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(様式４) 

１． 基本データ  

【事業名称】 

事業名（和文は４０字以内。） 

（（和文）EU エラスムス・ムンドス計画との基礎科学教育研究国際化協力事業 

 

（英文）Collaboration Project with the EU Erasmus Mundus Program for the Internationalized Education and Research of Basic Science 
 

 

【申請大学】 

大学名（和文） 大阪大学                          

 

      

(英文) 

 

Osaka University 

 

大学長氏名         

         鷲田 清一 

 

 

【申請専攻等】（申請大学内の研究科、附置研、研究センター、国際交流担当課等） 

大 学 名（和文）  

  大阪大学 

 

  

（英文）  

  Osaka University 

 

  

専攻等名（和文）     

    大学院理学研究科 

 

 

(英文)  

  Graduate School of Science 

 

 

【申請大学内のその他の専攻等】（該当がある場合のみ記述してください。専攻等が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文）  

 

 

 

(英文)  

 

 

 

【申請大学以外の協力機関】（該当がある場合のみ記述してください。機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文）  

 

 

  

(英文)  

 

 

機関名 （和文）                            

 

 

（英文） 
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【海外パートナー機関】(機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

機関名 （和文）  

グローニンゲン大学 

 

 

（英文） 

 

University of Groningen 
 

専攻等名（和文）  

国際交流課 

 

  

(英文)  

International Relation Office 
 

 

 

機関名 （和文） ポーランド科学アカデミー  

 

 

（英文） 

 

The Polish Academy of Sciences 
 

専攻等名（和文）  

化学科・クラクフ核物理研究所 

 

  

(英文)  

The Institute of Nuclear Physics 
 

 

 

機関名 （和文） インペリアル・カレッジ・ロンドン 

 

 

（英文） 

 
Imperial College London 
 

専攻等名（和文）  

理学研究科 

 

  

(英文)  

Faculty of Natural Sciences 
 

 

機関名 （和文） ウォーウィック大学 

 

 

（英文） 
 
University of Warwick 
 

専攻等名（和文）  

数学研究科 

 

  

(英文)  

Mathmatics Institute 
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機関名 （和文） ベルリン・フンボルト大学 

 

（英文） 
 
Humboldt University in Berlin 
 

専攻等名（和文）  

物理学専攻 

 

  

(英文)  

Institute for Physics 
 

 

 

機関名 （和文） ユトレヒト大学 

 

 

（英文） 
 
Utrecht University 
 

専攻等名（和文）  

地球科学専攻 

 

  

(英文)  

Department of Earth Science 
 

 

 

 

機関名 （和文） マックス・プランク核物理研究所 

 

 

（英文） 

 

Max-Planck-Institut für Kernphysik 
 

専攻等名（和文）  

宇宙・地球科学科 

 

  

(英文)  

Theoretical Astrophysics 
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２．事業実施期間を通じた事業の目標と、そのうちの平成１９年度の事業目標達成状況 

 

 本事業推進の目的は、 

１．グローニンゲン大学をゲートウェイとして、ヨーロッパの大学に大阪大学大学院理学研究科の若手研究者、大

学院学生を派遣する。独創性あふれた教育・研究にじかに接することで、若手研究者、大学院学生を日本にいては

学べない国際的研究環境に曝す。またそのことで大阪大学理学研究科での教育、研究のさらなる高度化を推進する。

２．計画年度内には大阪大学理工学系学部（理学部、基礎工学部、工学部）及び関連研究所、センターが優れたエ

ラスムス・ムンドス・プログラムの域外パートナーとして参画することを目標とする。それによって理工学研究科

が総体としてエラスムス・ムンドス・プログラムに深く関わり教育研究能力涵養のより国際的な実践を踏む。 

３．エラスムス・ムンドス・プログラムの域外パートナーとしての役割（EU パートナー大学の学生を受け入れる）

を果たすことで、理学研究科の教育研究環境の確実な国際化を図る。このことをもって大阪大学の教育研究レベル

を国際的に知らしめることにつなげる。 

 

これに付随して若手研究者・大学院生の研究能力の向上はもちろんのこと、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、担当教員と担当職員を中心とした組織の国際

