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大学国際戦略本部強化事業 平成１７年度海外調査報告 

 

出張期間 2006 年 2 月 12 日（日）～19 日（日） 

用務先国 フランス、オランダ 

出張者  清浦  隆 国際事業部人物交流課長 

     小林 裕美 国際事業部人物交流課企画調整係長 

     太田  浩 一橋大学商学研究科講師／JSPS 調査研究アドバイザー 

 

フランス 

1.  仏国外務省国際協力・開発局 (Directorate General for International 

Co-operation and Development, French Ministry of Foreign Affairs) 

    http://www.diplomatie.gouv.fr/en/ 

  対応者： Andre SIGANOS 大学間科学交流担当部長 

       Michel-Louis PASQUIRE 国際交流担当官 

 

《背景等》 

・ 在京仏大使館大学間交流担当部門からの紹介。なお、SIGANOS 氏は、前在京仏

大使館文化参事官であり、日本の学術動向、JSPS 事業について見識が深い。 

・ 日仏間の学術交流事業として、ＪＳＰＳは、仏外務省と共同で、若手研究者の

共同研究のための支援事業（SAKURA、CHORUS）を実施している。 

   また、大学間交流事業としては、文部科学省「先導的留学生交流プログラム支

援制度（2005 年度で終了）」により、日仏共同博士課程プログラム（コンソーシ

アム間の学生交流）を実施している。 

《仏版の“地域クラスター”を活用した国際展開》 

・ ２００５年より仏政府全体として、大学、研究機関、民間企業との連携により

特色ある地域クラスターの形成支援を行う“Competitive Clusters”を開始。こ

れらの地域研究拠点を核に国際連携を推進することとしている。事業年数は、６

～１０年間。 

   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 

・ 背景には、セクターを問わず研究機関間の連携促進により、地域の科学技術コ

ミュニティ形成及び必要な分野の優先度の認識浸透を図ること。また、若手研究

人材の養成・確保の基盤形成の一翼を担うことがある。加えて、フランス全体の

科学技術分野における研究能力を効率的かつ集中的に高めることになる。 

・ 中央政府（教育研究省、外務省、経済革新庁等）及び地方政府が財政支援。 

《国際競争下・欧州化の中でのフランスの存在》 

・ 政府として、「フランスの魅力」を高めることが重要。 

・ 旧植民地であるアフリカのフランス語圏からの留学生が、母国へ帰国後の仏と

の関係維持の支援方策が必要。 

・ 一方、フランス政府が国際開発援助として、アフリカ諸国の現地で教育や研究

訓練を実施することで、各国の自立（キャパシティ・ビルディングへの支援）

を促進するとともに、フランスの価値を高めることができる。 

・ 国際協力事業においては、仏だけではなく、欧州や日本を含むアジア諸国との

複数国による支援事業形態を模索している。 
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2. 仏国国民教育・高等教育・研究省国際協力局 (International Affairs Bureau, 

Ministry of Youth, Education, and Research) 

    http://www.education.gouv.fr/index.php 

  対応者： Elie Cohen 高等教育省アドバイザー 

       Marc Melka アジア太平洋州担当官 

 

