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18.12.20 開催 

大学国際化戦略委員会 

（第４回） 

大学国際化戦略委員会（第３回）議事要旨 

 

 

日 時  平成１８年４月１３日（木）１３：３０～１５：３０ 

 

場 所  独立行政法人日本学術振興会一番町事務室 ５階 第１会議室 

 

出席者 

【委員】 

 木村委員長、赤木委員、桑原委員、佐々木委員、榊委員、山本委員 

【オブザーバー：文部科学省】 

《科学技術・学術政策局》 

  小田科学技術・学術政策局長、町田国際交流官、渡邉国際交流官付国際交流推進官 

《高等教育局》 

 加藤国際企画室長 

【事務局】 

 《独立行政法人日本学術振興会》 

  小野理事長、木曽理事、久保総務部長、深井国際事業部長、丹生研究協力第二課長、 

  太田調査研究アドバイザー、清浦研究協力第一課長 

 《社団法人科学技術国際交流センター》 

  斎藤専務理事、酒井常務理事 

 

《議事次第》 

議 事 

１ 平成１７年度公開シンポジウムの実施状況について 

２ 平成１７年度海外調査について 

 ３ 平成１８年度活動計画等について 

 ４ その他 

 

配付資料 

 資料１   大学国際化戦略委員会委員名簿（平成１８年４月１日現在） 

 資料２   大学国際化戦略委員会（第２回）議事要旨 

（平成１７年１０月１１日開催） 

 資料３   大学国際戦略本部強化事業 採択機関国際戦略 

 資料４   独立行政法人日本学術振興会 大学国際化支援本部について 

 資料５   大学国際戦略本部強化事業平成１７年度公開シンポジウム 

「大学の国際戦略 ～戦略的・組織的な取組を目指して～ 」 

の実施状況について（平成１８年１月３０日開催） 

〈アンケート集計結果を含む〉 
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 資料６－１ 大学国際戦略本部強化事業 平成１７年度海外調査報告概要 

 資料６－２ 大学国際戦略本部強化事業 平成１７年度海外調査報告 

 資料６－３ 国際シンポジウム「大学ランキングの挑戦－大学の世界ランキングは可能

か？」 ２００６年２月１６日 オランダ・ライデン大学 

        〈国立教育政策研究所 高等教育研究部 北川 文美 氏〉 

 資料７   平成１８年度活動計画等について（案） 

 

《会議概要》 

Ⅰ あいさつ 

   議事に先立ち、独立行政法人日本学術振興会小野理事長から次のとおりあいさつが

あった。 

 

○ 平成１８年１月３０日に大学国際戦略本部強化事業の一環として開催した「大学の

国際戦略」では、多くの方々にご参加いただき、各大学がいかに関心を持っていら

っしゃるかということのあらわれでもあると思っている。また、シンポジウムでは

本委員会から、木村委員長、山本先生、榊先生にもご協力いただき、大変好評に終

わり、心から感謝申し上げる。 

○ 日本学術振興会（以下「ＪＳＰＳ」という。）としては、単に大学国際戦略本部強

化事業の受託者という立場だけではなくて、独立行政法人として、基礎研究をしっか

り支えていく大学や研究機関の研究者をしっかり応援していくというのが我々のミ

ッションである。その意味では大学の国際化をＪＳＰＳがしっかりと支援していくと

いうことも大事な仕事ではないかと思っている。 

○ ＪＳＰＳは現在、８カ国９カ所に海外研究連絡センターを設置している。各大学も

今、国際化ということで、外国に事務所を設置する例があるが、ＪＳＰＳ海外研究

連絡センターをご活用いただきたいと考えている。 

このような活動が、本当の意味での私どもの海外研究連絡センターのミッションに

なり得るのではないかと思っている。 

○ また、ＪＳＰＳ組織全体として、大学国際戦略本部強化事業を中心に、大学の国際

化支援をより機動的に取り組むため、大学国際化支援本部を設置したところである。

私が本部長を務めさせていただく。ＪＳＰＳとしても本腰を入れてこの活動に取り組

んでいきますので、先生方や文部科学省からもぜひいろいろな面で御指導をお願いし

たい。 

 

Ⅱ 議事概要 

１ 平成１７年度公開シンポジウムの実施状況について 

  事務局から資料５に基づき、当日の実施概要を説明後、参加者からは好評を得たこと。

今後取り上げてほしいテーマとして海外拠点に関するものが多いこと。今後の開催及び

東京以外での開催希望があったことが紹介された。 

また、当日パネリスト等としてご参加いただいた委員から次のとおり所感をいただい

た。 
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（△：委員長 ◎：委員 ■：文部科学省 ●：事務局） 

 