化が期待される。上記の目的を支援する体制が大阪大学にある。独自に設置したヨーロッパ拠点としてのグローニ

ンゲン教育・研究センターを活用し、大阪大学教職員・学生をヨーロッパ各国の大学に研究・教育の目的で派遣で

きる。大阪大学としても、国際交流推進本部を中心として、研究者・学生派遣の積極的支援体制が整ってきている。

大阪大学理学研究科の優れた研究実績を有する担当教員は、すでに、ヨーロッパの諸大学との研究連携を持ち、個

人的なチャンネルを利用し交流が行われているが、組織的な拡大を目出すには不十分である。大阪大学では、研究

活動を支援する国際交流推進本部から組織的な支援が得られる。また、グローニンゲン拠点は、グローニンゲン大

学との太いパイプを通じたヨーロッパの研究者との大きなチャネルがあり、グローニンゲン大学を通じて研究者派

遣、学生派遣の相談役が務まる。両者の協力関係によって十全なゲートウェイとしての機能を果たすことが出来る．

 我々がエラスムス・ムンドス計画に参画するということは、ヨーロッパ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。これを裏打ちするだけの支援が必要である。大阪大学側としては、ヨーロ

ッパにおけるエラスムス・ムンドス・プログラムにただ参加するばかりでなくて、日本から積極的な関与を行い、

このプログラムの発展に積極的な支援と協力を行う必要がある。これが、国際貢献として評価されるであろう。 

本プログラムの開始は平成 19 年度 11 月からであった。確実な事業開始、事業目標達成のためには、ITP 研究者

の派遣・受け入れ可能性についての意見交換の必要があった。このために、11 月に、大阪から荻原哲、Diño Wilson、

グローニンゲン拠点から藤原守が、JSPS 東京本部、EU 東京本部、フランス・パリ CNRS 本部、パリ南大学、グロー

ニンゲン大学等を訪問し、交流計画の具体化について討論した。計画実施に当たっての問題を出来る限り把握した

上で、ITP 研究者の派遣について理学研究科全教科の教官、学生に呼びかけを行った。 

10 人応募者があった。この派遣研究者全員に対して、留学の研究上の動機、英語での会話の能力を試問

するための委員会を構成し、書類審査、口頭試問を行った。（添付資料３・４参照）また、オランダ・グ

ローニンゲンからインターネットによるＴＶ会議を実施することで、派遣 ITP 研究者が海外留学で支障

なく成果が達成できるかどうかの最終的チェックを行った。派遣計画に無理が少しあるような場合もあ

ったが、協議の上で、計画の修正を行い、全員を派遣することにした。 

派遣は 1月から開始され、3月には 10 人が、2－5ヶ月の期間の滞在予定でヨーロッパの各研究機関に派

遣されている。派遣に関しては、１．滞在状況を把握するための「報告、連絡、相談」を定期・不定期

的に行う（教員、職員への到着・連絡先・研究生活状況報告；下図参照）、２．大阪大学からの教官・事

務官の派遣による、（平成 20 年 3月には 1回目，以後数回）派遣実態把握、意見の交換、新派遣先パー

トナー確立、派遣拡大に向けての活動等 に努めている。 

 
派遣者が派遣後
毎月一回提出す
る報告書の書式
指定．報告書は
ITP 理学部のホ
ームページに掲
載される．研究
の進捗状況、現
地での生活適応
状況を把握する
だけでなく、次
回の派遣者に対
して大きな勇気
付けと安心を与
える． 

派遣者が
現地に到
着次第、
連絡すべ
き項目と
連絡先を
指示した
書類．こ
れによっ
て現地の
派遣者と
の密な連
絡が可能
になる． 
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３．平成１９年度年度事業実施概要 

本プログラム開始は平成１９年度１１月からであった。確実な事業開始、事業目標達成のためには、ITP 研究者

の派遣・受け入れ可能性についての意見交換の必要があった。このために、11 月に、大阪から荻原哲、Diño Wilson、

グローニンゲン拠点から藤原守が、JSPS 東京本部、EU 東京本部、フランス・パリ CNRS 本部、パリ南大学、グロー

ニンゲン大学等を訪問し、交流計画の具体化について討論した。計画実施に当たっての問題を出来る限り把握した

上で、ITP 研究者の派遣について理学研究科全教科の教官、学生に呼びかけを行った。 

10 人応募者があった。この派遣研究者全員に対して、留学の研究上の動機、英語での会話の能力を試問するため

の委員会を構成し、書類審査、口頭試問を行った。（添付資料３・４参照）また、オランダ・グローニンゲンからイ

ンターネットによるＴＶ会議を実施することで、派遣 ITP 研究者が海外留学で支障なく成果が達成できるかどうか

の最終的チェックを行った。派遣計画に無理が少しあるような場合もあったが、協議の上で、計画の修正を行い、

全員を派遣することにした。派遣は 1月から開始され、3月には 10 人が、2－5ヶ月の期間の滞在予定でヨーロッパ

の各研究機関に派遣されている 

 

