが見られた。近年は、その数が減

少している。また、米国に留学する日本人学生の数も減っている。 