《背景等》 

・ 在京仏大使館大学間交流担当部門からの紹介。 

・ 欧州高等教育圏形成に向けてのボローニャ・プロセス導入により、仏の高等教

育学制の改革がなされた。 

・ ２００６年２月、仏の優先研究分野の振興・発展のために、ＡＮＲ（Agence 

Nationale de la Recherche）が設立された。ＡＮＲ事務局は、国民教育・高等

教育・研究省内に置かれている。 

《仏高等教育の近年の課題》 

・ 仏高等教育学制の改革－ＬＭＤ（学士３年－修士２年－博士３年）制度の導入。

大学・グランゼコール共に、次期学年暦から単位制度、セメスター制度等の新制

度へ移行。 

・ 学生流動性－９０年代に留学生数は一時期減少。９８年以降、政府として国際

戦略を強化。その結果、１３万人台から現在は約２６万人台へ増加。全学生数の

約１４％を占める。 

・ ＥＵネットワークの対応：エラスムス計画へ参加する仏学生数の停滞。 

・ 言語問題－フランス語と英語の使用度バランス。 

入学要件としてのフランス語能力ではなく、修了時のフランス語の獲得（成果

として）及び「（フランスだけでなく）欧州を学べる」（在仏中に他の欧州国へ留

学機会）へ意識変換・方策展開が必要。特に、修士・博士レベルにおいては、優

秀な学生獲得のために必要。フランス語そのものの海外でのプロモーションとと

もに、受入れた留学生に対する在学中のフランス語学習支援が必要。 

また、ダブル／ジョイント・ディグリー・プログラムの増加や英語によるプロ

グラム開発も必要。 

・ 労働市場において、フランス語の需要・魅力が下がるとは考えていない。英語・

フランス語＋α言語の人材の需要は高いと考えている。 

《契約制度による政府施策の反映》 

・ 高等教育制度の変革期の中、教育省と大学の間の明確な目的・目標の共有化が

必要。そのツールとして、教育省と大学間の財政・運営に関する契約制度（４年）

を活用。なお、この契約制度は、８０年代から実施されている。 

・ 契約事項は、教育、研究、国際活動、学生サービス、人事、財務、施設など大

学運営に関する全事項を対象。 

・ 大学が作成したプロポーザル（計画、成果指標、実施期間）を元に、教育省と

の協議が行われる。両者の合意までの過程において、財源の重点配分を含めて、

政府の重要施策や高等教育の目標・目的が反映されるように協議が続けられる。 

特に、近年の契約更改では、「国際化」を重点事項のひとつとしている。 

・ なお、この契約書に記載された事項は、終了時に評価を行う。 

《研究人材流動性への対応》 

・ ２月上旬に入国・移民管理法改正を提出しており、速やかな成立－３月成立を

目指している。今回の改正目的は、博士課程を中心にした学生、研究者の流動性
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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切替の簡便化等

を盛り込んでいる。 

・ 仏政府の施策の一つとして、若手研究者のキャリア形成・待遇改善の取組（新

法）に基づき、これまでの大学等の定員とは別に、今後３年間に 3,000 程度の研

究者ポストを設ける。この対象は、大学、研究機関、研究機関－大学共同ラボと

いう全ての組織。 

大学の場合は、この制度で採用されると１年間の Provisional Year(試用期間）

を経て、その業績等によりフルタイム教員とする。但し、大学教員は、公務員で

あるため、昇任過程が複雑になる。一方、CNRS（フランス国立科学研究センター）

の場合は、直接採用である。 

・ もう一つの施策は、フランス人研究者の呼び戻し政策の拡充を図っている。 

ポスドク級若手研究者対象事業及び「卓越した研究拠点講座（Chaires 

d’Excellence）」（国際的に認められた業績を有する研究者対象）を実施している。

後者の場合は、シニアレベルは、開始時の５名から１５名へ拡充している。 

・ 地域戦略としては、旧植民地諸国だけでなく、アジア、特に中国へ注目してい

る。 

  

3. パリ第１大学 (Universite Paris 1 Pantheon-Sorbonne) 