派遣に関しては、 

１． 滞在状況を把握するための「報告、連絡、相談」を定期・不定期的に行う、 

２． 大阪大学からの教官・事務官の派遣による、（平成 20 年 3 月には 1 回目を実施）派遣実態把握（派遣者を現

地でインタビュー）、意見の交換、新派遣先パートナー確立、派遣拡大に向けての活動 

に努めている。（以上添付書類 2参照）． 

 

平成２０年度にはさらに多数の ITP 派遣を行うための方策を検討している。この ITP プログラムを理学研究科ば

かりでなく、工学研究科、基礎工学研究科、協力研究所の参画によって学内に横断的に広げることについての合意

が取り付けられ、実施開始の準備も行われた。 

ITP事業の周知の為にホームページを作成した（http://www.sci.osaka-u.ac.jp/ITP/ITP2007/Welcome.html）（添

付書類２）． ITP派遣体制、事業方針、審査方法、申請用紙に加え、活動報告、ITP研究者からのレポートを掲載し

て、ITP事業の広報と充実化を狙っている．またITPに関連した様々な情報（派遣報告、特別セミナー、シンポジウ

ム等）を学内の 3カ所の６５インチ大型ディスプレーと常に公開し、広報活動につとめている． 

 国際シンポジウム「エラスムス・ムンドゥスと日欧大学間学術交流のための新戦略」は大阪大学国際交流推進本

部・国際企画室主催、独立行政法人日本学術振興会共催で平成１９年１２月１８日に開催した。このシンポジウム

はエラスムス・ムンドゥスについての最新情報を提供し、わが国・日本の大学の対欧州戦略を考えることを目的と

しており、２４大学、６機関、１１５名の出席を得た． EU ブリュッセル本部、EU 東京、グローニンゲン大学等か

ら講師を招き、高等教育の国際化について討論を重ねた。事前の打ち合わせも含めて EU 側からの招聘講師との突っ

込んだ討論は非常に実り深いものであり、日本がエラスムス・ムンドゥス計画に高い関心を持っていることを示す

ことが出来、それが大きな成果であると同時に、後述のような来年度の事業展開のよいきっかけと成った（詳細は

4-3 及び添付書類１を参照）．  

 上記のＴＶ会議システムを用いてグローニンゲン大学理学部からの授業配信シリーズを計画し、平成２０年２月

２１日に第一回の授業が配信された（挿入図３枚）．この TV 授業配信は大阪大学側でもグローニンゲン大学側でも

非常に好評であった．TV 授業配信の平成２０年度計画は３月にグローニンゲン大学

に ITP 担当教員が赴き、具体的な計画を検討した（添付書類１）． 

 

 

 平成２０年度には、さらに ITP プログラムを改良し、派遣計画を充実させるための

方策を検討した。このため、平成２０年３月、ドイツ・ミュンヘン大学、ミュンヘン

工科大学、ハイデルベルグ大学、欧州分子生物学研究所、ダースタットの GIS 原子核

研究所、フランス・ストラスブールのルイパスツール大学、CNRS 原子核センターな

どを訪問し、個々の研究者との研究交流、学生派遣、受け入れの可能性を議論した。

ヨーロッパ各地の大学、研究機関は大阪大学の ITP プログラムに大きな関心を持って

おり、具体的な受け入れ計画、研究交流を開始したいとの要望が寄せられた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
授業配信は二画面で行われた．映像
も音声も明瞭で、将来の定期的な配
信が期待される グローニンゲン大学理学部からの

授業配信をオランダの新聞社及び
テレビ局が取材．全オランダに報
道． 

グローニンゲン大学理学部からの
授業配信受講する大阪大学理学部
側の風景．１００名を越える参加者
があり、活発な質疑応答がオランダ
側と行き交った． 

http://www.sci.osaka-u.ac.jp/ITP/ITP2007/Welcome.html
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４．平成１９年度の具体的成果 

