
Ⅳ海外動向 

（ⅰ）大学の国際化に影響を与える国等の教育・研究政策 

- 米国、オーストラリア、EU 諸国等における事例 - 

 

１．はじめに 

 本稿は海外における大学の国際化に関係する国や地域（EU）の政策について報

告することを目的に作成されたものである。大学における教育研究活動は本来的

に国際性を有するものであるため、大学の国際化を促す（あるいは阻害する）国

等の政策をみた場合、それは単に各国政府の国際教育事業あるいは国際科学事業

といった枠組みに収まらず、時には国内向けの政策が大学の国際化に大きな役割

を果たす場合もある。このため、以下においては米国、ヨーロッパ、及びオース

トラリアを中心に大学の国際化に影響を与え得る様々な政策を概括した。限られ

た頁数に幅広い事項を書き込んだため、その内容は断片的な事実の報告となった

面もあるが、包括的なイメージにおいて大学の国際化を理解いただきたいと考え

ている。また、筆者が必ずしも十分な知識を有しない内容について言及した個所

もあるが、不足な点等があれば指摘頂ければ幸いである。 

 

 

２．大学キャンパスの国際的展開に関する国の政策 

（１）本国を離れて行われる教育研究活動 

 大学の国際化という言葉によって括ることのできる活動の中で、最も端的なも

のは大学が本国を離れ、他国で教育研究を行うことと言える。大学が海外の地に

おいて現地の学生に直接教育を行う手法としては、海外分校（ブランチ・キャン

パス）の設置、オフショア機関の設置、インターネット等による遠隔教育などが

あるが、以下においては海外分校の設置について受入れ側及び本国の側の双方に

おける国の政策について若干の事例を紹介する。 

 

（２）海外大学を受入れる側の国の政策 

 ある国の大学が他国にキャンパスを設置し本国の大学に準じた教育を行い、そ

れに基づき本国の学位・資格を授与することは、先進国間あるいは先進国と開発

途上国の間でいくつもの例が見られるが、このようなことについて受入れ側の政

府においては高等教育の質の保証の観点から一定の認定や指定を行う例があるに

せよ、一般的には必ずしも高い関心が持たれるものではない。 

しかしながら一部の開発途上国においては先進国の高等教育機関をその本国の

教育システムのまま受入れることにより教育水準を高めようとする政策も見られ、

その具体的な例として、カタール、アラブ首長国連邦における米国やヨーロッパ

の大学の招致を挙げることができる。カタールにおいてはコーネル大学（Weill 

Cornell Medical College in Qatar）、テキサス A&M 大学（Texas A&M University at 

Qatar）、ヴァージニア大学（Virginia Commonwealth University in Qatar）、カーネギ
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ー・メロン大学（Carnegie Mellon University In Qatar）、ジョージタウン大学

（Georgetown University School of Foreign Service）などが進出し、またアラブ首長

国連邦にはソルボンヌ大学（Paris-Sorbonne University—Abu Dhabi）が進出してい

る。これら大学はいずれも設置元における学位、資格が付与されるよう制度設計

がなされており、それに必要な教育を行なうとしている。 

これら先進諸国の大学が海外にキャンパスを設置し本国と同等の教育活動を行

うためには多額の資金が必要となることから、受入れ国側において財政面を含む

十分な誘因が必要となるが、カタールにおいてはカタール財団が国の政策を反映

させる形でその仲介を行っている。 

 なお、受入れ国側においてこのような政策を取る目的としては第一に自国民の

教育水準の向上を挙げることができるが、同時に周辺諸国から学生を受け入れる

ことにより地域の高等教育拠点を形成させ、国の重要な産業の一つに育成しよう

という意図も見られる。換言すれば現在の特に中東諸国においては天然資源によ

る国家収入が永続的ではないとの認識のもと、教育を新たな産業として発展させ

る試みが進められていると言うことができる。 

 

（３）自国の大学の海外進出に関する政策 

 海外キャンパスの設置を含む大学の海外進出に関しては、アクレディテーショ

ンの対象に含める例などが見られるものの、一般的には大学の本国の側の政府に

とって政策の対象とはなりにくいが、オーストラリアにおいては、大学の国際的

な質の保証の観点における国の政策の例を見ることができる。オーストラリア政

府教育雇用職場関係省（ Department of Education, Employment and Workplace 

Relations- DEEWR）の国際部門（Australian Education International- AEI）は同国の

高等教育機関の国際化における質の保証に取り組んでいるが、この取り組みの一

部には国外のキャンパスにおける教育の質に関するものも含まれている。例えば

135 万オーストラリアドルの予算により 15 の大学が参加して行われた「オフショ

アの質に関するグッドプラクティスグラント（Grants for Good Practice in Offshore 

Quality）」のプログラムでは、2006 年にまとめられた成果報告において様々なオフ

ショア活動の一つとしてこの海外キャンパスにおける教育の質の問題も取り上げ

られており、同国政府によるグッドプラクティスの提示という形による大学国際

化政策を見ることができる。 

 

 

３．大学の研究活動の国際化に関する国の政策 

（１）各国の国際競争力向上の取り組みと学術研究 

 多くの国において競争力の強化における科学技術研究、特に基礎研究・学術研

究の重要性の認識が共有されており、学術研究を国際的水準において促進させる

ことを政策目標とする国も多く見られる。具体的な例としては、米国においては

一連の競争力強化のための政策の中において国立科学財団（NSF）やエネルギー省

科学室などにおける基礎研究支援のための予算の倍増が進められており、また、
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ヨーロッパにおいては、英国の「科学・イノベーション枠組み 2004-2014（Science 

& innovation investment framework 2004 - 2014）」や、ドイツの「エクセレンスイニ

シアチブ（Initiative of Excellence）」などにより基礎研究・学術研究の強化が進め

られている。 

 これら国の基本的な政策における基礎研究・学術研究の強化は多くの場合、自

国の研究基盤の高度化や人材の育成などを目的としており、必ずしも国際化それ

自体を目的としている訳ではないが、後述するように海外との研究協力も競争力

強化の重要な要素となっており、自国の競争力強化政策が同時に研究の国際化を

促すものであると言うことができる。 

 また、EU においては、各国の基礎研究・学術研究活動の向上が共通の利益とな

るという考えから域内各国を対象とした研究政策が推進されており、2000 年 3 月

に策定されたリスボン戦略のもと、ヨーロッパ研究エリア（European Research Area- 

ERA）の形成に向けた取り組みが行われている。 

 

（２）政府機関の学術研究支援における国際的側面 

 ① ファンディングエージェンシーの国際担当部署の役割 

 各国政府の研究支援機関（ファンディングエージェンシー）は国際的な学術研

究活動に対する支援も行っており、それらを通して大学の国際化が促進される場

合も多い。ファンディングエージェンシーの多くは国際担当部署を設置している

が、その業務は一般的には国際的なプログラムにおける資金の配分と、当該機関

の国際的研究活動の調整・促進という二つに区分することができる。 

前者の業務には国際的な研究者や学生の派遣・受入れのための旅費の支給や国

際学会等の開催支援、更に海外のファンディングエージェンシーと共同で行う支

援などのプログラムの他、当該機関の他のプログラムの国際的部分について追加

的支援を行う例なども見られる。ファンディングエージェンシーが行うこれらの

業務は多様であるが、その例を挙げるとすると米国国立科学財団の「国際的な研

究・教育のための連携（Partnerships for International Research and Education- PIRE）」

プログラムがある。このプログラムは米国の科学者・工学者が科学工学フロンテ

ィアを前進させる多様で地球規模的な能力を有する科学工学分野の人材を育成す

ることを目的としており、この事業により学部学生の参加を含む国際的な研究協

力プログラムが実施され、ベストプラクティスの形によりその成果が研究者間で

共有されている例が見られる。 

ファンディングエージェンシーが行う当該機関の国際的研究活動の調整・促進

については機関により様々な業務が見られるが、米国国立科学財団（NSF）は国際

科学工学室（Office of International Science and Engineering- OISE）が財団全体の国

際戦略の構築における責務を有する他、他部局が行う事業において共同支援を行

うことにより国際性を高めるといった業務も行われている。また、英国において

は各リサーチカウンシルの国際担当部署において国内の他の機関（他のリサーチ

カウンシル、外務連邦省、ビジネス・イノベーション・技能省、国際開発省、ブ

リティッシュ・カウンシル、王立協会）、EU（フレームワーク７）、あるいは国際
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機関との調整等が行われている。 

 

 ② 政府の研究支援プログラムにおける国際的側面 

 ファンディングエージェンシーの国際担当以外の部署において実施されるプロ

グラムにも学術研究の国際化を促すものも見られる。例えば米国国立科学財団に

ついては本稿執筆時点（2009 年 11 月）における募集事業として国際室が扱う 6

つのプログラムの他、国際室以外において国際協力を扱うものとして 22のプログ

ラムがウェブページに掲載されているが、これらは特定の分野（例えば化学、物

質科学、植物ゲノム）、あるいは人材育成、産学連携、極地研究などの特定の目的

を有するものなど、国際的側面を重視することにより更に高い成果が期待される

研究が対象となっている。 

 ファンディングエージェンシーが自国内に留まらず他国の研究機関の研究プロ

ジェクトを支援することも学術研究の国際化の一つの姿と言える。米国国立科学

財団は、基本的にその支援対象を国内機関としており、国外の機関との共同プロ

ジェクトの際には原則として自国側の研究に対してのみ資金を配分するとしてい

る（Proposal Award Policies and Procedures Guide, 2009 年 2 月）。これに対し米国国

立保健研究所はプログラムにより取り扱いが異なることがあるにせよ、海外の研

究機関も申請資格機関の種別の一つとして位置付け、そこからの申請を可能とし

ている。例えば基盤的なグラントである R-01 のプログラムにおいては全体におけ

る比率は僅かであるがアジア、ヨーロッパ、アフリカなど世界各地の大学等にお

ける研究に対する支援が行われており、国立保健研究所の国内外を問わずに卓越

した研究に対して支援を行うという理念が、結果として米国政府による他国の大

学の研究を向上させるという国際的な政策となっている。 

 

 ③ EU 諸国における学術研究の国際化. 

 ③－a. フレームワークプログラムによる研究活動の国際化 

 EU 域内において行われている国際的な研究政策はフレームワークプログラム

にとして実施されている。現在進められている第 7 次フレームワークプログラム

（Seventh Framework Programme for research and technology development- FP7）は欧

州委員会による包括的な研究プログラムで、ヨーロッパ研究エリアを形成させる

中心的な手段である。FP7 は「協力（Cooperation）」、「発想（Ideas）」、「人材（People）」、

「能力（Capacities）」に区分され、それぞれが EU における研究政策に対応してお

り、「協力」については、保健、食品・農業・バイオテクノロジー、情報通信技術、

ナノサイエンス・ナノテクノロジー・材料・新生産技術、エネルギー、環境（気

候変動を含む）、運輸（航空を含む）、社会経済科学・人文科学、安全保障・宇宙

の各分野における域内の国際的な研究活動が推進されている。また、「発想」につ

いては、後述のヨーロッパ研究評議会（ERC）により基礎研究・学術研究の推進

が図られており、人材を加えたこれら EU の政策により域内の学術研究の高度化が

進められている。 

 なお、FP7 に参加し支援を得る対象は EU 加盟国、準加盟国、加盟候補国の機関
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としているが、その他の国々の機関についても FP7 の目標の達成に貢献すると判

断された場合は参加可能とされている。 

 