    http://www.univ-paris1.fr/index.html 

  対応者： Yvonne FLOUR 副学長（学術担当） 

       Rosalind GREENSTEIN 研究員 

       Francois GAUDU 教授 

《背景等》 

・ 在京仏大使館大学間交流担当部門からの紹介。 

《国際化の位置づけ》 

・ 大学の国際活動は、各学科や研究者個人よる取り組みが基本である。 

・ グローバル化により、大学全体としての国際化の推進に対する危機感を持って

おり、プレステージを高めるために「国際的な大学」としてのイメージの確立は

必要と認識している。 

《教育プログラム》 

・ 教育課程は、フランス語使用が原則。しかし、経済財政学研究科・応用数学専

攻では、留学生向けに、1 年目：英語、２年目：フランス語による修士課程プロ

グラム（「トランジッション・ディプロマ」）を提供している。１年目にはフラン

ス語集中講座が含まれている。 

・ 留学生受入れの考え方は、量より質であり、よりレベルの高い学生獲得を重視。 

・ 近年は、ルーマニアでの修士課程や中国でのディプロマ・コースを開設。 

《組織体制》 

・ 副学長の下に国際部があり、職員数は３～４名。学生交換プログラムは、国際

部において集約的に運営されているが、恒常的な留学生等に対するサポートは、

各学科において実施されている。 
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4. エコール・セントラル・パリ (Ecole Centrale Paris) 

    http://www.ecp.fr/index_html_en 

対応者： Daniel GRIMM 教授・副学長 

Emile ESPOSITO 教授・政策担当 

Jean-Hubert SCHMITT 教授・研究担当部長 

Barbara CATALAN0 国際交流部長 

      Fouad BENNIS ナント校国際交流担当部長 

 

《背景》 

・ 工学分野のグランゼコールの一つ。少人数かつ高度な専門教育機関。 

・ グランゼコール入学には、高等学校修了資格であるバカロレア取得だけでなく、

理科バカロレア取得が必要。その後２年間のグランゼコール準備級修了後、各グ

ランゼコールの試験に合格する必要がある。 

（バカロレア年令人口：760,000 名→ＥＣＰ入学定員：1,200 名） 

   このため、グランゼコールは、フランスにおける“エリート”養成機関といえ

る。 

・ エコール・セントラル・インターグループ４校（リヨン、ナント、パリ、リー

ル）の予算の６０％は公的資金であり、４０％は私的資金である。 

・ グループに 650 名の博士課程学生、260 名の専任研究者、600 名の専任教員、

1,950 名の非常勤講師（企業の第一線で活躍するエンジニアが中心）を抱える。 

《教育体制》 

・ ５年一貫制（グランゼコール準備級２年－グランゼコール・コアコース２年－

グランゼコール・アドバンス・スタディ１年）により、理数系の基礎的な能力を

重視するとともに、理論・概念に対する理解度の高い総合的なエンジニアを養成

することが目的。 

なお、ＥＣＰ修了時には、修士の学位が授与される。博士号取得希望者は、引

き続きＥＣＰで研究等を行う。 

このため、ＥＣＰとしては、ボローニャ・プロセスの唱える２サイクル・シス

テム（学士：修士＝３年：１～２年）には相容れないと考えている。 

・ コアコース段階で、インターンシップが必須である。このインターンシップは、

６週間以上３か月以内としており、６週間の海外インターンシップを含んでいる。 

日本では、石川島播磨工業（ＩＨＩ）へ派遣している。 

また、アドバンス・スタディ段階では、フルタイムのインターンシップが課せ

られている。 

《修士レベルでのダブル・ディグリー・プログラム》 

・ 1989 年に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

グラムを推進している。（https://www.time-association.org/） 

これは、５年一貫制を壊すことなく、ＥＣＰ学生に海外留学を提供するととも

に、海外から 優秀の学生をＥＣＰに受け入れるための制度である。 

・ 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。派遣国の言語を習得させ、

異文化適応・理解能力を身につけさせることが真の意味でグローバル化に対応す

る人材を養成するとのに認識に立った方策である。 
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・ 教員の実際の研究活動や研究室内の教員・留学生間の意思疎通のための道具と