４－１．若手研究者育成に対する組織的取り組み状況 

派遣実施は以下のような手順で行っている 

1. 本 ITP プログラム実施においては、大阪大学の海外との研究経験が豊かな教員が修士、博士、ポスドク、助教

レベルの若手研究者とヨーロッパ諸大学のホスト研究者との密接な連絡を行い、派遣受け入れの可能性を検討

する。 

2. 派遣をすることで若手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海外派遣

経験が積めるかどうかを審査する。 

3. 派遣に関しての言葉の問題がないかをチェックするために、英語で最終審査を行う。 

4. 派遣に際してのホスト研究者に問題が無いかは、事前にグローニンゲン教育研究センターやグローニンゲン大

学の研究者でチェックをする。 

5. 派遣した大学での住環境にも問題は無いかをチェック。 

（以上添付書類３、４参照、３：申請書、４：派遣計画書） 

こういった手順のもとで大学として組織的に取り組んで行こうとしている。ホスト研究者側としては、大阪大学との

研究交流を考えるのは、当然の帰結としてあり、大阪大学として、今後の留学生受け入れと連携して受け入れ計画と

して、理学部、工学部、基礎工学部が連携して理系学生の受け入れのため、FrontierLab@OsakaU プログラムを開始す

るなど、海外との教育研究交流をさらに促進するための組織的取り組みを行っている。 

（FrontierLab@OsakaU プログラム参照 http://www.osaka-u.ac.jp/jp/international/iab/e/FrontierLab.html） 

４－２．海外パートナー機関との協力体制構築状況 

 本 ITP プログラムでは、大阪大学ヨーロッパ拠点としてのグローニンゲン教育研究センターとの密接な関係を持

つグローニンゲン大学とも協力してゲートウエイとしての役割を担ってくれて、海外パートナー大学、研究機関と

の連絡・協力体制を構築している。 

平成１９年度には海外パートナー機関として７大学に ITP 派遣研究者の受け入れのホストを務めていただいた。平

成２０年度には１１大学以上になる予定である。 

 グローニンゲン教育研究センターでは、大阪大学や派遣学生とのインターネットを用いた TV 面接などが容易にで

きるように TV インターネット・システムを購入し、平成２０年度から作動させる。この TV インターネット・シス

テムを用いて、ITP 派遣学生への口答試問が容易に行えるようになり、グローニンゲンをゲートウエイとした機能

がさらに高められる。ヨーロッパでの ITP 派遣を受け入れてくれている大学・研究室などとも TVシステムなどを通

じた情報交換をさらに推進する。 
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４－３．学術面の成果及び成果の発表状況 

（本事業の一環として発表したもの、又は発表予定のものを記入してください。なお、印刷物がある場合

は一部添付してください。） 
 

＜これまでに発表したもの＞ （参照：添付書類 1） 

◆発表場所：共同企画シンポジウム「エラスムス・ムンドゥスと日欧大学間学術交流のための新戦略」

（Erasmus Mundus – New Strategy for Academic Exchange Between Japan and Europe） 

◆発表者：荻原 哲（大阪大学大学院理学研究科教授・国際企画室） 

◆タイトル： Why not say goodbye to “Education Door-Closed-Off to the World 

      （邦題：脱却！「日本教育鎖国時代」） 

◆ 概要： 

 

大阪大学理学研究科が日本学術振興会に採択された International Training Program(ITP)について紹介し、海外

派遣事業の必要性そして日本にとってのエラスムス・ムンドゥスの意義を述べた。日本の高等教育機関は「鎖国」

のような状態にあるが、グローバリゼーションの中で、日本の高等教育の開国をせまる「黒船」はそこまできてい

る。日本は科学技術立国であり、高度な研究は高等教育と不可分なので、高等教育の閉鎖性は日本の科学技術の将

来にとって憂慮すべき事柄である。この状態を打破し、多くの研究者や学生を日本に惹きつけるには、日本の高等

教育の透明性を高める必要がある。エラスムス・ムンドスは、日本の高等教育に透明性と信頼性をもたらすきっか

けとなりうる。 

 

＜発表予定のもの＞  

 
◆ 発表場所：国際シンポジウム「Strategic Initiatives for University Internationalization」 

◆ 開催日：平成 20 年 5月 22 日から 24 日 アメリカ・ワシントン D.C. 