 ③－b. ヨーロッパ研究評議会（ERC）による資金配分と大学の国際化 

 ヨーロッパにおいては FP7 が全 EU を対象とする国際性を持ったものと言える

が、同プログラムにおける基礎研究・学術研究に対する支援はヨーロッパ研究評

議会（European Research Council- ERC）によるグラント（アドバンスト・グラント

（Advanced Investigators Grant）及びスターティング・グラント（Starting Independent 

Researcher Grant））の形で実施されている。ERC によるグラントはアドバンスト・

グラントが既に十分な業績のある研究者を対象に 5 年間に 350 万ユーロを上限と

して配分し、また、スターティング・グラントは若手研究者を対象とし 5 年間に

200 万ユーロを上限として配分するものであるが、いずれも採択件数（隔年採択）

が少ないこと（アドバンスト・グラントは 2008 年に約 275 件、スターティング・

グラントは 2007 年に 299 件、2009 年に約 240 件）などにより、各国政府の大学へ

の研究資金配分のシステムを大きく変えるものではないが、例えば英国のリサー

チカウンシルやドイツのドイツ学術研究協会（DFG）が ERC の情報を収集し国内

の研究者に提供するなどの業務を含むコンタクト・ポイントとなっており、ERC

の存在が EU 各国のファンディングシステムの中において、大学の国際化を促し

ていることがわかる。 

 なお、これらの ERC のプログラムの申請資格は EU 加盟国・準加盟国の法的地

位を有する研究機関とされているが、研究代表者を含めプロジェクトに参加する

研究者の国籍に制限は設けておらず、EU 域内の国境を越えた学術研究協力を促進

させるとともに、EU 域外から域内の研究機関に優れた教員を呼び寄せる効果もあ

る（例えば第１回のアドバンスト・グラントに採択された 275 人の研究代表者の

うち 6 人は EU 域外から移り住み研究を行うものと報告されている）。 

 

 

４．学術研究成果の国際的な展開と国の政策 

（１）学術研究の成果の国際的性格 

 学術研究の成果は、研究者による査読（ピアレビュー）を経て学術誌に掲載さ

れることにより多くの研究者に共有されるものであり、国際的な学術誌により世

界の購読者に提供されるという点において本来的に国際的な性格を有しており、

また、このような特性は歴史的にみてアカデミックコミュニティーにおいて自律

的に形成され、国等が政策的に果たした役割は間接的（一部直接的）な財政支援

を除き大きくはなかったと言える。 

学術研究成果と国の政策の関係を歴史的に見ると、国によっては国防研究を中

心として大学で行われる研究を国が機密に指定し管理してきたというものがある。

また、1980 年に米国にはじまった知的財産関係の法改正による大学の研究成果の

知的財産化も、国の政策が学術研究活動に影響を与える一つの側面と言うことが

できる。 
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 更に近年は情報コミュニケーション技術の発展により学術研究成果がデジタル

化され、インターネットを通し世界各地からアクセスできるようになるとともに、

容易に複製・改変できる状況となっている。このようなデジタル化された学術研

究成果の利用可能性の広がりは国等に対し、その情報の公開と管理の両方の側面

において政策的な対応が求められている。 

 

（２）研究成果の知的財産化と政府の役割 

 米国においては 1980 年のバイ－ドール法の施行以後、大学において公的資金に

より行われた研究成果の特許化が進められたが、他の国々においても日本の産業

技術力強化法の施行の例など、学術研究成果を特許化することなどにより技術移

転を促進するための政策が進められており、大学においてもこれに対応した研究

成果の知的財産化の取り組みが行われている。 

 しかしながら学術研究の知的財産化が進んでいると言われる米国においても特

許化により十分な収益を上げている大学は少数であるという報告もあるなど、特

許化は多くの大学にとって必ずしも大きな歳入を期待するものではなく、むしろ

幅広い意味で社会貢献の側面も強いと言われている。更に外国特許の出願につい

ては大学にとって負担が大きくなることから、各国の特許制度が学術研究の国際

化に対して与える意味は必ずしも大きくはない。しかしながら、各国の知的財産

制度は、その国の大学教員にとって発明・発見の成果の発表時期や知的財産化の

判断に影響を及ぼす要素がある。このため以下においては米欧の知的財産政策を

学術研究活動の国際化の観点から見ることとする。 

 米国においては、バイ－ドール法施行以降、学術研究成果の知的財産化が促進

された。その詳細については米国国内の事情であり本稿において触れることはし

ないが、近年、バイ－ドール法の施行から 25 年以上が経過したことを区切りに同

法が学術研究に与えた影響について議会などの場で論議されている。また、現在

議会において特許法改正法案が審議されているが、その改正点の中には学術研究

の知的財産化に影響を及ぼすと見られるものも含まれる。この法案審議の一つの

論点には現在の先発明主義から他の国々と同様の先願主義への移行があるが、先

願主義へ移行することは米国の特許制度が他国の制度と協調的なものとなるとい

う点で評価する声が聞かれるが、研究成果を出版や学会発表を行った場合にその

後の特許出願が難しくなるという点において学術研究活動にとって阻害要因とな

り得るという観点からアカデミックコミュニティーの一部に懸念の声も上がって

いる。今後、先願主義に転換する形で特許法が審議された場合のグレースピリオ

ド（発明の公表から特許出願するまでに認められる猶予期間）の取り扱いは学術

研究活動にも影響を及ぼす可能性があり、この政策の変更は学術研究の国際化の

点でも多少なりとも影響を及ぼす可能性がある。 

 ヨーロッパにおいてはそれまで国単位であった特許申請について、欧州特許庁

（EPO）が創設され 1978 年に最初の申請がおこなわれて以降、EU 域内における

国際的な知的財産制度が整えられつつあり、大学からの欧州特許庁への申請も増

加傾向にある。 
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 現在、特許は日、欧、米、そしてその他の国々においてそれぞれの制度の下で

付与されているが、日米欧三極の特許制度の整合性を向上させる政策は、世界に

おいて学術研究成果を特許化することを容易にすることであり、大学の国際化の

一つの要素と言うことができる。 

 なお、産学連携の面における大学の国際化に関しては、上述の知的財産政策以

外にも各国の税制（寄付金に対する控除や研究開発関連の税控除）の違いによる

外国企業の大学への資金提供や外国企業との産学共同研究の実施などが考えられ

るが、これらは一般的に国内向けの産業政策における問題と捉えられていること

から本稿においては取り上げていない。 

 

（３）情報コミュニケーション技術の発展と学術研究成果の国際化 

① 情報コミュニケーション技術の発展による研究の国際化 

 近年の情報コミュニケーション技術の発展は学術研究成果の国際化という点に

おいても大きな影響を与えている。米国国立科学財団が 2007 年に発表した「変わ

りつつある米国の研究大学における研究と成果発表の環境（The Changing Research 

and Publication Environment in American Research Universities）」においては、この面

の技術進歩が学術研究に対して与えた影響として、1）ピアレビューによる学術誌

が学術成果の価値を与えること自体については大きな変化を与えていないこと、

2）媒体としては電子媒体が紙媒体に対して補助的のものばかりでなく、映像やリ

ンクなどを含む包括的な機能を果たすようになっていること、3）より多くの研究

者により研究成果が速やかに公開されるだけでなく、ArXiv の利用などピアレビュ

ーを経ない形での学術研究成果の公開が行われるようになっていること、4）ソフ

トウェアの発展により科学者自身による複雑な編集が可能となったこと、5）重要

な研究成果が個人によりインターネット上に公開される例が多く見られるように

なったこと、などを含む諸点を挙げている。 

 情報コミュニケーション技術の発展はより速やかに、より幅広い人々に対して

学術研究成果が提供されるといった状況を作り出したが、同時に政府に対しても

新たな政策的対応が求められる場面も見られる。電子媒体による情報は国境を越

えて流通するものであることから以下においては学術研究成果に関する国の政策

のうち、国際性のあるものを取り上げた。 

 

② 国によるオープン・アクセスの促進 

 インターネットの利用を中心とした情報コミュニケーション技術の発展は多く

の学術誌が電子版により発行されるようになるなど研究成果の取り扱いに大きな

変化をもたらしているが、この背景にあるものは紙媒体から電子媒体への移行に

よる輸送コストの低減や時間の短縮という技術的な進展であり、国等が政策的に

関与したものではない。しかしながら米国においては公的資金による支援を受け

た研究の成果としてピアレビューを経て学術誌に掲載された論文は掲載後一定期

間の後に政府機関に送付され公開されるべきというオープン・アクセスが進めら

れつつある。これは学術誌購読料の高額化などに対し、公的資金（すなわち国民
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の税金）により行われた研究は誰でも利用可能とすべきという意見に基づき制度

化されたものであるが、国際的にも従来経済的に利用が困難であった開発途上国

の大学等の研究者を含む幅広い層に学術情報を行き渡らせることとなるなどの点

で国が関与する学術研究の国際化と言うことができる。 

 米国においては、国立保健研究所（NIH）が、PubMed Central において 2005 年

にオープン・アクセスを開始し、支援を受けた研究者から提出された商業的な学

術誌に掲載された論文がウェブ上で公開されている。他の機関については国立科

学財団の支援による研究成果のオープン・アクセス化についてアメリカ

COMPETES 法（競争力強化法）において示されているが、本稿を執筆している 2009

年 11 月時点においては実施されていない。また、英国においては民間財団である

Wellcome Trust が主導的に実施している。 

なお、このような政府が民間の学術出版の著作物を無料で公開することについ

ては、学術出版の経営を不安定化させ、学術誌の質の低下を招く可能性があると

いう意見もあり、その影響は学術研究成果の普及と学術誌の質の確保のバランス

という別の次元の論議への広がりも見せている。 

 

③ デジタル時代における科学的公正性確保のための国の役割 

 情報コミュニケーション技術の発展は従来のピアレビューによる学術誌の電子

化とは別に、大量の学術研究情報が生産され、保蔵され、インターネットを介し

世界中に流通するという現象を生み出しているが、このことは幅広い人々が自由

に無料で学術情報を入手できる状況を作り上げると同時に、いくつかの問題点も

浮かび上がらせている。 

学術研究活動においては従来と異なるデータマイニングといった形で大量のデ

ータ処理による研究手法が採用されるようになったが、これにより研究データの

正確性や有効性の検証手順において困難が生じるなど研究の公正性に及ぶ問題が

指摘されている。また、大量のデータの流通はプライバシー、国家安全保障、商

業的な利害関係などの問題も投げかけている。 

 この問題に関する国の政策は一般的に国内の学術研究活動に向けられるもので

あることから直接本稿の標題の国際化政策と言えるものではないが、電子データ

の国境を越えて流通する性格に照らし各国が健全な学術研究の発展に向けて必要

な政策を採ることが期待されていることを考えれば学術研究の国際化に関係する

政策と言える。この問題に関し米国科学アカデミーは、2009 年に「デジタル時代

における研究データの公正性、入手・利用可能性、管理の確かな実現（Ensuring the 

Integrity, Accessibility, and Stewardship of Research Data in the Digital Age）」報告書を

発表しているが、同報告書は研究者、研究機関、研究資金提供者、学術団体、学

術出版が取り組むべきことについて示しており、その内容はデータの公正性の基

準の確立、データ専門家の役割の重要性の認知、データの公表と利用可能性、デ

ータ共有に関する基準の設定、データの共有の推進、データ管理のための調査の

実施といったものが含まれている。ここで言う資金提供者には国も含まれており、

行政としてもこれらの問題への関与が求められていると言える。 
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（４）国家安全保障の観点における学術研究成果に対する国の関与 

