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２．海外調査 

 

大学の国際化に係る海外の動向の把握にあたっては、大学国際化戦略委員会

の意見を参考としつつ、主に以下の 3 つの方法により実施した。 

 ①海外の大学等への訪問調査 

 ②経済協力開発機構（OECD）／科学技術政策委員会（Committee for Scientific 

and Technological Policy： CSTP）／科学技術人材問題等専門家会合

（Steering and Funding of Research Institutions：SFRI）「研究者の国

際流動性に関するワークショップ」への参画 

 ③JSPS海外研究連絡センターを活用した大学国際化支援に資する情報の収集 

 

（１）海外の大学等への訪問調査 

   教育、研究の両面において急速に進む「ヨーロッパ化」の流れの中で大学

の国際化に取り組んでいるヨーロッパの大学、とりわけ言語に関して日本と

共通の課題を持つ非英語圏の大学の調査をまず実施することとした。１．で

述べたようにヨーロッパにおいては各機関レベルだけでなく政府レベルでの

大学国際化への取組が重視されていることから、政府関係機関も調査対象と

した。 

   大学については当該機関の国際戦略・国際化を担当する責任者へ、政府機

関については大学の国際化に係る政策担当者へのインタビュー調査を基本と

した。平成 18（2006）年 2 月 12 日～19 日に、フランス、オランダの大学、

政府関係機関等を訪問した。調査結果の詳細は巻末の参考資料を参照。 

 

  

 

フランス、オランダ調査結果概要 ＜第３回大学国際化委員会報告資料＞ 

 

ボローニャ・プロセスに沿った高等教育の急速なヨーロッパ化の動きの中で、フラ

ンス、オランダともに、「大学の国際化」は政府レベル、各大学レベルにおいても喫緊

に対応すべき課題として強く意識され、様々な取組が講じられている。注目すべき点

としては以下のとおり。 

 

１．フランス 

（１）政府機関 

① 教育研究省 

 ・ ４年間の契約制度について大学と教育研究省が協議。近年の契約更改時には「国際

化」が重点事項の一つ。 

・ 博士課程を中心とした学生、研究者の流動性を促進するために在留期間の長期化、

大学卒業後の就労ビザへの切り替えの簡素化を盛り込んだ入国管理法の改正案が

議論されている。 
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 ② 外務省 

・ 平成 17（2005）年、仏政府全体として、大学、研究機関、民間企業との連携によ

り特色のある地域クラスターの形成支援を行う”Competitive Clusters”を開始。

（例：リヨン：がん研究、グルノーブル：ナノテク、トゥルーズ：航空宇宙工学）

これらの地域拠点を核に国際連携を推進することとしている。 

 

（２）グランゼコール 

① エコール・セントラル・パリ（ＥＣＰ） 

・ 工学分野のグランゼコールの一つ。特徴として厳しい入学選抜、研究に密接した

高いレベルの教育、企業との密接な協力関係、国際教育の重視が挙げられる。 

・ 「国際化」は第１優先の課題。国際化ポリシーは海外の国際教育機関の動向調査

や産業界のニーズの集約。実際の国際関係業務は各部局で実施。 

・ ＥＣＰが設立した T.I.M.E (Top Industrial Managers for Europe)というコンソ

ーシアムを活用し、修士レベルにおけるダブルディグリープログラムを推進。日

本の大学では慶應義塾大学、東北大学との間で実施。 

・ コアコースでは海外を含むインターンシップ（６週間～半年）が必修。日本では

石川島播磨工業（IHI）へ派遣。 

・ 学生交換に際しては、双方の機関において語学コースを用意し、事前に当該派遣

国の言語を十分に習得することを義務付けている（研究活動において英語の使用

は一般的であるが、教育プログラムはフランス語で行うべきとのポリシー）。 

 