しては、英語を使用することも多々あり、その面からは英語習得は必須のもので

ある。しかし、教育プログラムはフランス語（現地言語）で行うことが理解力を

高度化すると考えている。 

・ 日本の大学では、慶應義塾大学、東北大学との間で実施。現在、その他の大学

と交渉中。 

・ 日本からの受入に際しては、成績表の判読（学力の判読）に苦慮している。科

目表記、評語等の問題で真にＥＣＰが求めている学業レベルに達しているか否か

が判断できない。 

・ ＥＣＰ学生のうち、ダブル・ディグリー・プログラム参加しない学生に対して

は、別の国際的な活動の義務付けを検討しているところである。 

《研究活動、大学等との連携》 

・ フランス国立科学研究センター（ＣＮＲＳ）、産業界との連携した８つの研究

ラボを主軸として様々な研究活動を展開。 

・ ２００４年から大学との連携による Research Master コースを開始。これによ

り基礎研究的手法等を習得することができ、博士課程への補完教育的な役割を果

たす。 

《国際活動の組織体制》 

・ 「国際化」は過去２０年間において常に第一優先の課題である。 

国際化ポリシーは、国際部門担当の教員による海外の高等教育機関の動向調査

や産業界のニーズの集約によって取りまとめられたものを基礎としており、具体

的な実施計画を練っており、そのミッション等は全学的に浸透している。 

・ 国際関係業務を統括する国際部は教務部長の下にある。しかし、実際の国際関

係業務は各部局において実行されている。 

・ 教育省との契約においても「国際化」は当然のことであり、教育省からの経費

以外にも、政府からの研究資金を受けている。 

 

5. 経済開発機構教育局 (IMHE: Institutional Management in Higher Education,  

OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development) 

    http://www.oecd.org/department/0,2688,en_2649_35961291_1_1_1_1_1,00.html 

  対応者： Jacqueline Smith IMHE（高等教育機関運営） EDU/EMI 担当官 

        長谷 浩之 教育訓練政策課 

  同行者： 竹内 英 ＯＥＣＤ日本政府代表部 一等書記官 

 

《国際化に関する近年の活動》 

・ 1998 年に高等教育における国際化と質保証に関する調査研究を実施。 

「国際化」は、国によってその文脈、意味するものも異なっており、高等教育

における国際化への取り組みや活動、またその背景についても様々である。 

こ の 研 究 の 成 果 は 、 Quality and Internationalisation in Higher 

Education(1999)という出版物にまとめられている。ここでは、高等教育の国際

化に対する評価手法についての研究として、IQRP (International Quality Review 

Project)の取組みが掲載されている。 

・ この出版物は、それ以前に出版された Strategies for Internationalisation of 

Higher Education – A Comparative Study of Australia, Canada, Europe, and 
the United States of America (1995)及び Internationalisation of Higher 
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Education in Asia Pacific Countries(1997)とのシリーズになっている。 

この３部を読むことによって、世界各国の高等教育機関の国際化の意味や取り

組み、またその背景や動機付けの違いが理解できる。また、国際化に対する評価

の違いも分かる。 

・ 現在、教育局では、人口学的な教員・研究者統計調査に取り組んでおり、科学

技術分野での研究者流動性の問題には強い関心を持っている。 

 

6. パリ第４大学―ソルボンヌ大学 (Universite Paris-Sorbonne Paris IV) 

http://www.paris4.sorbonne.fr/en/sommaire.php3 

対応者： Flora BLANCHON 教授・アジア担当 

            Sylvie GUICHARAD-ANGUIS 研究員（元 JSPS フェロー） 

 