 一般に学術研究の成果は世界中に自由に流通するものであり、安全保障とは無

縁と思われがちであるが、各国において政府が安全保障のための必要な施策を採

る義務があることなどを考えると、国の安全保障政策は学術研究活動の国際化と

深く関わる問題であると言える。 

学術研究活動が国の安全保障政策と関係する場面は、米国においては「国家安

全保障決定指導書（National Security Decision Directive (NSDD) 189）」において示

されている。同書においては基礎研究およびその成果は規制されることなく、ま

た、規制については機密扱い制度（classification system）および輸出規制において

取り扱われるべきとされており、大学においては国防省予算による研究も含めこ

れに沿った取り扱いがなされてきた。しかしながら、2001 年の同時多発テロ以降

は入国管理や国と大学との間の契約締結等の場面において、新たな研究活動に対

する制限が設けられたり、個別契約書において外国人の参加が制限されたりする

ことにより学術研究に支障が起きているという声が上がっており、例えば全米大

学協会等は 2008 年に発表した報告書「研究資金配分における規制：迷惑な条文

2007/2008（Restrictions on Research Awards: Troublesome Clauses 2007/2008）」におい

て国防連邦調達追加規則等によりこの指導書( NSDD 189 )に示された指針を超え

て事実上の制限が加えられているという事実が指摘されている。また、同時多発

テロ以降、特定の国からの学生や研究者に対する入国管理が過度に厳しくなって

いるという指摘がアカデミックコミュニティーからなされている。 

 日本では大学の現場における安全保障上の取り扱いは輸出貿易管理令、外国為

替令により物品の輸出だけでなく、海外出張、外国とのメール等のやり取り、そ

して留学生や外国人研究者の受入れなどに関して規制すべき対象が定められてい

るが、そこに示された基礎科学分野の研究活動の扱いは米国 NSDD 189 における

ものとは一致していない。 

 安全保障の問題は世界の平和と安定のために重要であり、価値を同じくする

国々が協力して取り組むべきことは自明であるが、上述のように、その取り扱い

が国毎に異なることとなるのであれば、これらの政策は大学の国際化にとって阻

害要因になり得ると言える。 

 

（５）学術研究成果の展開と国の政策 

 これまで述べたように学術研究成果は本来、アカデミックコミュニティーの中

においてピアレビューを経て学術誌に掲載されることにより世界中に拡散してい

たものが、知的財産化の推進、デジタル技術の発展、そして国家安全保障上の要

請などによりその性格が変容し、また、それに伴い国等による政策も単なる研究

支援を超えて行われるものが見られるようになった。以下においては、その変化

を時間の流れとともに図示した。 

 ①ピアレビューを経て行われる学術誌への研究成果の発表 

   伝統的な学術研究成果の取り扱いで、学術誌に掲載された研究成果が国境

を越えて共有されるもの。一般には世界のアカデミックコミュニティーの中
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で自律的に発展するものであるが、学術誌の支援という形で一部国が政策的

に関与する場合もある。 

 ②安全保障上の理由により機密扱い等の指定を受ける研究成果 

   米国においては第二次世界を契機に大学における国防研究に対する認識が

高まり、冷戦終結後も引き続き機密扱いなど研究に対する規制が保持され、

2001 年の同時多発テロ以降は新たな制限も加えられている。また、他国にお

いても貿易管理、入国管理により研究の国際化を抑制する政策が見られる。 

 ③バイ‐ドール法等による学術研究成果の知的財産化 

   大学の発明の特許化は以前からも見られたが、米国において 1980 年に成立

したバイ－ドール法により学術研究成果の知的財産化は加速化した。国際化

の観点からは各国・地域の特許制度の整合性を高める政策などが期待されて

いる。 

④公的機関による学術研究成果の無料公開 

   米国において 2005 年に国立保健研究所（NIH）において開始された制度。

従来から民間のリポジトリにおいて学術研究成果の公開は行われてきたが、

国の機関が政策的に商業誌に掲載された論文を法令に基づき公開する点で民

間のものと異なっている。なお、アフリカ地域など経済的な困難を抱えてい

るアカデミーなどからはこのような政策が推進されることへの期待が表明さ

れている。 

 ⑤インターネット上に自由に流通する学術研究成果 

   デジタル技術の進歩により多くの研究者や一般の人々が学術研究情報を入

手し、また加工することが可能となったが、問題点があることも上述のアカ

デミー報告書などにより指摘されている。国に対しては旧来の研究公正性や

個人情報保護などの観点におけるものを加え、新たな管理面における施策の

期待も見られる。 
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５．高等教育の国際化と政府の役割 

（１）国際的な学生交流の拡大の見通し 

 近年、世界規模の学生の流動性は急激に増大しており、UNESCO 統計によると

2007 年の世界の留学生数は 280 万人を超える数となっている。将来にわたっても

この数字が増加してゆくことは間違いないと思われるが、具体的な数字について

はいくつかの推計が示されている。オーストラリアの IDP Education Pty Ltd. (IDP) 

は 2002 年に「Global Student Mobility 2025」と題する報告書を発表し 2025年にお

ける全世界の留学生の総数を約 715.5 万人と予測し、また、2007 年に「Global 

Student Mobility: An Australian Perspective Five Years On」と題する報告書を発表し

同じ 2025 年の全世界の留学生総数を約 372 万人と予測している。 

 また、ブリティシュ・カウンシル、ユニバーシティーズUK、IDP Education Australia

の三者により 2004 年に刊行された「Vision 2020: Forecasting international student 

Mobility: a UK perspective」においては、2020 年の全世界の留学生の総数について

約 580 万人に達すると予測されている。 

 これらの予測はその数値に幅があるとはいえいずれも増加を見込んでいるが、

国別の人口動態から見るとアジア地域では IDP が予測対象年として取り上げた

2025 年においては中国の大学就学年齢人口は現在より減少し、インドのそれは現

在より増加すると見込まれており（国連世界人口予測データベースによる）、送り

出し国と受入れ国それぞれにおける留学生数は、単純増ではなく様々な増減のパ
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ターンが生まれると考えられる。さらに留学生の流れは送り出し国の経済環境、

そして高等教育システム、あるいは受入れ国の高等教育機関の質など様々な要因

により変化するものであり、各国政府はそれらに対応した政策が求められること

になると言える。 

 

（２）政府による高等教育の国際化支援 

 ① 政府による海外に向けた情報提供・広報活動 

 国際的な学生交流の推進を目的とした政府、あるいは政府の支援を受けて行わ

れる活動は米国国務省のエデュケーション USA（Education USA）、オーストラリ

ア政府教育雇用職場関係省の国際部門（Australian Education International- AEI）、そ

して英国のブリティッシュ・カウンシル（BC）やドイツのドイツ学術交流会

（DAAD）などの例が見られる。その支援の形態は様々であるが、代表的な施策と

しては、海外における自国の大学等の広報活動があり、例えばブリティッシュ・

カウンシルは英国の公的国際文化関係機関として、ウェブ上での高等教育システ

ム、各高等教育機関情報、英国の入国管理や生活情報、奨学金等について案内を

行うことに加え、世界の 100 を超える拠点において英国留学に必要な情報提供な

どの活動を行っている。 

 

 ② 政府による海外の情報収集提供活動 

 海外から学生を受入れること、すなわち教育の輸出により国の経済発展を推し

進めようとする政策は特にオーストラリアにおいて強く打ち出されているが、こ

の教育における産業振興政策は単に自国の大学についての広報宣伝活動を行うこ

とに留まらず、海外市場、すなわち留学生の送り出し国に関する情報収集活動も

含まれている。 

 オーストラリア AEI は様々な留学に関する業務を行っているが、その中には市

場分析・支援という業務も含まれており、その成果の一例としては、同機関が作

成した「市場ハンドブック（Market Handbook）」がある。同書には世界的な高等教

育や学生の流動性に関する情報に加え、世界 43か国の市場としての情報が詳細に

記されているが、その内容は国の概略にはじまり、経済情勢、国内の教育・トレ

ーニングの状況、国際的な教育の展開、国内学生の国際指向、当該国市場におけ

るオーストラリアの地位、学生数などが含まれており、大学にとって各国からの

留学生の獲得や各国に向けたオフショア教育の可能性を探る助けとなっている。

ちなみに日本については延べ 8 ページにわたり各種情報が記載されているが、そ

の中には「日本企業の国内人材採用における旧来からの有名大学志向を理解せず

に日本市場に進出しようとすれば成功の可能性はほとんどない」といった記述が

ある。各国に関するこのような具体的、実用的な記述に、オーストラリア政府の

大学に対する指導・助言的役割を見ることができる。 

 また、同機関は海外 17 の国・地域の 23 拠点を通して入手した情報を「市場情

報パッケージ（Market Information Package- MIP）」としてインターネットを介して

提供しているが、その内容は各国の高等教育等の情報に加え、海外大学との間の
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連携の仲介等も含まれている。 

 

 ③ 奨学金等による海外からの学生の受入れ 

 各国の政府は優れた海外人材を獲得したり経済的に恵まれない国・地域の学生

の就学を支援したりすることなどを目的として海外からの学生に対して奨学金の

支給を行っている。その例としては米国の「フルブライト外国人学生プログラム

（Fulbright Foreign Student Program）」やオーストラリアの「エンデバー・アワード

（Endeavour Awards）」などがあるが、留意すべき点は、必ずしも外国人学生が受

ける支援はこれら留学生向けの奨学金だけではないという点である。例えば米国

においては、非常に多くの海外出身の学生が一般の国内・国外の出身の区分なく

適用される奨学金、貸付金、TA、RA などの制度を利用することにより修学が可能

となっている。このことを換言すれば、「外国人であることに対する支援」ではな

く「優れた人材であることに対する支援」が、国際化という結果を導いた大きな

要因であったということができる。 

 

 ④ 自国の人材の国際性の向上の意味と派遣促進のための政策 

 人材の交流をとおした高等教育における国際化の政策は留学生の受入れだけで

はなく、自国の学生の海外への派遣にもある。歴史的に見ると国家が自国の人材

に先進的な教育経験を積ませることを目的として派遣留学を推進する事業は永く

行われており、近年は中国の中国国家留学基金管理委員会の実施する「国家建設

高水平大学公派研究生項目」による海外派遣などの例が見られる。 

 先進国においては自国学生の海外派遣は必ずしも留学生受入れのような主要な

国家政策となっていなかったが、近年、ヨーロッパのボローニャ・プロセスにお

ける国家間での相互の人材交流の拡大や、米国などにおける海外派遣の促進など

が見られる。 

 ヨーロッパにおける人材交流の例は後述するボローニャ・プロセスやエラスム

ス・ムンドゥスに見られるが、米国における人材派遣の論議には自国人材の能力

向上とともに、安全保障の観点を含めた国際理解の増進の必要性を求めるものが

あり、政府の事業にもこの性格を有するものが見られる。例えば米国有力大学に

より構成される米国大学協会（Association of American Universities- AAU）は 2006

年に刊行した報告書において国家安全保障の面を含む外国語研究、地域研究、海

外派遣を行うイニシアチブを推進すべきとの提言を行っている。米国政府におい

てこのような理念を含むプログラムは国務省教育文化局において実施されている

ものとして、「フルブライト米国学生プログラム（Fulbright U.S. Student Program：

世界各国を対象とする 1,500 人規模の派遣プログラム）」、「Benjamin A. Gilman 国

際奨学金プログラム（Benjamin A. Gilman International Scholarship Program：従来主

要な留学先となっていなかた国々や語学面で重要性のある地域への派遣奨学金）」、

「重要語学集中サマーインスティチュート奨学金（Critical Language Scholarships 

for Intensive Summer Institutes：13 の重要な外国語学習のためのサマープログラム

奨学金）」、「学生リーダーのための米国インスティチュート学習（Study of the 
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United States Institutes for Student Leaders：学部学生向けの 4～6週間の短期グルー

プ派遣プログラム）」などがある。 

 

（３）ヨーロッパにおける高等教育の国際化 

 ① ボローニャ・プロセス 

 ボローニャ・プロセスとはヨーロッパ高等教育エリア（European Higher Education 

Area- EHEA）を構築するための手順として EU において採択された政策であるが、

その要素としては高等教育システムの第 1 段階（3 年間以上の修業年限による学士

号授与）、第 2 段階（修士号授与）、第 3 段階（博士号授与）の 3 サイクル制度へ

の転換、質の保証と学修の期間・資格の認定があり、それらにより各国における

高等教育が比較可能な形で向上し、学生や教職員の流動性が向上することが期待

されている。 

 また、この構想を推進する手段としてヨーロッパ単位互換制度（European Credit 

Transfer and Accumulation System- ECTS）や共通の高等教育の質の枠組みなどが設

けられている。 

 