（３）大学 

 ① パリ第１大学 

・ 大学全体として国際化に関する危機感あり。「国際的な大学」としてのイメージは

重要。 

・ 教育課程はフランス語使用が原則。留学生向けに１年目：英語、２年目：仏語に

よる修士プログラムを提供。 

 ② パリ第４大学（ソルボンヌ大学） 

・ 平成 17（2005）年 12 月に学長のリーダーシップの下、国際化推進運営委員会を

設置。運営委員会のメンバーである教員２０人はそれぞれ地域別エリアを担当。 

・ 平成 18（2006）年 – 平成 21（2009）年 の中期計画においては、外国人留学生・

研究者とフランス人学生・研究者とのインテグレーション（統合）を基本的な目

標としている。 

  

 ２．オランダ 

（１）NUFFIC（ヌフィック: Netherlands Organization for International Cooperation 

in Higher Education）  

・ オランダの大学関係者、外国人留学生・研究者が利用できるヘルプ・デスクを開

設。入国管理・移民手続き関係での利用が多い。 

・ EU 委員会が主導する ERA-MORE（The European Network of Mobility Centers: 欧

州研究者流動化ポータル）の一環として、研究職求人、フェローシップ、研究助

成や健康保険、年金、家族、宿舎等の実用的なデータベースの構築を行っている。 

・ 国際関係業務に関する大学職員対象の研修を実施 
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＜オランダ教育省の国際化に関するポリシー・ペーパー（平成 16（2004）年 11 月） 

における重点事項＞ 

① 欧州高等教育圏の強化 

② 国際化のメインストリーム化を図る 

③ 量から質への強化 

④ ブレイン・サーキュレーションの促進 

 

（２）大学 

 ① アムステルダム大学 

・ 各部局等で国際関係業務を行う分散型体制（メインストリーム・モデル） 

 

 ② ライデン大学 

・ 従前は大学の外郭団体として”Leiden World Wide”を中核とした国際活動を展開

していたが平成 17（2005）年に体制を見直し、大学内部へ業務を回帰。 

・ 豪州より Robert Coelen 氏を国際担当副学長に迎え、学長直結型の本部体制（セ

ントラルオフィス）を整備。副学長が各部局の国際活動に関する企画・コンサル

タント機能を果たしている。 

・ 平成 17（2005）年 4 月に新たな国際戦略を策定・公表（”Focusing on Talent”） 

 

 

 

（２）OECD/SFRI ワークショップへの参画 

  ①概要 

  OECD 科学技術政策委員会に設置された科学技術人材問題等専門家会合

（SFRI）における研究者の国際流動性に関するワークショップ（Workshop on 

the International Mobility of Researchers）が平成 19（2007）年 3 月、OECD、

文部科学省、JSPSの主催により開催された。 

   このワークショップは、良好な頭脳循環（Brain Circulation）を起こして

いくための政策の可能性を議論するために開催された。具体的には研究者の

国際流動性を高めるための、各国における政府レベル、機関レベルの取組に

関する情報を収集し、その効果を分析する等して、政策の好事例集を取りま

とめ、各国における今後の政府立案等の参考にすることを目的としている。 

   本ワークショップは本事業の委託者である文部科学省の強いイニシアティ

ブにより日本主導で開催するものであり、大学国際戦略本部強化事業そのも

のを、研究者の国際流動性を向上させるための特色のある政府レベルの取組

の一つとして各国へ紹介した。また本事業に採択されている大学等 7 機関が

機関レベルでの大学国際化を通じた研究者の国際流動性に係る取組を発表し

た。 

 

②JSPS調査「研究者の国際流動性：各国/各機関の取組に関する調査」 

   ワークショップに先立ち、文部科学省と JSPSは、科学技術分野における人

的資源の国際的な流動性の現状を知るひとつの手がかりとすべく、研究者の
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流動性を促進するために実施している政策や取組等の実際に関するウェブ調

査を、国及び機関という二つのレベルにおいて実施した。 

調査の概要は、巻末の参考資料のとおりである。 

 

   ③ワークショップにおける議論の概要 

平成 19（2007）年 3 月 28 日に行われたワークショップでは、主として、(1)