《国際化の位置づけ》 

・ 欧州高等教育圏構想を踏まえ、ワールドクラスの研究教育機関を目指すという

視点から、国際化を推進している。 

・ 特に、ボローニャ・プロセスによる学士、修士、博士の３サイクル・システム

の導入を機に教職員は国際交流がパリ第４大学の伝統的な研究学識分野を推進

し、世界各国からやってくる学生にもベネフィットをもたらすと信じている。 

《組織体制》 

・ 2004 年に国際部門のスタッフは、教務・学術関係の部署から独立し、学長のス

タッフと直結するオフィス（８名のスタッフによる国際部）を設置。 

０５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

営委員会はパリ第４大学の国際化のポリシーを作成し、実行する責任がある。 

・ 運営委員会のメンバーである教員 20 名は、それぞれ地域別担当エリアを持つ。

国際部は国際化に関わる唯一の事務組織として、国際化推進運営委員会の事務を

担当し、国際化に関わる専門的なデータや資料を収集すると共に、研究ポリシー

関係の理事会、 高機関の役員会と密接なコミュニケーションを持っている。 

《教育省との契約制度》 

・ 2006‐09 年度（4 年間）の契約制度においては、外国人留学生・研究者のフラ

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掲

げている。 

具体的には、早急に外国人留学生の応募システムの簡便化。留学生に対するフ

ランス語学習のサポート体制。ソクラテス・エラスムス・プランの拡大に伴う、

フランス人学生の海外留学を推進等。 

・ 教育省による２年ごとに大学の評価があり、他大学と比較をしてランク付けが

行われる。ただしその結果は一般には公表されない。 

《教育プログラム》 

・ アブダビに分校を設置し、フランス語による教育を行っている。アブダビには

フランス語による教育課程の高校があるため、そこからの進学者が見込まれる。 

・ 日本の大学との人文・社会科学における協力・交流の活性化を望んでいる。 

現在、広島大学、名古屋大学、早稲田大学との協定がある。 

・ パリの多くの大学は、自校設置の宿舎を有していない。宿舎問題は、留学生等

受入に際しての障害要因となっている。 
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オランダ 

7. Nuffic  

(Netherlands Organization for International Cooperation in Higher Education) 

    http://www.nuffic.nl/ 

対応者： Jindra Divis オランダ NARIC/ENIC センター長 

       Dirk Haaksman 国際認証成績評価センター 副センター長 

            Astrid Scholten  国際認証成績評価センター 評価担当課長 

Marijke Blom-Westrik 国際認証成績評価センター 

              Janina Victor 国際学術交流政策アドバイザー 

         Jacques van Vliet 国際マーケティング部長 

    同行者： 地石 雅彦 氏 大阪大学グローニンゲン事務所（～１７日） 

 

《背景》 

・ Nuffic は、インドネシアにおける教育開発事業を担う機関を起源として、1952

年にオランダの大学の出資により設立。現在は、政府系の非営利団体として、次

の４つの部門で構成される。 

開発援助： 

オランダ、EU 政府資金に基づく途上国の高等教育開発への協力 

国際マーケティング： 
オランダの大学の留学生募集活動を支援。現在、中国、インドネシア、ベト

ナムにオフィスを開設し、将来的には１０か所設置予定。また、香港、台北に

も関連オフィスがある。 

国際学術（国際化）推進（奨学金ユニット、政策・専門知識ユニット）： 
留学生（受入・派遣）の奨学金、国際的な大学間交流・協力の推進、外国人

留学生・研究者の受入環境整備の推進。 

成績資格評価： 

オランダの大学への志願者に係る諸外国の成績・卒業証明書並びにオランダ

に移住した外国人の職業資格や学術的・専門分野に対する証明書の評価を行う。 

《資格成績評価》 

・ ＥＵ域内の学生流動性、研究人材を含む労働者流動性の推進に伴い、各国での

成績表、卒業証明書、各種資格証明書に対する正しい理解とその評価が重要とな

っている。このため、欧州には、成績・資格評価に関する情報センターのネット

ワークとして、EU の NARIC (National Academic Recognition Information 

Centres)であり、もうひとつは、ENIC (European Network of Information Centres)

である。 

   Nuffic は、オランダにおける両ネットワークのセンター機能を果たしている。 

・ １２人の評価担当者（専任／非常勤）が、地域、言語、教育システム（アメリ

カ型とイギリス型）ごとに担当しており、大学等に対して評価結果に基づく助言

を行っている。 

《ボローニャ・プロセスの影響》 

・ オランダは、ボローニャ宣言を踏まえて、2002 年９月１日には既に改革に着手

してきた。ボローニャ・プロセス（学士・修士＝３年・１－２年）への完全移行

を、学士課程は 2005 年あるいは 2006 年、修士課程は 2006 年あるいは 2007 年に

学年進行で実施する。 
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・ 学生の流動化の観点から見れば、修士課程、博士課程の学生については、ディ