 ② ヨーロッパ単位互換制度 

 ヨーロッパ単位互換制度（ECTS）はヨーロッパ域内の国際的な単位互換制度で

あると同時に後述するように高等教育の質の保証を目的として設置されたもので

あるが、その単位の基本は目標を達成するために必要な講義、セミナー、プロジ

ェクト、実習、自習、試験などの学修時間の総体に基づき示されるとしている。

ECTS は 60 単位を 1 年間の合計の学修時間とし、多くの場合学生の学修時間は

1,500 時間から 1,800 時間であることから 1 ECTS 単位は 25～30 時間の学修によ

り与えられると説明されている。従って各大学においては第 1 サイクル（学部）

においては 180 ECTS 単位から 240 ECTS 単位により学位が授与され、第 2サイク

ル（大学院修士課程）においては一般に 90 ECTS 単位から 120 ECTS 単位（最低

60 ECTS 単位）により学位が授与されるとしている。 

この導入にあたっては法令等により政府が推進し既に全高等教育機関において

使用されている国から、各大学の裁量によることとしその使用は一部の大学に留

まっている国まで様々であるが、程度の差はあるにせよ全欧州的に高等教育機関

における統一的な制度が成立したと言える。 

 現在、ヨーロッパ各国においては様々な形の高等教育機関が存在するが、歴史

的に見ると大学は限られたエリートを対象として教育を行う機関という性格を持

っていたものが、その後、より幅広い大衆に高等教育の機会を提供する機関とし

て新設の大学や専門教育を行う機関から改組された大学が加わったという経緯を

見ることができる。このような状況下における ECTS が大学の国際化に及ぼす影

響はその大学の性格により異なるものと思われるが、筆者がヨーロッパ各国の

様々な大学関係者から聴取した意見等では、伝統的な大学からは、これまで成績

評価や学位授与は教育の成果としての学修達成度（アウトカム）を基本に行って

きており、ECTS は学生の移動が国境を越えた場合に用いられる共通の単位互換の
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ための尺度であるという認識が示された。これに対し近年大学の地位を得た機関

の関係者からは、ECTS は海外の学生に当該大学の存在を知られるための要件、あ

るいは自校の学生が海外の企業等に就職しようとする際に企業にその学生に対し

て行った教育内容を証明するための手段であるという認識を聞くことができた。 

 高等教育がエリート教育から幅広い大衆に向けた教育へと変質する中、ECTS の

導入は伝統的な大学の国際化に役立つ尺度を提供しているだけではなく、新たに

設置された大学に対しては、その大学という名称に相応しい価値を保持させるた

めの国際化を通した質の保証にかかる政策であるとも言える。 

 

 ③ エラスムス・ムンドゥス 

 EU の域外との関係を含めた財政支援による高等教育の国際化の施策としては、

エラスムス・ムンドゥスがある。エラスムス・ムンドゥスは、EU によるヨーロッ

パの高等教育の質を高めることを目的とした、高等教育分野における教育機関の

連携と、学生や研究者の交流を促進するための計画であるが、アクション 1（ヨー

ロッパとヨーロッパ域外の高等教育機関の間の大学院レベルの共同プログラムの

実施）、アクション 2（ヨーロッパとヨーロッパ以外の特定対象国の教育機関の間

の協力連携の構築）、そしてアクション 3（世界におけるヨーロッパの高等教育の

魅力、知名度およびイメージを高めることを目的としたプロジェクトの支援）に

分けられる。アクション 1 は他の先進国の大学との大学院レベルの人材の流動性

を高め、世界規模で相互に高等教育の水準を向上させることを目的としたプログ

ラムであり、アクション 2 は主として開発援助の理念により進められるプログラ

ムである。 

 

 ④ ECTS と各国の単位制度との関係 

 ECTS は現在、国毎に採択の程度は異なるにせよヨーロッパにおける共通の単位

制度となっているが、これまでの経緯を見ると各国の伝統的な単位制度から ECTS

に転換するためには様々な苦労や努力があったと言われている。 

 例えば英国における状況を極めて簡単に整理すると、従来同国の高等教育機関

より授与される学位・資格について各機関の伝統的地位や教育の課程や成績、更

に地域などにより様々であったものが、「デアリング報告」に基づく改革が進めら

れ、また、幅広い大学の間で共通して利用可能な単位累積互換（Credit Accumulation 

Transfer- CAT）が導入されるなどの経緯があった後に、ECTSの導入に至ったこと、

また、この CAT と ECTS との間の換算率として 2 CAT が 1 ECTS と等価であると

されたことなどを見ることができる。これらの制度の変遷について個々の大学が

どの程度対応したかについては調査が至っていないが、ECTS の導入に関し筆者が

直接聴取し、あるいは Times Higher Education の記事や大学の戦略文書などから見

たところでは、一部に限られたことかも知れないがこの新たな制度への対応が大

学の評価を損なうことへの懸念が抱かれていることが理解された。 

このようなことは一見、EU 加盟各国の問題として捉えられがちだが、EU 諸国

の大学との間で交換留学を実施したり、ECTS による学位を持つ学生を大学院に受
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け入れたりする場合を考えれば、EU 以外の国々にとって ECTS との間の単位互

換・単位認定は重要な問題である。アジア太平洋地域の多くの国はアジア太平洋

大学交流機構（University Mobility in Asia and the Pacific- UMAP）に参加しており、

その共通の単位制度として ECTS とも互換性を有する UCTS（UMAP Credit Transfer 

Scheme）が存在するが、その利用は一般に国による統一基準に基づくものではな

く、個々の大学の判断により行われている。日本においては大学設置基準、大学

院設置基準に示された教育課程は単位の要件や修士論文の位置づけなど ECTS と

性格を異にする点が見られるが、このことは単に 1単位に対し 1.5 ECTSか、2 ECTS

のいずれの換算式を用いれば良いかという問題ではないことを意味している。更

に例えば上述の英国の制度下においてもしある大学が伝統的な学位授与要件と

ECTS との間に適切な均衡が取れていないケースがあるとすれば、安易に換算式を

設定することは、派遣または受入れを行う学生のいずれかの側に過重な負担を負

わせバランスの取れた学生交流を阻害する要因となる恐れもある。このようなこ

とは、この分野における教育の達成度の観点などを含めた更なる調査研究の必要

性を示すものであると筆者は考えている。 

教育制度はその国の文化に根差して定められたものであり、EU 以外において複

数国あるいは同一地域の国々の間で政府の主導により単位を統一することは極め

て困難と思われる。しかしながら、各国政府が複数国間あるいは地域間における

交流増進に向けた単位互換・単位認定や質の保証に関する基準や指針をより積極

的に示すなどの政策を採ることとなれば、それぞれの大学による国際化への取り

組みは一層進展するものと思われる。 

 

 

６．結びに代えて：国際化の進展に向けた政策の類型 

 本稿において記した内容は幅広く、標題にある大学の国際化に影響を与える国

等の政策も多様である。従ってこれらの事例から何らかの結論を導き出すことは

適当ではないと考えられるが、諸政策については以下のようないくつかの類型に

分類することができると考えられる。 

①財政支援 

各国政府において行われている学術研究、高等教育の国際化のための施策の第

一は財政支援である。この財政支援は国際化に特化したものもあるが、上述のと

おり大学の国際化を推し進める要素はそれに特化した施策だけではない。卓越性

に基づく学術研究への支援、出身の国内外のいずれかを問わず支出される学生支

援などはおのずから大学の国際化を推進する政策であり、本稿で取り上げた米国、

オーストラリア、そして EU の国々における高等教育機関に対する財政支出の額の

大きさが、大学に対する国際化政策を示すものであるとも言える。 

②標準や基準の設定 

政府の支援により行われた卓越した学術研究はそれ自体が国際的な事実上の標

準を形成する場合があるが、標準化は科学技術政策としても国の競争的地位の向

上の点で重視されている。本文において触れていないが例えば米国においては国
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立標準技術研究所（NIST）を通した研究支援などによる標準化が強力に推進され

ており、各国における学術研究活動がこの動きに影響を受けることも考えられる。 

高等教育においては各国政府やアクレディテーション機関により教育の標準な

どが定められているが、国際化の点における標準化という観点については EU にお

けるボローニャ・プロセスに基づくヨーロッパ高等教育エリアの形成と ECTS 使

用による統一的な単位制度を見ることができる。ECTS はヨーロッパにおける制度

であるが、他国においても学生の流動性や教育の質の向上等の面で参考になるも

のと言える。 

③国家間の調整 

学術研究の成果については学術誌等における発表に加え知的財産化されるもの

あれば、当初より機密扱いとなるものもある。学術研究の国際化の観点からは特

許制度や安全保障目的の規制制度が国家間において整合性が取れない場合、停滞、

阻害要素となり得ることから、国による調整のための政策が期待されている。継

続的に行われている三極特許庁会合はこの整合性の問題に対応した取り組みの一

つとも言える。 

④ベストプラクティス、グッドプラクティス 

政府が大学に対しグラント等により支援を行い、その成果をベストプラクティ

ス、グッドプラクティスとして他の大学と共有してゆくという政策は、上述のと

おりオーストラリアの「オフショアの質に関するグッドプラクティスグラント」

や米国国立科学財団の「国際的な研究・教育のための連携（PIRE）」などの例にお

いて見ることができる。 

⑤指導、処分等 

研究の不正行為など大学における不適切な活動は一義的に研究者自身やアカデ

ミックコミュニティー、あるいは大学の責任であり、国が過度に介入すべき問題

ではないが、情報コミュニケーション技術の発展は一国の研究者の不正行為が国

際的な研究活動全体に悪影響を及ぼす場合も考えられる。このような懸念につい

て本稿においては「デジタル時代における科学的公正性」という観点で取り上げ

たが、米国の研究公正室（Office of Research Integrity）のような機関の活動を含め、

国内において公正な研究環境を醸成することは国際化の過程で求められる政策の

一つと言える。 
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（ⅱ）海外の大学における国際化の認識について 

- 海外主要大学の戦略目標における国際的側面 - 

 

１．はじめに 

 大学の国際化とは、学生の交流に留まらず、海外大学との連携、教員の獲得、国

際的指標における評価、海外からの資金調達、海外同窓会の組織化等様々な側面

がある。これらは必ずしも単一の国際担当部局により実施されるものではなく、

また、単一の大学の政策文書に統合されるものでもない。  

 このため、本稿においては大学全体のミッションについて定めた戦略において

これら国際的な活動がどのように位置づけられ、目標が設定され、資源が配分さ

れ、大学の発展に役立てようとされているかを明らかにするため、世界の主要大

学における基本的な戦略文書（主に各大学が作成した複数年の戦略計画）の中か

ら、国際的な活動に関する記述を抽出し特徴的なものについてまとめた。  

 

２．手順 

（１）対象とした大学 

 対象とした大学は世界各国の主要大学を念頭としたが、筆者の作業時間と言語

（英語のみを対象とした）の関係で、以下の大学の中でホームページ上から英文

の戦略計画あるいはそれに類する文書を入手できた大学とした。  

 ・環太平洋大学協会（The Association of Pacific Rim Universities- APRU）加盟大

学  

 ・コインブラグループ（Coimbra Group）加盟大学  

 ・米国大学連盟（Association of American Universities- AAU）加盟大学  

 ・ラッセルグループ（Russell Group）加盟大学  

 ・米国の米国大学連盟以外の一部の大学  

 ・英国のラッセルグループ以外の一部の大学  

 これらの大学は、米国、英国の主要大学、中南米、オセアニア、アジア、ヨー

ロッパの一部の国の主要大学（ただし、香港以外の中国の大学については英文に

よる戦略文書を入手できなかったため含まれていない）、及び米英の中位の大学で

ある。  

 

（２）作業手順 

 本稿作成のための作業手順としては、対象となる戦略文書から国際的な活動に関

する記述を検索し、それぞれの項目において特徴的な内容を抽出した。本来、大

学の戦略とは大学のミッションや、学生数や学生の質、研究水準や研究資金、地

域的・財政的側面など様々な要因により定義されるものであり、戦略文書の特徴

的な記述のみ抜き出しても必ずしも我が国の大学の国際戦略に直接取り入れるこ

とのできるわけではないが、本作業手順においては、異なる環境の下、海外大学

がどのように国際化を進めているかを理解する助けとなるという点において抽出

された内容をとりまとめた。  
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３．国際的な大学の地位及び評価に関する戦略 