◆ 開催者：日本学術振興会（JSPS）と米国科学財団（NSF）の共催 

     （平成 20 年度大学国際戦略本部強化事業の一環） 

◆ テーマ：Strategic Initiatives for University Internationalization 

◆ ITP からの発表者：荻原 哲（大阪大学大学院理学研究科教授・国際企画推進本部） 

◆ 演題：「JSPS International Training Program：A Practice at Osaka University “Collaboration Project with  
the EU Erasmus Mundus Program for the Internationalized Education and Research of Basic Science”」 

◆ 概要： 

 

本企画は平成 20 年 5圧 25 日（日）より米国ワシントン D.C.にて開催される NAFSA の年次総会（世界最大 の国際

教育・留学生に関する総会）の直前に開催することにより、大学国際化に関する世界的な同行も把握できるという

相乗的な効果を狙ったものである。本シンポジウムは米国開催と日本開催の 2 部構成であり、米国開催はこの 1 部

に相当する。ダルサ大学の Cheryl Matherly 博士がオーガナイザーを務める。大学の国際化、取り分け日米両国の

「国際化」の定義や制作、組織的連携や学生を含む若手研究者への海外研鑽の機会提供などについて、現状や今後

の同郷を紹介し相互に理解を深めるとともに、日米大学のさらなる交流を深めることを目的とする。ITP からの発

表としては、シンポジウムのプログラムの 1 つである「Concurrent sessions : Mobility of Students  and 

Researchers」のにおいて、大阪大学理学研究科の採択事業（ITP）「EU エラスムス・ムンドス計画との基礎化学教

育研究国際化協力事業」の内容について発表予定である。 
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４－４．今後の課題・問題点 

◆ 派遣若手研究者の分野的また派遣人数拡大： 

 
分野的な拡大として、理学研究科だけでなく、工学研究科・基礎工学研究科へも ITP プログラムを広げていく。将

来のジャパン・ウィンドウ計画（参照:8共同企画実施計画）実現に向けて非常に重要なステップとなる。実現に向

けて将来的には、大阪大学という枠を超え、日本の他の研究大学の理解と協力に基づいたコンソーシアム形成が求

められる。３研究科の連動体制は、コンソーシアム形成へ向けての準備と言える。その為に、当初の ITP 担当教員

に加えて ITP エグゼキュティブ・アドバイザリー・ボードとして 4 名の教員に参画してもらっている。いずれも、

研究科内の各専攻でオビニオン・リーダー的存在であり、また高度な研究活動をしている教員である。ゲートウェ

イ拠点として、教育・研究・産業社会への貢献など幅広い分野で大阪大学と協力を開始しているグローニンゲン大

学を中心に派遣する方針は昨年と同様である。事業拡大の為、EU エラスムス・ムンドス・プログラム候補大学を 2

大学以上選び、そこに重点的に派遣する。共同研究の確立の為、昨年から引き続き事業担当教員・職員を筆頭に派

遣して、具体的な実施体制を議論する。19 年度には 10 名の学生と教員を派遣しており、彼らからのフィードバッ

クを踏まえて、20 年度の派遣拡大につなげる。 

 

◆ パートナー機関の変更と拡大： 
 

派遣先の海外パートナー機関に変更があった。グローニンゲン大学を幹事校とするＥＵエラスムス･ムンドゥス･プ

ログラムが不採択となり、また、当「EUエラスムス・ムンドゥス計画との基礎科学教育研究国際協力事業」の事業

採択後、若手研究者の派遣までに時間的な猶予もなく、他の５機関については、今年度は派遣の具体的計画立案に

は至らないという回答をグローニンゲン大学と本学教育研究センターを通じて受け取ったことから、平成１９年度

は、万全の体制で若手研究者受け入れが可能である７機関に派遣した．グローニンゲン大学に１０名の派遣を決定

することとした．グローニンゲン大学（３名）、ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ科学ｱｶﾃﾞﾐｰ、化学科・クラクフ核物理研究所（ポーランド）