研究者の国際的な流動性の規模、方向性、推進力、(2)研究者の国際的な流動

性を高めるための課題と選択肢、(3)各国における政府および大学・機関レベ

ルでの政策的取組の概観（ケース・スタディ）の 3 点について、発表ならび

にそれに基づく議論がなされた。 

研究者の流動性は、国際的な人口移動と同様に非常に複雑な現象であり、

その規模の大きさ、期間の長短、流動の形態、移動先、動機などが実に多様

かつ複合的に絡み合っている。よって、研究者の需要と供給、研究者の流動

化に対するプルとプッシュ要因、頭脳流失と獲得というような単純な図式だ

けで説明できるものではない。また、流動性の誘因を強化するために、金銭

的な刺激策（奨学金や助成金、税制上の優遇措置等）は確かに必要かつ重要

なものであるが、それが最優先事項とは言えない。 

研究者の国際的流動性をめぐる政策的背景や課題（意図した結果と意図し

なかった結果等）について、各国の見解が表明された。イノベーション創出

のためには、高度人材を世界中から集めることや高度人材の国際的な交流・

循環を図ることが重要であり、それが国の競争力・研究力向上につながる、

という点では、各国の認識がほぼ一致していた。しかしながら、同時に、先

進国を中心に人口構成の変化等を背景として、海外からの高度人材の流入・

帰国及び獲得（定着）を促進させる政策が近年（特に 90 年代以降）活発化し

ていることから、”Talent War” といった国際的な人材獲得競争が激化して

いるのではないかという問題提起がなされた（これに対し、米国、豪州等は、

政府レベルで特別の頭脳流入策などは講じていない、あるいは講じてもその

有効性に問題があるという観点から、研究者は個人的かつ自発的意思で研究

する場所を選択するのが通常であろうとし、”Talent War” という現象が起

きているという事を、ことさらに強調するのは不適当ではないかとの見解が

示された）。 

研究者の流入・帰国を増進させるための重要な誘因のひとつは、研究者に

対してより魅力的な研究環境を提供することである、という意見が多数であ

った。この点から、COE形成、クラスター育成のような科学技術関係施策の重

要性が、多くの国々から述べられた。研究者の流入促進のため伝統的に行わ

れているフェローシップやグラントに関しては、(1)若手研究者のみならず既

に確立した「スター研究者」やシニア研究者を対象としたもの、(2)（研究者

の一方向への移動のみが増えるのを避けるため）双方向的な研究者交流を行

うことを前提とするもの、(3)欧州やアフリカ等では、地域（大陸）内の研究

者交流を意図したもの等が政策的なトレンドとして報告された。その一方で、

フェローシップやグラントを利用できる度合いや流動化に伴うコスト負担に
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関しては、発展途上国が不利な状況にあるという公正性の問題も指摘された。 

また、金銭的なインセンティブ付与以外の研究者流動性拡大・多様化政策

としては、(1)大学・機関レベルにおける外国人研究者とその家族を対象とし

た社会生活や異文化適応に関する支援サービスの提供（特に非英語圏におい

て）、(2)在外の自国研究者と国内の研究者・機関とのネットワーク化、なら

びに外国人研究者と彼らを受け入れた研究者・機関との帰国後のネットワー

クの維持（これらには、IT を有効に活用したヴァーチャルなネットワーク形

成を含む）、(3)研究者向けの特別な入国管理制度・査証制度上の優遇措置（移

民政策や経済産業振興政策との連携）、(4)社会保障制度の可搬性の向上、(5)