（１）国際的な地位に関する記述 

 多くの戦略文書においては自身の大学の置かれた地位に関する言及が見られる

が、その内容は「本学は世界的水準の大学である」といった抽象的な記述から具

体的な大学ランキングにおける順位まで様々である。一般的には大学ランキング

で高い順位を得た項目やノーベル賞などの受賞者の数等、その大学の優れた点を

記すことにより、世界において大学が占める位置を内外に周知することを意図し

た記述が見られるが、いくつかの大学においては、大学の置かれた現状を認識し、

その問題の克服と発展のための分析を行う目的で大学のランキングやベンチマー

キングを利用する例も見られる。 

 

（２）大学ランキング 

 各大学の戦略文書には大学ランキングを引用する例が見られるが、引用される世

界規模の大学ランキングとしては、Times Higher Education 及び上海交通大学によ

るものなどがある。また、米国においては、U.S. News and World Report を引用す

るものも見られる。これらの大学ランキングはそれぞれ異なる指標やデータが用

いられており、当然のことながら大学全体の価値や順位が決定されるものではな

い。従って戦略文書の中にはこのような観点を含め、「国際ランキングシステムは

安易に従うべきではないが、それは国際的評価を高める主要な要素を示し、時に

大学の相対的な地位を明らかにしてくれる。（オークランド大学）」といった記述

も見られる。  

 

（３）評価手法（ベンチマーキング等） 

 大学の置かれた地位を他大学との比較を含め分析評価し、将来の発展に結びつけ

ようとする姿勢はいくつかの戦略文書に示されているが、特にイギリス及び米国

においては自国内の評価システムにおいて高い評価を得ることに関する記述を見

ることができる。  

 イギリスにおいては Research Assessment Exercise- RAE の結果を重視するものが

見られる。RAE は、その結果が高等教育ファンディングエージェンシーによる資

金配分の決定要素となるため、その意味は単に大学の評価に留まらず、数年間に

わたる大学運営に大きな意味を持っている。RAE は前回、2001 年に実施され、そ

れに続く第 6 回の RAE の結果が 2008年 12 月に発表されており、戦略文書には RAE

の結果とそれに基づき決定される高等教育機関へのファンディングに関する大き

な関心が記されているものが見られる。ただし、RAE はこの第 6 回を最後に、今

後は新たな評価システムが取り入れられることになっており、これまで発表され

た各戦略文書において将来に向けた具体的な対応が示されるには至っていない。  

米 国 に お い て はナシ ョナル アカデミ ーズの 一機関 で あ る 米 国 研 究 評議会

（National Research Council- NRC）のランキングに言及するものも見られる。これ

は同評議会が「米国における研究－博士課程プログラム（ Research Doctorate 

Programs in the US）」として 1982 年、及び 1995 年に刊行したものであるが、その
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内容はアカデミーによる各博士課程プログラムの評価といった内容であることか

ら次回の刊行に対する関心が示されているものである。ただし、2003 年にこの評

価の改善の検討に関する報告書が刊行されるもその後新たな版の刊行については

明らかにされておらず、アカデミーのような組織が大学の教育研究活動の評価を

行うことについて様々な難しさがあることが読み取れる。  

 英米以外の大学も含め、戦略文書においては上述のような民間あるいは公的機

関の評価とは別に独自の基準や指標を設定する例も見られる。これらの基準や指

標には国際的な指標も含まれるが、具体例としては以下のようなものがある。  

 ・外国人学生の比率  

 ・大学間交流協定締結校数  

 ・国際的に高いインパクトを与えた論文の比率  

 ・国際的な学術誌に掲載された論文数  

・教員におけるノーベル賞等の国際的な賞の受賞  

 ・海外派遣プログラム参加学生の比率  

 

（４）大学を取り巻く国際的な環境に関する認識 

 戦略文書の記述には、最近の国際的な環境における大学の戦略を示している例も

見られる。例えばニューヨーク大学の戦略文書においては以下の記述が見られる。 

 

10 年前まで、世界中から多数の教員・学生人材が米国の主要な研究大学に

押し寄せた。そして、ヨーロッパ（共通の教育圏を構築することにより）及び

オーストラリア・ニュージーランドは外国人学生の獲得を積極的に開始した。

中国は現在毎年 10 の研究大学を創設し、インドもまた教員、学生の確保に力

を注いでいる。（一部略）米国の大学における外国人教員、学生の数は一定で

あるにしても、このような状況により最も優れた人材の比率は減少している。

世界の知的ブレインパワーの流れは 10 年前に比べ遙かに複雑となっており、

ニューヨーク大学は他の全ての研究大学と同様、この変化に取り組まざるを得

なくなっている。  

 

 また、オックスフォード大学の戦略文書においても、同大学が既に世界で最も

卓越した地位にあるとしたうえで、以下の記述が見られる。  

 

   トップの国際的な大学の間の競争は厳しく、また、我々は他の EU 諸国に加

え、新たに世界水準の競争相手として中国、インド、シンガポールが台頭し

つつることを認識すべきである。  

 

 大学によっては戦略文書に特定の地域を国際戦略の対象として示す記述も見ら

れる。ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンは、アフリカ、中国、ヨーロッパ、

インド、中東、東南アジアの優れた大学等を連携の対象とし、また、外国人学生

獲得に関してインペリアル・カレッジ・ロンドンは（共同博士号プログラムを有
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するシンガポール、マレーシアは飽和状態に近いとして）今後の対象国としてイ

ンドを挙げ、キングス・カレッジ・ロンドンは、インド、中国・香港、アフリカ、

米国を挙げている。更にイリノイ大学アーバナ－シャンペイン校はアジア戦略と

して、シンガポール、中国、インドの大学等との間で人材獲得と研究連携に焦点

をあてるとしている。なお、日本に関するものとしては、ウプサラ大学の戦略文

書において、EU 域外でも米国及びインド、日本、中国等アジア諸国との関係が深

いとの記述が見られる程度であり、その注目度は必ずしも高いとは言えない。  

 

４．海外人材の獲得による教育研究水準の向上に関する戦略 

（１）外国人学生獲得の意味 

 多くの大学は、国内・海外問わず優れた学生を獲得することを目的としており、

その典型をオックスフォード大学の「学業成績と潜在性に対する公正な選考手続

きを経て、イギリス国内及び世界から最も優れた学生を獲得する」という言葉に

見ることができる。  

 一般的に本調査において対象とした大学の戦略文書には、国内、海外を問わず

世界中から優れた人材を獲得することを目標とする記述が見られるが、いくつか

の戦略文書においては一定の数や比率を超えた外国人学生の受入れに必ずしも積

極的になれない事情を読み取れるものもある。例えばポーツマス大学の戦略文書

には、外国人学生に関するリスクとして、「激しい競争を含む学生獲得、学生の要

求の変化、地域的・全国的な大学の評判、経済的問題」が記載されている。  

 なお、イギリスにおいては外国人学生から徴収する授業料が大学の財政に貢献

する面も見られるが、その点については「７．財務面からみた国際戦略」におい

て取り上げた。  

 

（２）外国人学生の比率の目標等 

 いくつかの戦略文書においては具体的な外国人学生の比率が目標として記され

ているものがある。  

外国人学生の比率についてはいくつかの戦略計画に具体的な目標が示されてい

るが、その値は以下のとおりである。  

外国人学生の比率の目標の例  

    リバプール大学：25% 

    リーズ大学：17%（14%が授業料を支払う外国人学生）  

バッファロー大学：10%（基準年における比率：7.9%）  

    アイオワ大学：9.0%（基準年における比率：7.0%）  

    エモリー大学：10%（基準年における比率：3.8%）  

    オークランド大学：大学院 25% 

 ここに記した数字はいずれも外国人学生の比率を高めることを目標としたもの

であるが、中には上限を定めたり、減少させることを目標としたりする大学も見

られる。大学院生の比率において増加目標を設定しているオークランド大学にお

いても、学部学生については外国人学生数の上限を 20 パーセントとする目標を設
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定しており、また、アリゾナ大学においては 2004 年から 2014 年までの間に１割

以上外国人学生数を減少させることを目標としている（同期間における学生数全

体は増加させることを目標としている）。この理由は戦略文書において明示されて

いないが、文脈から判断すると、オークランド大学においては国内の学生と海外

の学生の持つ文化的背景の多様性のバランスを取ることを目的としており、アリ

ゾナ大学においてはランドグラント大学としての性格上、州民を最優先に受け入

れる使命等がこのような目標の背景にあると考えられる。  

 また、後述するように外国人学生の受入れにおいては大学の財政に対する影響

も国内（州内）の学生のそれとは異なる側面を持っており、この点も受け入れる

外国人学生数の戦略に影響を及ぼしている。  

 

（３）国際的な教員の獲得 

 海外からの優れた教員の獲得を大学の戦略として挙げる例も見られる。この教員

の獲得については地域に偏らず世界中の多くの大学が戦略として挙げているが、

その内容は大学で一般的に使用される言語、大学の置かれた地位、大学の財政な

どにより異なる。  

 一般的に英語圏（あるいは英語が広く用いられている地域）の大学の中でも高

い評価を得ている大学においては、世界的に最も優れた人材を獲得することを戦

略として明記しているものが多い。例えばグラスゴー大学は「我々は世界中から

最も優れた教員を獲得できるよう努力する」とし、また、ウプサラ大学も「オー

プンな募集と選考手続きを通し全国そして世界から卓越した研究者・教員を獲得

する。」としている。  

 これに対し、英語圏以外の大学の中には、自国出身者で海外の優れた大学で教

育・研究の経験を持つ者を呼び出すことにより人材を確保しようとする例も見ら

れる。このような政策としては中国における「海外人材呼び戻し政策」がよく知

られているが、他の地域においても例えばタルトゥ大学（エストニア）の戦略文

書には「海外で博士号を取得し、また、海外で研究を行っているエストニア人講

師、研究者を惹きつける手法を開発する。」と記されている。  

 なお、米国においては教員の給与水準の高額化が指摘されており、例えばジョ

ンズホプキンス大学の戦略文書の関係資料においては「スター」教員を雇用する

ことは極めて困難であり（年 9 ヶ月の雇用で 35 万ドルの数字が挙げられている）、

結果として若手の教員を雇用しているが、その場合には採用の選考、指導、テニ

ュアの決定等十分な注意が必要であるとの指摘が見られる。また、米国の他のい

くつかの戦略文書にも同様に待遇面について検討課題として示しているものが見

られる。このような国際的に優れた人材の獲得に関する問題は米国以外において

も認識されており、トリニティ・カレッジ・ダブリンの戦略文書においては、「ア

イルランドにおける高等教育に対する公的資金配分は国際的規範からみて低い。

（略）従って現状に立ち大学のミッションを達成するために必要な世界水準の教

員を競争的に獲得するための資源を確保することは現在直面している大きな問題

である。」との記述が見られる。  

- 384 -

研究環境国際化の手法開発（大学国際戦略本部強化事業）最終報告書 

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～ 

 



 

これらのことは、海外をふくめ優れた教員を獲得することは大学の国際的地位

を確保するために重要であるが、同時に大学に対し大きな財政的な問題を生むお

それがあるため、例えば国の支援の拡充などの大学の経営基盤の強化が求められ

ることを示している。  

 

５．大学間のネットワークに関する戦略 

（１）海外大学との間の覚書等による交流 

 学生及び教員の交流を含む覚書等に基づく海外の大学との交流は大学の国際戦

略における伝統的な側面である。いくつかの大学の戦略の中にはこの覚書に基づ

く交流に関する記述が見られるが、その内容は協定校からの学生の受入れととも

に国内学生の海外学習経験の拡充を目的として交換留学制度を活用するといった

もので、必ずしもこのような覚書に基づく交流がその大学の全学的な戦略の中核

に置かれている訳ではない。  

覚書に基づく交流の中でも全学的な戦略文書に明記し、実際に幅広い交流が行

われている例としてはウプサラ大学の戦略文書の記述において見られる。同大学

はオランダのグローニンゲン大学との間の交流において「（自身の大学において優

れ、また、他大学との間で補完的関係にあることで合同することにより優れた研

究協力の成果が創造される例として）大学全体としてのグローニンゲン大学との

全学的な戦略的連携があるが、その連携においては全ての分野において上級の教

育課程や研究協力が行われている。」と記載している。  

 