◎ 私の印象では、国際戦略を担う人材の問題、これは参加者の間で高い関心があった。

従来であれば、教員が個人的に、あるいは研究室、学科単位で何らかの国際化的なプロ

グラムをやっていて、それを職員が事務的にフォローする、こういうことだったわけで

あるが、これからの国際戦略を考えると、とてもそういう形態ではだめである。つまり

国際化戦略を積極的に担えるような人材、それを引っ張る人もサポートする人も含め、

そのような人材が必要ではないか、こういう意見が多かったように思う。 

当日の総括としても述べているが、これまで受信型の国際化というのはこれまでも随

分行われてきたかと思うが、そういう個別受信型の国際化ではなくて、ちょうど逆の、

組織的かつ発信型の国際戦略を立てるためにはどうしたらいいのかということを考え

る一つのきっかけになったのではないだろうか。それとともに、大学の中で国際化を積

極的に担えるような人材をさらに積極的に開発していく必要があるのではないか。 

 

△ 午前中の事例紹介２校のお話を伺って、非常に意欲的であることは感じるが、やや総

花感は否めない。しかし、今後のこの事業展開でだんだんポイントが絞れてくるのでは

ないかと思う。 

  なお、名古屋大学のＡＣ２１のような大きなネットワークづくりの場合は、費用面を

どう工面するのかということがプロジェクトの非常に大きな問題になるのではないか

なと考える。 

  人材に関しては、いかに優れた“インターナショナルコーディネーター”といった人

材を配置できるか否かが今後の課題となろう。 

 

 

 ２ 平成１７年度海外調査について 

   事務局から資料６－１～３等に基づき、次の点を中心に説明があった。 

  （欧州全般） 

   ・ ボローニャプロセスに沿った高等教育の急速なヨーロピアナイゼーション（欧

州化）の動きの中で、政府レベル、各大学レベルにおいても国際化は重要な課題

となっている。 

  （フランス） 

   ・ 教育研究省は、大学と締結する４年間の契約制度を通じて、国際化を重要項目

の一つとして反映させている。 

   ・ “地域クラスター”（Competitiveness Cluster）の形成を通じて、産学官連携

とともに国際連携拠点形成を図っていくことを構想していること。 

  ・ フランス語による教育へのこだわりは強いが、近年、大学においては、国際化

に関する危機感が強まっている。 
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（オランダ） 

・ 政府系非営利団体であるヌフィック（Nuffic）が、高等教育の国際展開におい

て様々な活動を行っている。特に、注目すべきものとして、大学担当者、留学生、

研究者向けのヘルプ・デスクを設けていること。加えて、ＥＵ委員会が展開して

いるポータルウェブサイト（ＥＲＡ－ＭＯＲＥ）のオランダ開発担当となってい

ること。 

・ オランダの大学においては、国際化は特別なことではなく、本来事業の一環で

あるメインストリーム・モデルが主流。 

・ ライデン大学では、近年、国際担当の組織改革が行われ、オーストラリアの大

学執行部で国際交流担当経験のあるオランダ出身の研究者を担当副学長として任

命し、各部局の国際活動に関するコンサルタント的な役割を果たしている。 

 

 

◎ ヨーロッパ諸国では、エレクトロニクス分野においてアメリカや日本との競合でかな

り苦戦をしたという状況があって、それを巻き返すために大きなセンターを設けて、産

業界も加わってかなり大きなお金を集中させて運営しているものがある。15年ぐらい前

のヨーロッパの技術競争力の危機意識のために自然に全ヨーロッパ的な仕組みを幾つ

か発生させてきた。そうしたセンターが何年か経てかなり機能している。「弱さが強さ

に変わった」部分がある。 

オランダとフランスでの風向きが違うという点は大変重要な御指摘である。私自身も

オランダやスウェーデンを訪問したが、彼らは自国が小さいということを非常に意識し

ていて、数倍大きな国が隣接しているという関係から、かなり戦略的な作戦を立ててき

た。そういう意味では、日本が中国に比して小国と思うのか、あるいは自立可能なサイ

ズと思うかによって、大学としての戦略も変わってくると思われる。私は両側の視点が

必要と考える。日本はそれほど小さい国ではないので、自立的な要件も持っているが、

やはり長期的に見ると 10 倍の人口が横にいることも意識すると違ったところに違った

発想やヒントが見つかってくると思われる。 

 

△ オランダの大学は、1994年当時でも「我が国の政策はインターナショナリゼーション

だ。」と明言をしていた。その後も、政府として、ヌフィック（Nuffic）を通じて積極

的な活動を展開しており、非常に強く国際戦略を打ち出しているといえる。 

フランスもグランゼコールと普通の大学は非常に対照的な存在。グランゼコールであ

るエコール・ポリテクニークでは日本の企業に学生を派遣している。３カ月だったと思

うが、義務にしており、日本とは限らないが、外国に行って必ずインターンシップをや

るというシステムを作っている。 
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３ 平成１８年度活動計画等について 