国際的な移動後のキャリア支援（特に若手研究者を対象としたもの）等が主

な政策として報告された。さらに、大学等外国人研究者を受け入れる機関の

国際化の重要性が指摘され、日本の取組として大学国際戦略本部強化事業が

紹介され、その採択機関である九州大学からアジアの大学との研究者交流を

戦略的に推進している事例が発表された。 

研究者流動性に関する研究については、データ収集・分析に関する事例が

紹介された（ノルウェーと豪州）。量的なデータの充実とともに、質的なデ

ータの収集とプロセス理解の重要性が指摘された。 

上記のような議論を踏まえ、OECD事務局側から、(1)研究者の国際的な流動

に関する適正な量的水準はどの程度か(10％という説が示された)、(2)短期的

な研究者の流動と長期的な流動との間のバランスはどの程度であるべきか、

(3)若手研究者の流動とシニアな研究者の流動との間のバランスはどの程度

であるべきか、というような量的な水準やバランスについての問題提起がさ

れた。また、流動化に伴って得られる訓練、経験、技術、専門的知識のある

べきレベルやそれぞれのバランスについても問題提起された。これらの課題

に対しては、研究者の国際的流動性を規定する大きな要因として、研究者自

身の個人的な選択という側面が強いので、このことを念頭においた分析を今

後行うべきであるという指摘がされた。討議の結果としては、国によって、

おかれている状況や文脈がかなり異なっているので、国際的な流動性の適正

な水準、というものを OECDでセットすることは難しいだろうという意見が大

勢であった。 

なぜ研究者の国際的流動性が必要なのか、どのような国際的流動性が具体

的にどのような利益を生むのか、改めて確認しておく必要があるという意見

も出された。研究者同士の間では、そもそも国境の感覚が希薄で、研究者個々

人の国際的なネットワーク、共同研究が流動化の根拠になっていることが多

いことから、流動性を向上させたり阻害したりする人為的な操作（政策的介

入）が難しいのではないか、という見解も示された。 

その後、OECD 事務局より、日本、豪州、カナダ、南アを対象として実施し

た研究者の国際的流動性を高めるための諸施策に関するパイロット調査の結

果が報告され、これに引き続き OECD各国向けの調査を今後実施したいとの打

診がなされた。続いて、日本から、文部科学省が JSPSの協力を得て実施した、

研究者の国際的流動性を高めるために各国の政府関係機関や主要大学が講じ

91

Ⅳ 大学の国際化に係る海外の動向 

日本学術振興会 



 

92 

た諸施策に関する調査結果が報告された。この際、日本の当該調査の結果は

不完全なものであるが、様々な政策動向が浮かび上がってきており、これも

参考にしながら、OECD としての正式な調査を実施すべきではないか、との問

題提起を日本が行った。 

これに対して、パイロット調査の結果は非常に興味深く、各国における流

動性促進に関する政策立案を支援する意味で、OECD 各国の政策の成功した事

例を集約することは有意義であるという意見が述べられた。また、各国でど

のような施策が行われているか、というだけではなく、どのような施策が成

功しているのか、あるいは成功していないのかという点が分かる資料ができ

ると、各国政府には極めて有意義であるという意見がだされた。英国では、

研究者の国際的流動性に関する各国の政策動向を分析しているが、どの政策

が有効なのかという評価に関わる情報を得ることは極めて難しく、大きな課

題となっている。さらに、政府レベルだけでなく、研究者コミュニティー内

部の動向も調査すべきであり、その際には、長期の流動性か短期の流動性か

という期間の問題も調査の対象にしてほしいという要望があった。 

 

 

（３）JSPS 海外研究連絡センターを活用した情報収集 

  JSPS の海外研究連絡センターにおいて設置国・地域における大学の国際化

に関する情報を収集し、本事業の Webサイトを活用して情報発信している。 

   平成 19（2007）年 3 月現在で計 48 本のトピックスを掲載しているが、特色

ある事例として以下を挙げる。

 

 

○『米国国立衛生研究所（NIH）の科研費について 

－外国機関が採択されるための条件－』  【JSPS ワシントン研究連絡センター】 

米国国立衛生研究所（National Institute of Health:NIH）が交付する科研費は、

米国の大学や研究機関に限らず、海外の機関も申請可能。 

外国機関が採択されるためには、①世界でその申請機関だけが取り組むことがで

きる研究内容であるかどうか、②その研究の成果が米国の医学生物学、米国人の健

康、生命にどのような利益があるか、の 2 点が最低条件となっている。 

 