（２）海外大学・機関との戦略的な連携 

 海外大学との連携においては、覚書に基づく学生・教員の交流に加え、海外の特

定の大学や機関との間での戦略的な関係を構築しようとする場合あり、例えば複

数の大学の戦略文書にみられる合同学位プログラムがその例と言うことができる。 

 また、大学の海外展開の中には海外キャンパスを設置し、本国に準じた学位を

発行する例も見られる。例えばカタール国においては、米国を中心とした海外の

大学を受け入れ、カタール及び周辺国の学生に対し学位の授与を含む教育及び研

究を提供する体制が整備されているが、少なくともコーネル大学、テキサス A&M

大学等、対象となる大学においてはホームページ等への掲載はあるが、全学的な

戦略文書においてそのことに関する記述はなく、海外キャンパスの設置を大学の

主要な戦略に位置づけるまでには至っていない状況を読み取ることができる。  

 

（３）ボローニャプロセス 

 ボローニャプロセスは EU第 7次フレームワークプログラムに組み込まれた行動

計画で、欧州における研究開発人材を質、量ともに強化することを目的としてい

る。この目的のため、開かれた研究者のための欧州労働市場の形成、研究者のキ

ャリアパスの多様化などを目標とした、フェローシップなどの「頭脳流出」を減

らし「頭脳循環」を強化する政策が採られており、ヨーロッパの大学の戦略文書

においても言及されている例が見られる。  
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 ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンの文書は「積極的にボローニャプロセス

を推進する」という記述が見られ、ポーツマス大学の文書には「ボローニャプロ

セスを含む学生の流動性向上のためのプログラムにより提供される機会を追求す

る」と書かれている。また、ウプサラ大学の文書においても「国際的な教育市場

に対応した先進課程の開発に優先順位が置かれる」として同大学のボローニャプ

ロセスへの取り組みが示されている。  

これらのことからボローニャプロセスが EU 内において幅広い地理的広がりや

様々な教育研究水準の大学において取り入れることのできる制度であることが理

解できるが、反面、ボローニャプロセスに言及していない、あるいは必ずしも積

極的にボローニャプロセスに参加する姿勢が読み取れない大学も見られる。その

一例としてオックスフォード大学の戦略文書においては以下の記述が見られる。  

 

ボローニャプロセスは特に修士及び博士課程の質の高い外国人学生を惹

きつけるための新たな機会を提供した。オックスフォード大学はその学位課

程の構造において大学院学生の流動性を妨げるよりむしろ利用可能とし、ボ

ローニャプロセスが提供する機会を利用すべきと考える。戦略計画期間にお

いて学科、学部、研究科はこの点において各課程の構成を検討する。科目に

よりアウトカムが異なることを認識しつつ適当と思われるものについては

入学を希望するヨーロッパの学生に対して革新的で魅力的な規定の開発を

主導的に行う。（一部略）  

ボローニャプロセスはヨーロッパ単位互換制度（European Credit Transfer 

System- ECTS）と一体となって実施されるものであるが、他大学と同様、オ

ックスフォード大学にとって問題をつきつけるものでもある。最大の懸念は

ボローニャプロセス参加 47 カ国による統合された修士課程に対する認識で

ある。オックスフォード大学は学生の修学時間よりも学習アウトカムを重視

しており今後もその姿勢を貫くこととしており、ヨーロッパにおいて我が校

の学生が学習する際に我々の課程による単位が適切に読み替えられるため

の方策を探ってゆく。  

 

（４）大学コンソーシアム 

 海外には、国内あるいは複数の国にわたる様々な形態の大学コンソーシアムがあ

る。本稿において調査対象とした環太平洋大学協会、コインブラグループ、米国

大学連盟、ラッセルグループ以外にも多数あり、世界的規模のもので代表的のも

のは以下のようなものがある。  

Universitas 21 

Academic Consortium 21 (AC21) 

Worldwide Universities Network (WUN) 

International Network of Universities (INU) 

International Alliance of Research Universities (IARU) 

これらコンソーシアムは大学の戦略文書に位置づけている例も見られ、例えば
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エジンバラ大学は「我々は国際化、学術協力、学習と研究の卓越性、社会への奉

仕のため Universitas 21、League of European Research Universities (LERU)、コイン

ブラグループと、ボローニャ合意の枠組みにおいて活動を展開する。」とし、リー

ズ大学は、「Worldwide Universities Network (WUN)は重要な国際的パートナーシッ

プである」と定義している。  

 また、コンソーシアムは、特に地域的共通性を持つ場合、加盟大学共通の利益

のための役割も見られる。例えばコインブラグループはヨーロッパの高等教育政

策形成への貢献をミッションの一つとしており、例えばボローニャプロセスに関

する 2010 年以降の施策に関する提言を発表している。  

 

 

６．国内出身の学生に対する国際経験の付与に関する戦略 

 多くの大学の戦略文書において自国出身の学生の海外派遣に関する記述が見ら

れる。学生の派遣については、英語を母国語とする米国、英国においても（すな

わち国際的な標準言語の習得を目的とする必要のない国においても）学生を積極

的に派遣することを大学の戦略に加える例がいくつも見られる。特に米国におい

ては 2001 年の同時多発テロ以降国家安全保障への関心が急激に高まったことに加

え、近年中国、インドなどの国々の台頭による米国の経済的優越性に対する懸念

が強まっていることなどを背景として、政府、産業界、アカデミックコミュニテ

ィー、議会等において外国語や海外文化に対する理解の必要性が指摘されるよう

になったという状況が考えられる。（例えば 2008 年 2 月に国立科学財団が発行し

た「国際的な科学・工学連携：米国外交政策における優先事項及び国家のイノベ

ーション活動（ International Science and Engineering Partnerships: A Priority for U.S. 

Foreign Policy and Our Nation’s Innovation Enterprise）」の「知的交流の促進」に関

する事項において「「頭脳流出」に対置するものとしての「頭脳循環」を進めるべ

きである」としたうえで、米国の学生の海外留学を含む国際経験の機会の充実が

提言されている。）  

 米英の大学の戦略文書における具体的な記述としては、「海外派遣学習プログラ

ム参加学生数を増加させる、また、当該プログラムにおける研究経験の比率を高

める。（ミネソタ大学）」、「全ての学生が（派遣を含む）国際的な経験をするよう

な教育内容の開発と教育課程の策定を行う（リバプール大学）」等が見られる。  

 ただし、オックスフォード大学の戦略文書において「当該国際経験のオックス

フォードの教育の一環として行うこととしての適切性や、オックスフォードの卓

越した教育システムの枠内で派遣することの妥当性について検討を行う」との記

述が見られるように、単に学生を送り出せば良いというものではなく、自身の大

学で与えられる教育研究の機会を超えた大きな成果が得られる見通しをもって派

遣しなければならないという点に注意を払う必要がある。  

 

７．財務面からみた国際戦略 

（１）国際化が大学の財務面に与える諸要素 
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 オックスフォード大学など既に世界的に見て頂点にある大学や、米国の一部の

州立大学で州民を優先すべきミッションを有する大学などを除き、多くの大学の

戦略文書において国際化は全学的に推進することが望ましいという記述が一般的

である。ただし、国際化を財務面からみた場合、これに伴う負担増も見られるこ

とから各大学の戦略文書の中には、如何に財務面における健全性を保ちつつ（あ

るいは高めつつ）国際化を実現するかといった姿勢を読み取ることができるもの

もある。  

 

（２）外国人学生が納付する授業料  

 外国人学生を受入れることに伴う財務面への貢献について記した戦略文書は多

くないが、イギリスにおいては英国内・EU 域内の学生とそれ以外の国の学生に対

する授業料が異なることから、例えば「国内学生と異なり、外国人学生はその教

育にかかる直接的、間接的な経費の全額を支払うため、その数の増加は大学全体

の財政の中で学生の学習支援を充実させることになる（マンチェスター大学）」と

いった記述が見られる例がある。さらに、「引き続き外国人学生数の増を図り、2010

年までに実質収入額を少なくとも 2005/6 年のレベルに比べ 10%増加させる。（カー

ディフ大学）」という具体的な収入目標を示す例もある。 

ただし、高額の授業料を徴収することは優れた人材の獲得にとってはマイナス

の意味を持つ。多くの大学は奨学金による支援などにより優れた外国人学生の確

保に努めているがが、オックスフォード大学の戦略文書においては、授業料を負

担する学生に対して、その全額を奨学金の形で大学が支援する者の比率は英国の

他の大学と同水準であるが、米国の主要における奨学金及び RA、TA による支援

に比べ条件が劣るため優れた学生が入学しない大きな理由となっているという認

識が示されているなど、イギリスの大学にとって収入増と優れた人材確保のバラ

ンスは微妙な問題として捉えられている。  

 

（３）海外同窓会 

 同窓会の活動は多くの大学において（幅広い意味での大学に対する支援者の確保

という意味に加え）重要な財源確保の手段として戦略文書に記載されているが、

その中には海外の同窓会組織の活性化に言及しているものも見られる。例えばロ

ンドン・スクール・オブ・エコノミクスの戦略文書には「同窓生は大学の地球規

模的な大使である。同窓生は故国において大学の評価を高める活動をし、また、

財政的にも大学に貢献している。」との記載があるなど、いくつもの大学において

海外同窓会を重視していることが読み取れる。  

 

（４）海外企業との協力 

 資金獲得を伴う海外企業との協力連携について戦略文書の中に書き込んでいる

大学は少数であり、例えばマンチェスター大学において「大学は研究基盤のある

企業とシステマティックで相互利益的な関係を構築し、主要な国内・海外の企業

との間で効果的、効率的な運営を行う。」といった記述が見られる。同大学の収支
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報告書によると 2007/08 年の総収入額 6 億 8412 万ポンドのうち、海外からの研究

グラント・コントラクトの収入額は 1424 万ポンド（2.1 パーセント）で、この内

訳には国際機関、財団等も含まれるため海外企業との協力による収入はごく限ら

れた額と見ることができる。  

 

（５）その他の海外資金（国際機関、海外政府等） 

 米国連邦政府のファンディングエージェンシーにおいては、米国以外の大学の

研究者に対する資金配分が行われる例も見られ、また米国以外のファンディング

エージェンシーにおいても国際プログラムに力を入れるなどの状況が見られる。

さらに、民間財団の中にも国を越えて支援を行っているものがあり、各大学にと

って海外（他国）から教育研究資金を獲得することが可能となっているが、その

資金規模は必ずしも大きくなく、大学の戦略文書の中にも具体的な記述が見られ

るものはない。  

 ただし、EU の諸大学においては、第 7 次フレームワークプログラムにおける各

プログラムへの参加の可能性があることに加え、その中のヨーロッパリサーチカ

ウンシル（ERC）によるグラントは自国のリサーチカウンシル等から配分を受ける

研究資金に補完的な機能を期待できるという状況がある。しかしながら、ERC は

最初の採択決定が 2007 年 12 月の Starting Independent Investigators と、最近開始さ

れたプログラムであるということもあり、必ずしもヨーロッパの各大学の戦略文

書に含まれる状況にはなっていない。  

 なお、インペリアル・カレッジ・ロンドンの戦略文書においては、民間財団や

ERC のグラントによる支援において直接経費中心で、経費総額に対して十分な額

が配分されない可能性がある点を指摘し、そのような場合に政府が補填するよう

な対応を取らなければイギリスの大学はフレームワークをはじめとした海外資金

の獲得において他国に後れを取るおそれがあると指摘している（ERC の申請者向

け手引きには、間接経費が 20 パーセントまで認められると書かれている）。  

 このことは、資金が国境を越えて配分される事例が増加しても、それが直接経

費を中心としたものである場合、国が大学に対して十分な基盤的経費を措置して

いなければ海外資金の獲得が逆に大学の経営に負の影響を及ぼす可能性があるこ

とを示している。  

 

