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出席者 

【委員】 

 木村委員長、赤木委員、馬越委員、桑原委員、佐々木委員、山本委員、渡辺委員 

【オブザーバー：文部科学省】 

 《科学技術・学術政策局》 

  吉川科学技術・学術総括官、加藤国際交流官、渡辺国際交流推進官 

 《高等教育局》 

  田口国際企画室長 

 

《議事次第》 

議 事   

１ ＪＳＰＳ「大学国際戦略本部強化事業」（研究環境国際化の手法開発）中間報告

書（案）について 

２ ＯＥＣＤ／ＣＳＴＰ／ＳＦＲＩ（科学技術人材問題等専門家会合）ワークショ

ップ及び定期会合等の開催状況について 

３ 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１９年４月１日現在） 

資料２  大学国際化戦略委員会（第５回）議事要旨【H19.3.13 開催】 

資料３  大学国際戦略本部強化事業（第５回）大学国際化戦略委員会における 

JSPS 中間報告書（案）への指摘 

資料４  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〈ＪＳＰＳ 中間報告書（案）〉 

資料５  OECD 科学技術政策委員会 科学技術人材問題等専門家会合（SFRI） 

研究者の国際的流動性に関するワークショップについて 

資料６  OECD／CSTP／SFRI ROOM DOCUMENT 

The International Mobility of Researchers: Policy Support at 

National and Institutional Levels （JSPS） 

参考１  APRU（環太平洋大学協会）及び AEARU（東アジア研究型大学協会）の 

パンフレット 
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《議事概要》 

 

議事に先立ち、事務局から平成１９年４月１日付けで異動のあった職員、調査研究

アドバイザーの紹介があった。また、平成１９年３月３１日限りで、全員の委員の任

期が満了し、平成１９年４月 1日付けで再任された旨の説明があった。 

進行の都合により、議事１と議事２を入れ替えた。 

 

１ ＯＥＣＤ／ＣＳＴＰ／ＳＦＲＩ（科学技術人材問題等専門家会合）ワークショッ

プ及び定期会合等の開催状況について 

文部科学省から、資料５に基づき平成１９年３月２８日に行われた研究者の国際的

流動性に関するワークショップについて以下のとおり説明があった。 

 