プロマ・モビリティ（学位取得を目的とした学生の国際的な流動化）、学士課程

の学生については、クレジット・モビリティ（1 セメスターから数セメスター留

学して、自分の国の大学の単位に算入して、そこで卒業する）が高まってきてい

る。特に、ディプロマ・モビリティについては、奨学金を授与し、複数の大学で

学び修士号（ジョイント・ディグリー）を取得するエラスムス・ミュンダスが大

きな推進力となっている。 

・ 欧州域内の大学は、自国の学生を失いたくないので、今後は、ジョイント・デ

ィグリーやダブル・ディグリーを軸とした学生交流が展開されると見ている。 

《研究人材流動性への対応》 

・ ヘルプ・デスク活動：ＥＲＡ－ＭＯＲＥ 

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。 

  このうち、研究者向けには、オランダにおけるＥＵ委員会が設置を進めている

欧州研究者流動化ポータル：ERA-MORE(The European Network of Mobility 

Centers)の機能を有しており、今後３年間で整備する予定。 

内容としては、研究職求人、フェローシップ、研究助成に加えて、健康保険、

年金、家族、宿舎等の実用的な情報を提供。現在、データベースの構築を行って

いる。 

なお、大学に限らず、企業等の研究者を対象とするため、産業界とのネットワ

ーク作りを強化している。 

・ 大学職員対象の研修プログラム提供 

   国際交流初任者向け研修、入国管理・移民手続き関係研修（有料）や個別セミ

ナーを主催し、大学の国際業務向上を支援。 

・ 調査研究活動 

オランダにおける学生・研究者の流動性調査を定期的に実施。また、オランダ

政府委託により、ＥＵ委員会が提起した研究者流動性の阻害要因調査等を実施。 

《政府レベルでの国際化の対応》 

・ オランダにおける国際化の特徴として、次の４点が挙げられた。 

① 欧州域内の学生交換制度への対応を完了した。 

② ドイツからの修士号取得を目的とした留学生が増加している。 

③ 2003 年まで私費留学生が増加したが、その後減少に転じている。これは、オ

ランダの各大学の留学生受入れキャパシティを超えて、短期間に急激な留学生

増加した時期があり、その反動と考察している。 

④ 各大学における英語による教育課程が着実に増加。（現在、1,300） 

・ 2004 年 11 月に教育省から国際化に関するポリシー・ペーパーが発表された。

これまでも、数年おきに発表。重点項目として、次の４点が上げられている。 

① 欧州高等教育圏の強化 
質保証の強化と学生の流動化促進に伴う奨学金の国外持ち出しの是認。 

② 国際化のメインストリーム化を図る 

③ 量から質の強化 

④ ブレイン・サーキュレイション（頭脳還流）の促進 

新奨学金制度の検討 

大学の「行動規範」の確立－留学生受入等に関するもので現在策定中。 
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8. アムステルダム大学 (University of Amsterdam) 

http://www.english.uva.nl/ 

対応者：Mariette J.J. Diderich, 国際交流・学術政策アドバイザー 

 