８．国際貢献に関する戦略 

 多くの戦略文書には、大学のミッションとして、地域、国家、そして地球社会へ

の貢献が明記されている。典型的な記述としては、トリニティ・カレッジ・ダブ

リンの戦略文書における「我々はこれからもダブリン市、アイルランド国、国際

コミュニティーの利益のために、我々の知識と専門性の普及に努める。」などが見

られる。さらに具体的な記述としては、例えばユニバーシティ・カレッジ・ロン

ドンの戦略文書には「特に保健、社会正義、環境に関する地球規模的問題の解決

に貢献する研究を促進する。」と書かれている。  

 また、各学術分野における戦略を策定する中において、教育及び研究面の戦略
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に加え、国際貢献を含める場合もあり、いくつもの大学の戦略文書の中に開発途

上国への環境、医療等における協力に関する記述が見られる。  
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（ⅲ）平成 19 年度海外調査報告（韓国） 

大学国際戦略本部強化事業 日本学術振興会 韓国調査報告 

出張期間 2007 年 7 月 22 日～25 日 

用務先国 韓国 

 

（１）韓国における大学の国際化の概要 

従来、韓国における学生交流については、送り出しに重点を置いている傾向に

あったが、2010 年までに 5 万人の留学生を受けることを目指した Study Korea プロ

ジェクトが立ち上げられるなど、「国際化」に関するパラダイム転換が起こりつ

つあり、近年、学長の強いリーダーシップの下、各大学は「グローバル化」に積

極的に取り組んでいる。 

 

（２）関係機関や大学の概要 

a.  政府関係機関  

韓国教育人的資源部（Ministry of Education)  

2006年夏、教育人的資源部が高等教育の国際化に関する報告書をとりまとめた。

これによれば、現段階において国レベルでの包括的な「国際戦略」は有していな

いものの、 2010年までに5万人の留学生を受入れることを目指し、Study Korea プ

ロジェクトが立ち上げられている。また、少子化に伴う優秀な人材の確保の必要

性から、留学生の受入れだけでなく、卒業後の活用も重要視されている。現在、

留学生の9割を占めるのはアジアの学生で、近年中東（サウジアラビア）と中央ア

ジア諸国にも力を入れている。 

また、韓国では職員の英語力にも重点を置き、教員採用にあたっては、英語で

授業ができることを資格要件とする大学が多い。しかしながら、英語で教えるこ

とについて困難を抱えている場合も多く（特に文系分野）、英語による授業の実

施が推進される一方で、それによるジレンマも存在している、というのが現状で

ある。 

 

b.  国立大学  

ソウル大学校（Seoul National University)   

近年、国際化に力点を置いており、国際課が、主としてプロジェクトベースの

取組みの支援をしている。国際化の重点領域としては、英語による授業の増大（全

講義の20％）、韓国語・韓国学の推進を掲げており、優秀な留学生の獲得を目指

した「シルクロード・スカラシップ」（2007年～）のように、開発途上国を対象

とする取組も増えている。 

評価に関しても、大学の活動全般に対する評価の一部に国際化に関する項目が

含まれており、研究部については、海外の大学（日本の主要大学、アメリカの大

学）とベンチマーキングを実施するなど、国際化への大きな関心が伺える。 
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c.  私立大学  

漢陽大学校（Hanyang University）   

国際化を重要視し、学長の強いリーダーシップのもと国際化が進められている。

大学全体の戦略である「HYU Project 2010」では、「6つのi」として掲げる目標の

ひとつとして国際協力（International cooperation）を位置づけ、学長直轄の国際協

力室が、国際化に関する一切の業務を担当し、学生の海外派遣を推奨している。

特に外国語専攻の学生に対しては、最低１学期間の留学を求め、財政的な支援も

行っている。外国人教員採用に際しては、「ファースト・クラス」でなく、博士

号取得直後の若手研究者にターゲットに毎学期30人を3年間に渡って雇用する方

式をとっており、国際活動を対象のひとつに組み込んだ期間評価の結果が、予算

や職員数に反映される仕組みになっている。 

また、日本の大学や理化学研究所（理研）との交流も活発で、2004年4月には大

阪大学のブランチオフィスが開設され、2005年5月に、学内に理研のコラボレーシ

ョンオフィスを設置した。2008年5月には、＜韓国側＞漢陽大、浦項工科大、ソウ

ル大、韓国科学技術研究院、パスツール研究所等、＜日本側＞理研、東工大、東

大等が参加し、フュージョン・テクノロジーセンターを設置予定である 。1  

 

延世大学校（Yonsei University）  

大学の包括的な戦略である「Yonsei Vision 2020」にて、国際化を重要項目の一

つとして位置づけている。「グローバル5-5-10（5年以内に、少なくとも5つの領

域で、世界のトップ10に入る）」を目標として掲げ、 国際課、国際学研究科、関

連研究施設及びそれらの統括組織として新設された国際委員会が主体となって国

際化を推進しており、Office of International Affairs(OIA)は外国人教員と留学生に対

するワンストップサービスも実施している。委員会が行う評価では、「外国人教

員数」「外国人学生数」「英語による授業の数」が指標とされ、部局ごとに行わ

れる評価では、国際活動を行うセンター組織等の評価が行われている。これらの

指標は活動改善につなげるためのシステム作りに反映されている。 

 

高麗大学校（Korea University）  

学長等、トップレベルで国際戦略を立案しており、2003年策定の「Global KU プ

ロジェクト」において、国際化に関する項目を設定している。近年、英語による

授業数が急激に増加しており、（2001年：10％→2007年現在：35％）それに伴い、

教員の雇用・昇進に際しては、英語で授業ができることが必須項目となっている。

学生交流推進の一環として、ブリティッシュ・コロンビア大（カナダ）、早稲田

大等、関係の深い大学と連携した「グローバル・キャンパス」構想を掲げ、職員

の海外派遣に関しては、ベンチマーキングを実施している。現在までに、延べ100

名の職員が派遣され、派遣された職員は、その成果を学長に報告し、そこで示さ

                                                  

1 2008 年 7 月 8 日、漢陽大学にて FTC 開所式が行われた。

http://www.riken.go.jp/r-world/info/info/2008/080701/index.html 
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れた提案が大学運営に活用されることもある。 

 

慶熙大学校（Kyung Hee University） 

大学の国際交流については一元的に国際交流所長が管理しており、この承認を

もとに各学部が国際交流課題（共同研究、セミナー、研究者交流など）について

企画を行う。国際交流部は、各学部の国際化の状況の評価を行っており、特別の

予算を行使し、状況に応じて追加的な予算措置を行うことができる。評価にあた

っては、交流の実績（交流人員、セミナー開催数、留学生数、単位の取得助教等）

を勘案して検討しており、宿舎の整備に関しては、大学が敷地を提供し、民間企

業（LG）が整備する手法をとっているものもある。 

 

浦項工科大学校（Pohang University of Science and Technology, POSTEC）   

2010年までに全ての授業を英語で行う計画であり、現在の実施率は、大学院レ

ベル50％程度、学部レベル30％程度である。大学の予算の1/3程度の基金を通じて、

民間企業が出資しており、民間企業の意向を尊重した運営を行う上で国際化は不

可欠な要素である。共同研究を行う際には、大学に対し間接経費を納めることと

されており、企業との共同研究の場合には20％程度、国の機関との共同研究の場

合には10％程度の割合が多い。 
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（ⅳ）平成 20 年度海外調査報告（米国 NAFSA） 

NAFSA 2008 Annual Conference and Expo  米国国際教育者協会2008年年次総会（報告） 

Advancing Campus Internationalization: Integrating Institutional Review and Learning 

Outcomes と本ワークショップで事例として挙げられた大学のセッション 

(2008年5月25日と27日)  

出張期間 2008年5月25日～30日 

用務先 米国 Washington Convention Center (Washington

報告者 太田 浩

 

（１）背景 

このワークショップとセッションは、キャンパスの国際化を促進しようとして

いる米国の大学の上層部や全学的なチームに対して、各種の会議、出版物、プロ

グラム等を通して支援を行っているAmerican Council on Education（ACE）が中心

となって実施された国際化推進に関する全学的なレビューと学習成果をテーマと

したワークショップであった。  

前提として、米国の大学は国際化という場合、教育の国際化にきわめて特化し

ている傾向があることを理解しておく必要がある。 

ACEの大学国際化支援事業のサイト(Center for International Initiatives) 

http://www.acenet.edu/Content/NavigationMenu/ProgramsServices/cii/index.htm  

 

（２）ワークショップ・セッションの概要/提言 

a.  国際化に対する全学的（統合的）なアプローチ   

国際化に対する全学的（統合的）なアプローチとは、大学が国際化のために何

を行っているかを現状分析（国際化に関する活動を洗い出すためのレビュー）を

するところから始まる。次に、大学が国際化のために行っている活動のインパク

トをよりよく理解するために、グローバルな観点から学生の学習成果とそれを評

価する手法を開発する必要がある。そして、上述のレビューの結果と学習成果を

統合したものが、戦略的な国際化計画へと結びつく。  

 

b.  国際化のレビュー 

国際化のレビューとは、①キャンパスにおける国際化またはグローバル化のた

めのイニシアチブが果たした実績を評価する、②国際化計画のための基盤となる

情報を収集し分析する、③相乗効果に影響する強み、弱み、格差、そして可能性

（将来性）を識別する、そして④全学的に教職員・学生を国際化に関するディス

カッションに関与させるためのプロセスといえる。 

 

c.  国際化のレビューを行う意義 

 国際化のレビューを行う意義としては、①現状分析と資源投入への重点（優先）

分野の明確化（中期計画への達成への支援）、②建学の精神・理念の再認識、③
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 日本学術振興会 大学国際化支援本部 調査研究ア

ドバイザー 

, DC) 



 

大学の優位性と国際化のリンク、④国際化を阻む障壁の可視化、⑤レビュー結果

（成果）の貴族と透明性（公開）の確保→結果を議論する学内コミュニティ（共

有化）、⑥自己評価・自己改善の学内文化醸成（何のための評価か）などが指摘

される。  

 

d.  国際化のレビューでの対象 

国際化のレビューでの対象としては、①教育機関としてのコミットメント（ミ 

ッション、ゴール、ビジョン）、②国際化のための大学としての環境整備、③組

織やポリシーの構造、方針、実践、④カリキュラムと課外活動、⑤海外留学と海

外研修（インターンシップを含む）、⑥外国の大学との連携、⑦キャンパス・カ

ルチャーと教員の知識・関心、⑧個別（国際化へ向けての活動）の構成要素間の

相乗効果と関連性等が挙げられる。 

 

e.  グローバルな観点からの学習成果の明確化とレビューの過程 

グローバルな観点からの学習成果を明確に抽出することは、国際化のレビュー 

過程に以下のような効果をもたらす。①アドホック（場当たり的な）アプローチ

からの脱却を推進する、②カリキュラムやその他のインプットと学生のための望

ましい成果の間の整合性を図るための指針を提供する、③利害関係者に大学の活

動のインパクトを理解させる、④質的な改善（進歩）の文化を醸成する、⑤認証

評価機関を納得させる、⑥国際化計画における活動の優先順位をつけられるよう

になる。 

 

f.  学習成果とそのアセスメントがもたらす課題 

学習成果とそのアセスメントによって取り組むべき基本的な課題として、①学

生に何（知識2、スキル3、考え方4）をどう学んでもらい、何が出来るよう（レベ

ル）になってほしいか、②学生がどこでそれらの知識、スキル、考え方を習得で

きるか、③学生が実際にこれらの知識、スキル、考え方を習得した（学習成果が

上がった）ことを証明するものは何か、④成果を実際に活用するのは、卒業後、

実社会に出てからであるため、その準備として、在学中に学外での学びの機会（イ

ンターンシップや留学、海外研修）をどう提供できるか、などが挙げられる。 

 

g.  戦略的プランへの移行  

戦略的プランへ移行するためには、①プラン策定の過程を理解すること、②特 

別なチームを編成し、そのチームに戦略的プラン策定の委任をする、③自大学の

                                                  