   事務局から資料７に基づき、中間報告へ向けての進め方及びシンポジウム等の開催

計画について説明の後、意見交換を行った。 

 

 

△ １９年度以降の計画の中間報告において、我々の仕事はグッドプラクティスの抽出と

いうことで理解している。この事業は、途中で切られることはあるのか。 

 

■ 今後、文部科学省科学技術・学術審議会国際委員会において、評価項目をご検討いた

だくこととしている。 

概念的には、当然中断・打ち切りということも考えられるが、この事業をよりよい形

にしていくための評価というように前向きに受け取っていただきたい。 

 

◎ （１月３０日開催シンポジウムを通じて）少し大きな規模の大学ではどういう方向性

が一番有意義なのかについては、私はいろいろな試行錯誤が続いているなというような

感じを受けた。ただ、余り斬新なプログラムよりも、教育機関、研究機関の原点に戻っ

て、国際的な活躍とか、学生の人たちがいい経験をするための質を上げる地道な努力と

いうのが本当は評価されるべきで、そういうものを着実にやりながらプログラムを強調

しておられるところと、ややこういうファンディングに誘発されて、新しいことを非常

に強調されているケースがあるのではないかと思う。そういう面で大きな規模の大学に

ついては地道な取り組みを着実に進めているかどうかということの点検というのが非

常に重要ではないかなという印象を持った。 

 

△ 公開シンポについては、テーマを設定した方がいいのではないか。 

 

● 初回は少し概念的なところから基本的なコンセプトまで含めたシンポジウムでしたが、

次回からは少しプラクティカルな要素も盛り込んでいったものが良いのではないかと

事務局としては考えている。 

 

◎ 先日のシンポジウムでも発言したが、大学における国際的な接点がどの辺にあるかを

考えると、留学生のことだけでなく、多くの教員や院生などの研究者が国際会議に出席

し、科学研究費の支援の下で世界的につき合っている現実がある。そうした活動は確か

に個々の研究者ですが、莫大な国費費用がそこに投入されているわけです。その研究者

の築いているチャネルを大学全体の国際化にどう生かすかについては、点検と工夫を行

えば大きな可能性が開けると思う。 

科学研究費補助金の千数百億円の中には、国際会議に派遣するための旅費が、膨大な

額になっていると思う。日本の大学の指導的教員がそういうことを日常的にやっている

ので、そのチャネルを大学の国際化にどう生かすかについて一工夫すると大きな可能性

が生まれるのではないか。拠点よりも日常的におこなわれている活動を大学の国際化に

生かす試みも期待したい。科研費ですから目的外の使用は認められないのですが、国際
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化の重要な推進力になるのではないか。何らかの形で将来の会合にはそういう視点での

議論もどこかからか提起していただけるとありがたいと考える。 

 

△ 御指摘の点は、一度どこかできちんと議論するということが必要であると思う。 

 

◎ 職員養成・人材養成については国家的に、全体的に取り組まないとだめではないか。 

 

● 各大学の中で、私学も含めて、事務局職員の国際化というか、国際対応能力を高める

というのは非常に大事なことであり、ＪＳＰＳとしてもサポートしていかなければいけ

ないと思っている。 

 

● 本事業により、外部から人材登用された方たちがどのようにうまく活用され、どのよ

うに機能しているかというのを検討することも必要ではないか。 

 

◎ ぜひ職員の方の研修で国際化を進めていただきたいのですが、もう一方で、先ほど申

しました大学院生も３～４年になりますとかなり国際経験が豊かになります。特に英語

で議論をすることでかなりの力量を持った人たちが大学にはいます。その人たちは今、

ＣＯＥなどでティーチングアシスタントとか、あるいはリサーチアシスタントというこ

とで活躍しているのですが、もしそういう人たちが週に２～３時間とか、４～５時間で

もマネジメントアシスタントのような形で、国際化プログラムに協力できるような制度

ができると良いですね。特に現場を知った院生にとっても意識も高まるわけで、職員だ

けじゃなくて、研究現場や教育現場にいる人たちの力量も活用することが一つのヒント

かなと思いました。 

 

△ リソースがあるのにそれを十分に使っていないなという気がする。英国の大学ではあ

らゆるレベルのスタッフに対して様々な研修機会を行っている。また、将来の学長とな

るような人材は、英国では放っておいては育たないという認識がある。それぞれの大学

の努力もさることながら、全体の仕組みが必要ではないか。 

 

◎ 教員という身分と職員という身分でなくて、もう一つ何かそういう第３のカテゴリー

化された身分を持った者については国レベルで行う必要があるように感じている。 

 

△ 外国の大学であればアカデミシャンだった人がそちらの方向へ変わるというケースが

たくさんある。このシステムは非常に良いと思う。 

 