《組織体制》 

・ 大学の教育研究、管理運営の本流の中における基本的な活動の 1 つとして、国

際活動を行っている。すなわち、各部局等において国際化を行う分散型体制であ

る（メインストリーム・モデル）。 

・ 国際化ポリシーは、大学全体の教育研究に関するポリシーや４年ごとのプラン

の中に組み込まれており、理事、各学部長で構成される理事会で決定される。 

・ 学長の強いリーダーシップの下、「国際化」は、優先度の高い課題として位置

づけられている。 

研究面より教育面における国際化を重視し、カリキュラムにおける国際的な要

素を組み込むように奨励している。 

・ 政府（教育省）が行うアクレディテーションにおいても、国際化はその審査の

対象である。アクレディテーションと質保証に関する審査（評価）は、結合して

いて、それはまた、4 年毎の大学のプランや目標に対するベンチマーキングの手

法を活用した評価と関連している。 

《教育プログラム》 

・ ボローニャ・プロセスの導入で、従前は、４年課程修了時点が第一学位であっ

たが、学士：３年と修士：１年に改編された。このため、カリキュラムは全体的

に窮屈で融通のないものとなり、学生にとっては、１年間の海外留学（イヤーア

ブロード）の余裕なったため、近年、海外留学のパターンが変化してきている。

時間的なロスをなくすために、ジョイント又はダブル・ディグリーに応募する学

生が増えてきている。 

《新奨学金制度》 

・ 2008 年からＥＵ域外からの留学生受入れに対しては、政府からの財政援助は廃

止。当該資金は留学生奨学金プログラムへ移行する。このため、各学部が留学生

の受入れに対して、明確な方針と具体的なプランを持つことが求められている。 

・ ソクラテス・エラスムス・プログラムに対する資金援助については、大学側の

代表として EUA (European University Association)がＥＵ委員会に対してロビ

ー活動を行っている。 

 

9. ライデン大学 (Leiden University) 

http://www.leiden.edu/ 

  対応者： Robert Coelen 国際交流担当副学長 

             Hendrik Jan Hobbes 国際連携担当課長 

 

《組織体制》 

・ 従前は、大学の外郭団体としての“Leiden Worldwide”を設立し、主に留学生

のリクルートを中心とした国際活動を展開としてきた。しかし、２００５年に体

制を見直し、大学内部へ業務を回帰させ、人員を再編した。 

・ 今回の見直しに際し、豪州で１３年間大学執行部等を経験したオランダ出身の

研究者 Robert Coelen 氏を国際関係担当副学長に任命し、学長直結型の本部体制

（セントラル・オフィス）が整備されている。 
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・ 副学長の役割は、大学全体の戦略マネイジメントだけでなく、各学部の実績や

現在の研究・教育活動の中から、新たに国際活動として展開すべきものを見つけ

出す企画・コンサルタントとしての機能を果たしている。 

《再編の背景》 

・ ライデン大学全体の 2005 年－2010 年：５か年計画と連動して、新たな国際戦

略の検討が 2004 年３月から行われ、2005 年４月に“Focusing on Talent”（原文

はオランダ語）として策定・公表されている。 

  ライデン大学の基本理念－「ワールドクラスの研究型大学を目指す」に基づき、

その教育・研究の質の向上とともに、優秀な人材獲得・留学生受入れにおける質

の向上を図ることを確認している。 

・ なお、新国際戦略策定以前は、執行部主導による留学生の量的獲得施策であっ

たため、学内各学部・教員の意向－研究型大学における留学生の質、教育課程の

質の保証の問題が十分に考慮されておらず、学内的には不満が高まっていた。 

《現在の取組》 

・ 学長や副学長のイニシアチブの下に、国際戦略の具現化のためのアクションプ

ランを検討している。しかし、各学部の国際化に関するニーズや意向を把握した

上で全体プランを策定することが必要であり、前述したコンサルタント的な役割

を副学長が果たすことで、学内調整を図っている。 

・ 本部（セントラル・オフィス）においては、国際化における現状認識（欧州内・

世界でどの位置にいるのか）、今後の方向性、ビジョンや計画についての取組を

行う。 

・ 研究型総合大学では、全学統一的な国際プログラムを実施することは難しいの

が現実。このため、各学部がその特徴やニーズに応じて、国際活動プログラムを

策定していくことが必要である。 

・ 本部（セントラル・オフィス）が国際的な研究教育活動に対する各学部のモチ

ベーション喚起やインセンティブを与える必要があると考えている。 

・ 修士課程については、数年のうち（オランダの高等教育学制改革に合わせて）

に、全ての課程を１００％英語による課程とする。 

   今後、ＥＵ内の学生は、学士課程修了後は、ＥＵ域内の全ての修士課程が進路

の選択肢となるため、オランダ及び多くのＥＵ域内の学生を獲得するために、英

語化は必須との判断に基づくもの。 

10／10 