（１名）、Imperial College London・理学研究科（イギリス）（１名）、University of Warwick・数学研究科（イギ

リス）（１名）、Humboldt University in Berlin・物理学専攻（ドイツ） (１名)、ユトレヒト大学・理学研究科（オ

ランダ）（２名）、Max Planck Institute fuer Koernphysik・宇宙・地球科学科（ドイツ）（１名）． 

 

20 年度には、新たに派遣先を加えた。選択における原則は、（１）一流研究者のいる研究室に派遣する、（２）一流

研究課題があ る、（３）活躍の期待できる若手研究者を送る、（４）具体的研究支援が見込める、（５）大阪大学内

の研究者とヨーロッパの大学・研究機関の研究者との親密な研究交流関係が構築されている（または構築されつつ

ある）、（６）教員主導の強制的な派遣は避け、若手研究者の出来るだけの自主性を尊重した派遣を行う、などであ

る。こういった中で応募を募ったところ、パートナー機関以外の研究機関への派遣を希望する申請が多数提出され

た。申請希望をかなえ研究の夢を実現させるのが、将来、国際的センス豊かな研究者を育てるとのＩＴＰプログラ

ムの骨子であり、「ＥＵエラスムス・ムンドゥス計画との基礎科学教育研究国際協力事業」をより発展的に推進して

いく上では、申請者の希望を前向きに実現させるように計らうことが必要なことであると思慮された。もちろん、

当該研究機関が将来を担う国際的視野に富む有能な研究者を養成するために派遣するという目的に合致する環境に

あるかどうかは確認しており、申請者に対する研究科内での日本語での口頭試問、International review committee

との英語での口答試問で、当人の意欲および研究計画の妥当性等をチェックした．平成１９年度で当初のパートナ

ー機関として申請していない上記 6 機関はいずれもヨーロッパ内での一流研究機関であり、ホストも一流である．

派遣研究者が長期滞在し、良い研究、研究能力の飛躍、研究センスの涵養、国際的な研究ネットワーク構築が期待

できると判断した。新たな派遣先は次の 4 大学である。ダンディー大学、ダルムシュタット工科大学、ハンブルグ

大学、パリ第５大学。 

 

◆ FrontierLab@OsakaU との連携 

ITP が日本から欧州への若手研究者の派遣システムとすれば、同時に求められるのが欧州の学生・若手研究者の受

入れシステムである。今年度は理学研究科を中心とした「APPRENTICE@JAPAN」（改：FrontierLab@OsakaU）資金を

JASSO から獲得した。FrontierLab@OsakaU は 3 研究科共同の短期留学生受入れプログラムである。このように 2 つ

のプログラムの効果的な連携と相乗効果が期待される。ITP 事業を核として若手研究者の派遣、FrontierLab@OsakaU

による受入れシステムの整備の端緒につくことが出来たので、Ｈ２０年度はそれをさらに充実化し整備を図る。 
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５．若手研究者の派遣実績 

 

 

派遣先機関 

 

派遣期間 

 