2 諸外国に関するさまざま事情、グローバルな課題に対する理解、異文化理解、自分の

文化に対する理解。 
3 上記の知識を基に的確に活用できること、外国語によるコミュニケーション能力と異

文化間コミュニケーション能力、それらを多様な場面で的確に使える技術。 
4 異文化の言語、芸術、宗教、哲学を尊重し、理解しようとする姿勢、異文化を受入れ、

文化的な多義性に寛容な姿勢、国際的な（異文化的な）経験を積極的に得ようとする姿勢。 
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文脈にあうようにプランを位置づける、④国際化のレビュー過程から導き出され

た提言を進展させる、⑤プランの中での優先順位を付け、それの支援を構築する

ことなどが重要である。 

 

h.  戦略的プランの要素 

戦略的プランの主たる要素としては、①国際化への明確なビジョン、②戦略的

目標、③パフォーマンス指標（成果としてあげる事項と達成の証拠）、④時系列

に基づく、詳細なアクション・プラン、⑤責任を持つ役職（役員や理事）の明確

化、⑥財政的裏づけなどが挙げられる。 

 

i.  戦略的国際化プラン策定の段階的プロセス 

戦略的国際化プラン策定の段階的プロセスとしては、以下の15段階を提示した 

い。①国際化の重要性、喫緊性を主張する、②役員、理事等で国際化に熱心な、

いわゆる国際化推進派を見つけ出す、③戦略的国際化プラン策定のためのチーム

（委員会）を編成し、チーム構成員間のコミュニケーションの取り方（議事日程

等を含む）を決めると共に、役員または理事からそのチームにプラン策定のため

の素案作りを委任する、④全学的な目標やミッションを再確認する（そもそも全

学的な目標やミッションは国際化、グローバル化への対応を意識したものになっ

ているか）と共に、国際化に向けた共通のビジョンを練り上げる、⑤各チーム構

成員の役割分担や担当を明らかにし、チームとしての作業日程を決める、⑥グロ

ーバルな観点からの学習成果を明確に表す、⑦国際化のためのレビューを実施す

る（国際化に関する基礎的な数値データの収集を含む）、⑧自大学の強みと弱み

を分析し（隠れた資源や実績を明らかにする）、報告書を作成する、⑨ピア・レ

ビューのチームを招聘し、現状分析の報告書に対する助言をもらう、⑩グローバ

ルな観点からの学習成果をアセスメントするための計画を作り上げる、⑪戦略的

国際化プランの素案（国際化に関するビジョン、ミッション、定義を含み、併せ

て、各部局、教育課程、事務局、学生支援サービス、研究、学外への情報発信や

地域貢献事業をまたいで、相乗効果を促すような国際化プランであること）を作

成し、理事会等の審議を経て、正式に戦略的国際化プランの策定とする、⑫戦略

的国際化プランを達成するために、時系列に基づく、項目別のアクション・プラ

ン（できれば数値目標を入れる）を作成する、⑬戦略的国際化プランに掲げられ

た各項目に対する責任者を割り当てて（任命し）、担当する項目の進捗状況をモ

ニターさせる。⑭ピア・レビューのチームや第3者評価機関を招聘し、戦略的国際

化プランに基づく取り組みについて評価をしてもらう（改善案の提言を含む）、

⑮その外部評価を基に改善プランを作成し、実行する。⑯国際化への取り組みが

定着し、国際化に関する学内の認識、意識、姿勢が積極的になる。 

 

j.  戦略的国際化プラン推進のための助言  

戦略的国際化プラン推進のための助言として、以下の12点を指摘したい。①学

長、副学長のリーダーシップ→大学全体のコミットメントは必要不可欠、②小さ
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い成果でも認める、③すぐに結果がでるところから手をつけ、改革（変革）の成

果を共有する、④国際関係部署（国際化を担当する部署）を理事、役員の直轄に

位置づける、⑤改革（変革）には時間がかかるものがあるということを認識する

（忍耐が必要であり、また達成できなかったことに対する部分的な評価をするこ

とが重要：結果だけでなく、過程や努力も評価する）、⑥成果への過程を明らか

にするためのデータを収集し、それを分析することで、その過程のどこまで達成

できているかを可視化すること、⑦結果（成果と不成功）に対して、誰が責任を

持つかを最初から決めておくこと、⑧国際化の過程の分析は改善への目的と一貫

性をもたせること、⑨国際化に向けた取り組みについての現状分析では、自大学

が何をしているかを挙げるだけでなく、なぜそれを行っているかを分析すること、

⑩国際化の評価では既存の評価制度との統合を図り、評価疲れ・負担を回避する

こと、⑪ピア・レビューやベンチマーキングなどの手法を活用すること、⑫学生

の課外活動も国際化の対象とすること。 
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（ⅴ）平成 20 年度海外調査報告（米国 AIEA） 

2009 年 AIEA5(Association for International Education Administrators)年次総会 

出張期間 2009 年 2 月 22 日～25 日 

用務先  米国 アトランタ CNN センター内 Omni ホテル 

 

（１）趣旨 

AIEA(Association for International Education Administrators)年次総会は、国際的な

教育活動や学生の海外への交流、国際協力に関する取り決めなど、様々な議題の

元に開催されている総会である。平成20年度は“International Education: Engaging 

Communities”をテーマに米国アトランタで開催され、加盟大学等の国際戦略に関す

る優良事例報告や意見交換を行った。（以下はその報告である。） 

  

（２）関係機関や大学の概要 

a.  大学本部を中心とした組織全体での国際化への取組 

 各大学における国際化への取組については、組織全体が戦略的に行っていくこ

とが重要であるとの共通認識がある。すなわち個別の教育・研究活動への支援で

はなく、戦略的な大学間連携や協定締結を行うことで、その大学のもつ、Hard Power, 

Soft Power等を最大限に活用することが可能となる。 

そのためには全学的な国際戦略本部を立ち上げる必要がある。Vanderbilt大学

International Officeの立ち上げと経緯に係る事例報告においては、大学の幹部や教

員の理解を得ることと、明確かつ柔軟な国際戦略を策定する重要性が協調された。

国際戦略策定により、質の高い教育研究活動を効率的に発信することが可能とな

るが、関係組織を統括し、広報媒体の構築する負担が大きいという背景がある。  

また、具体の戦略遂行にあたっては、国際業務を担当する職員が不可欠である。

具体的には、国際活動のための外部資金獲得のための申請や他機関との協定締結

のための手続きには輸出規制等に関する知識と経験が必要となる。国際業務担当

職員の養成に関しては、フルタイムの専任スタッフの雇用による協働体制の構築、

国際化に関する書籍やコンサルタントの利活用、国際会議への積極的な参加や大

学近隣の地元コミュニティーとの連携強化等の事例が各大学より報告された。 

 

b.  経済、財政状況に対応した国際化  

昨今の株価暴落や不況が国際高等教育へ深刻な影響を及ぼすことが報告されて

いる。その中で、いかに各大学が対応していくかが共通の課題となっている。そ

のような課題の対応策として報告されたのは、①予算削減と将来への投資の適切

                                                  

5 AIEA (Association of International Education Administrators)とは、高等教育の国際化の展

開を進める大学が連盟し、1982年に発足した団体である。主な目的は以下の通り。  

① 全てのレベルにおける教育の国際化に関する問題について提言を行う。  

② 高等教育機関内の国際教育プログラムや運営を改善し促進する。  

③ 国際的な教育機関のリーダー内で、専門家ネットワークを形成・維持する。  

④ 他の同様の関心を有する機関と優良な方策を協働する。 
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なバランス配分、②収入源の多元化である。①については、経済の停滞が政府の

税収に影響を与え、高等教育への予算配分に影響が及ぶまでにはタイムラグがあ

る一方で、為替レートの変動は留学生により大きく直接的な影響を与えることを

考慮する必要がある。②収入源の多元化については、商業的戦略に基づき積極的

に留学生獲得を行っているオーストラリアの大学の事例紹介を通じて、留学生の

授業料収入を運営費に充てる方策や、同窓会や国際的銀行との協調、外部資金の

獲得方策等がある。また、国際活動に必要な資金を、本部や部局の経費、研究資

金、パートナー機関の資金等で分担してまかなっていく方策も効果的である。 

  

c.  コンソーシアムの利活用  

複数の大学が国際的に連携し国際展開を図る動きが高まっているが、その活動

状況は様々である。  

名古屋大学とノースカロライナ州立大学によるAC21の紹介では、加盟校全てが

コンソーシアムの活動に参加できるようにする調整役の重要性が明らかにされた。

学生の交換プログラムやサマープログラムの実践例を受け、コンソーシアムに加

盟するメリットについて参加大学の関心は高い。ニューヨーク州立大学（米国）

と国際ヨーク大学（カナダ）による国境を跨いで隣接する研究型大学間での研究

者交流を目的としたコンソーシアム設立についての紹介では、Provostクラスのリ

ーダーシップによりMoU締結までの課題、問題点、将来の展望について説明が行

われたが、リーダーシップにより国境地帯にある他の研究機関の参加を促すこと

ができた一方で、米国、カナダ双方のスタンスの違いもあることから、今後対象

範囲を拡大すべきか、新規加盟校に申請を課すか招待を出すべきかという課題も

指摘された。 

 

d.  留学生の受入等国際交流の支援方策  

留学生獲得については多くの大学がその発表で触れられ、留学生獲得のための

方策や具体の取組例が示された。  

留学生獲得に際して、各大学が共通して取り組むべきものとして、WEBによる情

報発信の重視や危機管理の必要性が指摘された。  

前者については、インドにおけるオンラインでの学生募集の現状について報告

があり、ネット人口こそ多いものの普及率が極めて低いという同国の特徴を踏ま

え、ニーズに応じたきめ細かな情報を提供するサイトの構築が有効である等の具

体の提案がなされた。  

後者の危機管理については、アメリカにおける国際教育に大きな影響を与えた

ヴァージニア工科大学及び北イリノイ大学で起きた銃乱射事件を元にした取組事

例の報告では、万が一の自体に備えて、留学生から事前に必要な情報を収集する

とともに、通訳等必要なリソースを適宜更新しておくとともに、職員に対する訓

練が非常に大切であると強調された。また、ホームページで海外渡航者向け危険

情報を提供すると共に、5段階に分類した危険レベルに応じて、渡航者の安全確保

のための規約・手順を定めている事例も報告された。ケニアで暴動が起こった際
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には、現地の危険レベルや研究者の海外経験を元に、渡航プログラムを実施する

かどうかの決定がなされた。  

その他各大学が個別に行っている取組例として、留学生に関連して国際化を進

めるにあたり、留学生をキャンパスに集める方法、キャンパス自体が海外に出て

行く方法の2種類があり、UAEにキャンパスを設置しているジョージ・メイソン大

学及び“INTO”というエージェントを利用し留学生数の増加をねらうオレゴン州立

大学の事例紹介が行われた。  

ジョージア工科大学では、米国から外国への留学を奨励するために、カリキュ

ラムの中に海外経験を組み込んだり、単位互換を行っている。Emory大学は理系の

厳しいスケジュールを縫って、卒業を遅らせないように、１セメスターや夏期に

海外経験をさせようとしている。またPaul Simon Actにより、米国の学部学生留学

を増やす動きに対応して、ヨーロッパの大学が、短期（１セメスターや夏期）受

け入れプログラムを検討している事例が紹介された。その一例として、Cattolica del 

Sacro Cuore大学（イタリア）からは、単位互換も含めた種々のプログラムを提供

しているとの報告があった。  

 一方、見込み通りの学生を得られなかったブランチキャンパスの設置の失敗例

として、ニューサウスウェールズ大学の事例を元に問題点等が紹介された。その

中では、本校のカリキュラムをそのまま移行するような方法やブランチキャンパ

スの設置が容易な収入源となるという考え方はすでに通用しないという事が強調

された。 
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