○『MIT とシンガポールが共同で新たな大型研究センターを建設予定』 

【JSPS サンフランシスコ研究連絡センター】 

マサチューセッツ工科大学(Massachusetts Institute of Technology：MIT)と

National Research Foundation of Singapore は、平成 19（2007）年にシンガポー

ルに新たな大型研究センターを建設する予定であることを発表。新たに建設される

予定の The Singapore-MIT Alliance for Research and Technology (SMART) Center

は、科学技術の最先端分野にあるシンガポールの世界的な研究者と MIT 間の交流の

ための知的ハブとして機能することが期待されている。 

 

92

大学国際戦略本部強化事業（研究環境国際化の手法開発） 

大学の優れた国際展開モデルについて（中間報告書） 

日本学術振興会 

 



 

93 

○『大学院生に海外での研究機会を提供（プリンストン大学）』 

【JSPSサンフランシスコ研究連絡センター】 

プリンストン大学では、社会科学分野の大学院生を対象にした海外派遣プログラ

ム「The new Global Network on Inequality」を実施。社会学及び政治学を専攻す

る大学院生に対し、Sciences PO や London School of Economics 等海外一流の研究

機関における研鑽機会の提供に取り組んでいる。 

 

○『AvH らが「国際的な大学」コンテストを平成 18（2006）年より開始 －選定校には 

“Welcome Centre for internationally mobile researchers”の称号を－』 

【JSPS ボン研究連絡センター】 

アレクサンダー・フォン・フンボルト財団 (The Alexander von Humboldt 

Foundation: AvH)が、ドイツテレコム財団(Teutsche Telekom Foundation)及びド

イツ学術のための寄付協会(Stifterband fur die Deutsche Wissenschaft: Donors’ 

Association for the Promotion of Sciences and Humanities in Germany)と共同

で、ドイツ全国の大学を対象に、世界中の研究者にとって魅力ある「国際的な大学」

を選ぶコンテストを平成 18（2006）年から開始。 

なお、第１回大会では国内 32 の大学が参加し、選考の結果、ボッフム大学、ボ

ン大学、マールブルク大学が選定された。 

 

○『英国の高等教育における国際化』      【JSPS ロンドン研究連絡センター】 

平成 18（2006）年 5 月 10 日～12 日に英国ウォーリック大学にて「高等教育にお

ける国際化」が開催（主催：ロンドン大学 Institute of Education）。本講座に参加

した JSPS ロンドン研究連絡センターより報告が寄せられた。 

 

○『スウェーデン高等教育庁が平成 18（2006）年 5 月 22 日に発表した 

レポートについて』          【JSPS ストックホルム研究連絡センター】 

平成 18（2006）年 5 月 22 日にスウェーデン高等教育庁がレポートを発表。スウェ

ーデンにおける博士号取得者の減少や、大学入学志望者に占める外国人学生の割合

の増加等、近年のスウェーデンの高等教育に関する現状についてまとめられている。 

 

○『フランスにおける大学再統合の動きについて』 

【JSPS ストラスブール研究連絡センター】 

平成 15（2003）年に上海交通大学が発表した大学ランキングにおいて、フランス

の大学の順位が芳しくなかった原因の一つとして「フランスの大学の細分化」が考

えられている。国民教育・高等教育・研究省による提案もあり現在大学の統合が進

んでおり、総合大学を創設することによって学生に国際的なカリキュラムを提供し、

海外の優秀な頭脳獲得に向け門戸を開こうとする動きが活発化している。 

 

○『「European Higher Education Fairs（EHEF、欧州留学フェア）」がバンコクで開催』 

               【JSPS バンコク研究連絡センター】 

EC（欧州委員会）「Asia-Link Programme」の一環として、EduFrance（フランス
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政府留学局）、DAAD（ドイツ学術交流会）、Nuffic（オランダ高等教育国際協力機関）

及び British Council（ブリティッシュ・カウンシル）が共同で、平成 18（2006）

年 9 月よりアジア数カ所にて「European Higher Education Fairs（EHEF、欧州留

学フェア）」を開催した。 

なお、平成 18（2006）年 11月 10日にはタイ・バンコクにて本フェア（及び Asia-Link 

Symposium）が開催され、JSPS バンコク研究連絡センターが参加し、その様子が報

告された。 
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