派遣者所属・職名等 

グローニンゲン大学・核物

理センター 

（ｵﾗﾝﾀﾞ･ｸﾞﾛｰﾆﾝｹﾞﾝ市） 

2008 年 3 月 4日 

～2008 年 3 月 31 日 

（28 日間） 

（平成 20 年 4 月 30

日まで派遣） 

大阪大学大学院理学研究科物理学専攻・

M2 

ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ科学ｱｶﾃﾞﾐｰ、化学

科・クラクフ核物理研究所 

（ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ･ｸﾗｸﾌ市） 

2008 年 2 月 24 日 

～2008 年 3 月 31 日

（37 日間） 

（平成 20 年 4 月 24

日まで派遣） 

大阪大学大学院理学研究科化学専攻・M2

ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙ･ｶﾚｯｼﾞ･ﾛﾝﾄﾞﾝ 

（ｲﾘｷﾞｽ･ﾛﾝﾄﾞﾝ市） 

2008 年 2 月 19 日 

～2008 年 3 月 31 日 

（42 日間） 

（平成 20 年 9 月 19

日まで派遣） 

大阪大学大学院理学研究科生物科学専

攻・M2 

ウォーウィック大学（ｲｷﾞﾘ

ｽ･ｺﾍﾞﾝﾄﾘｰ市） 

2008 年 1 月 6日 

～2008 年 3 月 7 日

（62 日間） 

大阪大学大学院理学研究科数学専攻・D1

ﾍﾞﾙﾘﾝ・ﾌﾝﾎﾞﾙﾄ大学 

（ﾄﾞｲﾂ･ﾍﾞﾙﾘﾝ） 

2008 年 2 月 29 日 

～2008 年 3 月 31 日 

（32日間）（平成20

年 5 月 1 日まで派

遣） 

大阪大学大学院理学研究科物理学専攻・

D2 

ユトレヒト大学 

（ｵﾗﾝﾀﾞ･ﾕﾄﾚﾋﾄ市） 

2008 年 2 月 28 日 

～2008 年 3 月 31 日 

（33日間）（平成20

年 5 月 1 日まで派

遣） 

大阪大学大学院理学研究科生物科学専

攻・D3 

ﾏｯｸｽ･ﾌﾟﾗﾝｸ研究所（ﾄﾞｲﾂ・

ﾊｲﾃﾞﾙﾍﾞﾙｸﾞ） 

2008 年 1 月 27 日 

～2008 年 3 月 23 日 

（57 日間） 

大阪大学大学院理学研究科宇宙地球科学

専攻・D1 

ユトレヒト大学 

（ｵﾗﾝﾀﾞ･ﾕﾄﾚﾋﾄ市） 

2008 年 2 月 28 日 

～2008 年 3 月 31 日 

（33日間）（平成20

年 5 月 1 日まで派

遣） 

大阪大学大学院理学研究科宇宙地球科学

専攻・D1 

グローニンゲン大学・核物

理センター（ｵﾗﾝﾀﾞ･ｸﾞﾛｰﾆﾝ

ｹﾞﾝ市） 

2008 年 2 月 4日 

～2008 年 3 月 31 日 

（57日間）（平成20

年 4 月 27 日まで派

遣） 

大阪大学大学院理学研究科物理学専攻・

助教 

グローニンゲン大学・UMCG 

（ｵﾗﾝﾀﾞ･ｸﾞﾛｰﾆﾝｹﾞﾝ市） 

2008 年 3 月 3日 

～2008 年 3 月 31 日 

（29日間）（平成20

年 9 月 3 日まで派

遣） 

大阪大学大学院理学研究科生物科学専

攻・招へい研究員 

   

 

 



    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)       
平成１９年度 実施報告書 

（平成１９年度） 

10 

６．共同企画実施状況 

 

企 画 名 
「エラスムス・ムンドゥスと日欧大学間学術交流のための新戦略」 

Erasmus Mundus – New Strategy for Academic Exchange Between Japan and Europe

開 催 期 間 平成 19 年 12 月 18 日 ～ 平成 19 年 12 月 18 日（ 1 日間） 

開 催 地 大阪大学 中之島センター「佐治敬三 メモリアルホール」 

日
本
側
責
任
者

氏 名 辻 毅一郎 

所属機関・職名 大阪大学理事・国際交流推進本部長 

（
※
日
本
以
外
で

 

開
催
の
場
合
）

開

催

責

任

者

氏 名 

（ 英 文 ） 
 

所属機関・職名 

（ 英 文 ） 
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【概要】（共同企画の目的、本会経費により参加した参加者の役割や貢献についても示してください） 
 

 主催：大阪大学 国際交流推進本部 国際企画室 / 共催：独立行政法人 日本学術振興会（参照：添付書類） 

 

＜概要＞ 

（１） 欧州高等教育機関による大規模な人材交流プログラム「エラスムス・ムンドス」の最新情報、とくに日本の大学の参加

にむけての展望を本学教職員と国内大学関係者に広く情報提供する。 

（２） 本学の先進的な日欧人材交流の取り組みとヨーロッパ戦略を学内外に広く紹介する。 

（３） 国内大学におけるエラスムス・ムンドスへの参加、取り組みについて情報を提供し、日欧関係者による意見交換の機会

を提供する。 

 