◎ 職員の養成は大事。従来の職員でも、従来の教員でもやっていなかったようなことを、

新たなタイプのプロフェッショナルがそれを担えるようにならないか。この点に関して、

研修をしてノウハウをできるだけ共有し、公開していくのは非常に大事なことである。

その辺が日本の、特に国立大学、あるいは公的セクターではかなりおくれていたと思う。 

一方、日本の大学は、外国と比べた時、教員より職員が少ない。逆にいえば、日本で
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は欧米の大学が大学の中で自前にやっていることをかなり外出しして既に行っている

のではなかろうか。そういう中で国際化を担うべきプロフェッショナルないし職員は欧

米の大学とどこが違うような役割を果たさなければならないのか。つまり少ない人数で

効率的な業務を運営するためにはどうしたらいいかということもちょっと考える必要

があるのではないか。 

 

◎ この事業は、ある種のモデル事業である。良いケースを作って、それを参考にしても

らって、この２０大学だけではなくて色々な大学がこの事業が終わった後も、自立的に

国際化できるようにしていくというのが趣旨と理解。 

既に、交流の場や情報共有・提供の在り方は整えられつつあると思うので、２年目に

入ってこの後、モデル形成というのをどういうコンセプトで行うのかが課題ではないか。 

採択各大学にお任せしておいて、いいところがだんだん強みを出して、それをほかの

方にきちんと情報を流して学んでもらって、結果オーライになることを望むというのも

あると思うが、何かもう少しこの事業の実施母体がこの２０大学を少しウォッチして、

こういうところはとてもいいから参考にしましょうとか、海外調査でも、学ぶべき例を

調べてフィードバックしてモデル化に活かす、そういう少し踏み込んだ形も考えていく

ことも必要ではないか。 

 

● かなり広い範囲の活動の中からグッドプラクティスというのをどう判断していくかと

いう問題で、やや抽象的だが、大学が工夫して、何らかの工夫を凝らしてこういうふう

によくなった、変化、プログレスがあるのがモデルだと考えている。 

まずは成果がどう上がったかという点について、２年目に入りましたので、各大学の

方にもできるだけ、我が大学のここを見てくれという点をアピールしていただきたいと

考えている。 

 

◎ 例えば長期的な、具体例としては、人材の問題のようにいくつかの視点を設定して、

多くの大学の共通する、あるいは１大学だけでは終わらない視点を設定して、それに対

するベストプラクティスを抽出する必要があるのではないかと思う。それは大学全体の

国際化という成果の中では小さなバロメーターかもしれないが、全部に行われるべきで

あるし、そこで何かよい方法が見つかれば、全国の大学に場合によっては適用でき、全

体のすごいかさ上げになるのではないか。 

   なお、採択 20 大学をまた細かくランキングしようとかそういうことではなくて、そ

ういう視点からの実施、事務局側からの分析というのがあっていいような感がある。 

  

△ どの程度、事務局としてできるかはわからないが、検討すべき御指摘である。 

 

◎ 各大学から、少なくともこれぞグッドプラクティスだよというのを１つでも２つでも

いいからとにかく出してもらうというような雰囲気づくりを早目にすることが必要。最

終的な評価はともかく、採択大学の義務として、このプログラムでのセールスポイント

を出してもらうことが必要ではないか。 
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資料１ 
18.12.20 開催 

大学国際化戦略委員会 

（第４回） 

この事業について大学改革といった観点のみではなく、世の中の仕組みのスタンダー

ドを作る源としての大学という視点で、「日本の国際戦略」における大学という観点が

あってもいいのではないか。 

 

◎ 一番上位にあるべき戦略が、これを機会にいろいろな形で検討されて議論されるとい

うことは大変必要だと思っている。それから、第２層としてこの事業で新たに始まった

プログラム、さらに第３層目に、これがなくてもやらなくてはいけないというふうに認

識されるものがある。ただ、資金のリソースの関係で手がついていないものがある。 

大学が法人化された後、国際的な活動にリソースを割り振るときに、どういう工夫を

すればコストパフォーマンスが改善されるか、小さいことかもしれないけれども非常に

重要である。情報やリソースなどが共有されるといろいろな面で前進する。ですから、

問題を３層ぐらいに整理して、本プログラムが始まる前から大学で着手していた活動が

どれぐらい前進したかという話と、本プログラムが加わって新たに始まった活動などに

分けて、それぞれのカテゴリーで答えを出していただいたらいかがでしょう。 

 

△ 現在、膨大な国費が使われている。これを一元化する必要はないと思うが、何かもっ

と、コストパフォーマンスをよくできないかというような視点は確かにある。例えば、

海外拠点についていえば、ある都市に多くの大学が別々にオフィスを設けるという可能

性もないではない。 

 

◎ ネットワーク作りをＪＳＰＳが実施していただけると有り難いと思う。各大学では難

しい面がある。 

 

 

（了） 
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