＜開催の目的・意義＞ 

① 本学はオランダに海外拠点を設置しており、同国グローニンゲン大学との強いパートナーシップを基礎に、積極的にエラス

ムス・プログラムへの参加にむけた取り組みを行ってきた。文学研究科は、ジョイント・マスターズ・プログラム「ユーロ

カルチャー」への参加と、研究者交流とコンソーシアムからの学生の受入を計画している他、理学研究科においても欧州大

学コンソーシアムによる新規プログラム申請時からの参加が計画されている。このような先進的な例、本学のヨーロッパに

おける国際戦略について、本シンポジウムを通して、欧州との人材交流に関心をよせる国内高等教育関係者にひろく知らし

めることができる。 

② 本学は研究と教育の国際化を目指し、これまで種々の競争資金を獲得している。中でも、「国際化推進プログラム（海外先

進教育実践支援）」「大学国際戦略本部強化事業」の成果として、国内他大学からの参照性の高さ、すなわち情報提供や共有

等の貢献が求められている。また、今年度も理学研究科を中心とした「若手研究者 ITP」資金を獲得しており、それらの効

果的な連携と相乗効果が期待されている。本シンポジウムはそのような意味で、本学の研究・教育成果のみならず、本部・

部局間の効果的な連携による国際戦略の展開をひろくアピールすることができる。 

③ ヨーロッパ高等教育の大規模人材交流プログラムである「エラスムス・ムンドス」は、すでに域内で年間１５万人の学生の

移動のほか、研究者交流等に多くの実績を上げている。今後の焦点は、欧州外の第三国への拡大、現在域内のコンソーシア

ムが提供しているジョイント・マスターズ・プログラムをさらに博士課程にひろげる等に移行しているが、地理的にも数の

上でも、さらにダイナミックな展開が予想され、日本の大学関係者の注目を集めている。 

④ ヨーロッパの大学との連携を強め、ボローニア・プロセスという学位・課程の平準化やエラスムス・ムンドスといった人材

育成プログラムの動きを知悉し、参加の可能性を探ることは、長期的に本学の大学院教育の透明性と信頼性を高めることに

つながる。それによってさらに海外の大学との交流を推進することができる。 

 

10 名のエラスムス・ムンドゥスシンポジウム実行委員の中の 3名は ITP 担当教員・職員であり、企画を開催するにあたって主た

る役割を担った。 

 

【成果】 

 

24 大学、6 機関、115 名の出席を得た。日本は諸外国に比べ、エラスムス・ムンドゥスへの対応が遅いと言われているが、大学

関係者のエラスムス・ムンドゥスへの潜在的な関心は高いことが示された。本シンポジウムには、欧州の高等教育関係者をゲス

トとして招き、基調講演・プレゼンテーション・パネルディスカッションの時間を設けた（以下のプログラム参照）。エラスムス・

ムンドゥスの政策的意義・利点・将来的展望を深く理解する 3 氏を交えた意見交換により、エラスムス・ムンドゥスに参加する

ことは、世界の最も新しい人材交流の潮流に参加することであり、また日本の高等教育の透明性、信頼性の向上につながり有益

であることが確認された。一方、まだまだ情報が不足していることから、今後日本の大学関係者間及び欧州の関係者とのネット

ワーク構築が必要であるという認識が共有された。 

 

＜基調講演＞「エラスムス・ムンドゥスと日欧学術協力の未来展望」 
"Erasmus Mundus and Future Prospects of Collaboration between Europe and Japan" 

ディエゴ・サマリターノ（Diego Sammaritano） 

（欧州委員会 教育文化総局協力・国際プログラム課 プログラムマネージャー） 

 

「日欧大学間の架け橋‐実践的交流促進のための戦略とその可能性‐」  
"Building Bridges. Strategies and Opportunities for Deepening Academic Cooperation between Japanese and 
European Universities in Practice" 

ローベルト・ヴァーヘナール（Robert Wagenaar） 

（オランダ王国・グローニンゲン大学人文学部 EM「ユーロカルチャー」 

コーディネーター、オランダ王国ボローニャプロセス専門家委員会議長） 

＜プレゼンテーション＞  

「日欧学術交流の現状について」 
"The EC Delegation’s work with the academic community in Japan" 

マリ＝エレーヌ・ヴァレイユ（Marie-Helene Vareille） 

（駐日欧州委員会代表部広報部 アタッシェ） 

＜パネルディスカッション＞ 

    モデレーター：竹中亨（大阪大学大学院文学研究科教授・国際企画室） 

    パネリスト：上記講演者 

          舘昭（桜美林大学大学院国際学研究科教授） 

          根岸一美（大阪大学大学院文学研究科教授）  

          荻原哲（大阪大学大学院理学研究科教授・国際企画室） 

 

 

 

 