・ 本ワークショップは、特定の国・地域から国・地域への一方的な頭脳流出という

現状を超えて、優秀な研究者が双方向に流動する頭脳循環、いわゆる Brain 

Circulation を誘発するための施策について議論するために開催された。 

・ 我が国は、文部科学省の大学国際戦略本部強化事業の事業趣旨が合致するため共

催したものである。 

・ 日本側の出席者は、冒頭のスピーチを行った吉川科学技術・学術総括官、SFRI（科

学技術人材問題等専門家会合）の副議長で、広島大学教授・ＪＳＰＳ大学国際化戦

略委員会委員の山本氏、九州大学の柳原理事・副学長、ＪＳＰＳの太田調査研究ア

ドバイザー等の参加を得た。 

・ 研究者の国際的流動性が求められる政策的背景については、イノベーションの創

出のために高度人材を世界中から集める必要があり、それが国際競争力につながる

という議論があった。 

・ 高度人材を流入させる政策を近年活性化させていることが「Talent War」につな

がっているのではないかという懸念が多くの国から表明された。これに対しては米

国、オーストラリアなどから、政府レベルで特別な頭脳流入策を講じているわけで

はないので、「Talent War」という表現は不適当ではないかという反論もあった。 

・ 研究者を流入させるために最も重要なことは、研究者に魅力的な研究環境を準備

するということが多数意見であった。そのために、COE 形成であるとか、クラスタ

ー育成のような施策の重要性が指摘された。 

・ 研究者流入のための伝統的な施策は、フェローシップであるが、フェローシップ

制度に関しても新たなトレンドが観察され、例えば、若手のみならずシニアな研究

者を対象としたもの、「Talent War」を避けるために双方向的な研究交流を目指した

もの、欧州内、アフリカ内などの地域内・大陸内の国際交流に限定したものなどが

新たな政策トレンドとして観察されている。 

・ 研究者流入促進のための金銭的インセンティブ以外のものとして、例えば、特に

非英語圏において、外国人向けの社会生活支援サービスの大学・機関レベルでの提

供が行われている。また、在外の自国の研究者のネットワーク化、研究者向けの特

別な入国管理制度・査証制度等が主な施策として報告された。 

・ 今後の予定として、本年度中を目処として、各国の頭脳循環方策に対するサーベ

イを実施する。これを受けて、OECD 報告書が１年度程度を目処に取りまとめられる。

この報告書は、OECD 各国に対して当該分野における政策の好事例集を示して、各国

における取組を促すものとなる。 

・ 非金銭的インセンティブとして紹介した、入国管理制度・査証制度などは、従来

2／7 



の科学技術政策の枠組みでは余り議論されていなかったが、今回非常に高い注目が

集まった。また、OECD 各国の入国管理制度に対する政策提言が行われることも見込

まれている。 

 

 

その後、ワークショップに参加した山本委員及び太田調査研究アドバイザーから以

下のとおり補足説明があった。 

 

【山本委員】 

・ ワークショップでは、３つのセッションに分かれて議論し、最初のセッションの

議長を務めた。 

・ 参加者は１００人を超え、非常に関心が高いことが窺えた。 

・ ヨーロッパや北米では、国際流動性は極めて日常的ではあるが、我が国は地理的

制約、これまでの科学システム、高等教育システムの違いもあり、これから様々な

問題が生じることになる。従来の科学技術政策、高等教育政策の枠外の様々な問題

も、このような流動性を考えるに当たって重要なことだと思うので、視野を広げて

今後検討が進められることを期待する。 

 

【太田調査研究アドバイザー】 

・ 研究者の流動性というのは、期間、形態、移動、動機など複雑な現象が絡み合っ

ているために、単純に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、あるいは頭脳流出、頭脳獲得という、２つの対立する図式だけでは説明で

きないということが強調されていた。 

・ 金銭的なインセンティブだけでは人は動かない。特に研究者の場合、研究環境が

整備されているところに動いていくことが、強調されていた。 

・ 研究者のネットワークの構築や共同研究、これらに伴う流動性は研究者個人の意

思の反映であって、政策的な介入がどれほど効果的かどうかというところまで議論

が及んだ。 

・ ワークショップを踏まえて関係者の中で、研究者の国際的な流動に関する適正な

量的水準について議論があり、ＯＥＣＤ事務局から１０％という一つの説が示され

た。 

・ 研究者の短期的な流動と長期的な流動のバランス、若手の研究者とシニアの研究

者のバランス、研究者が国際的に移動することによって得られる訓練、経験、技術、

専門的知識などに対する全体的なレベルとバランスについて討議がなされた。 

・ 日本は移民制度が政策的に整っていないので、入国管理制度上、査証制度上の優

遇措置がとられていないが、韓国では、韓国で働く海外からの科学者の在留におけ

る利便性を高める「サイエンスカード」を発行したり、科学技術、ビジネスの分野

でも積極的に海外からの人材流入を促進していることが印象に残った。 

 

 

２ ＪＳＰＳ「大学国際戦略本部強化事業」（研究環境国際化の手法開発）中間報告書

（案）について 

事務局から資料３及び資料４に基づき、中間報告書（案）について、前回の会議

で出された意見等を踏まえ変更・修正した点を説明し、意見交換を行った。主な意

見等は、次のとおり。 
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（△：委員長 ◎：委員 ○：理事長 ●：事務局） 

 

 

観点１：組織体制、ガバナンス 

 

◎ 国際戦略本部の類型の特徴について、「トップダウン」と「ボトムアップ」のバラ

ンスを示す記号「＞」（観点１－（３））は、何を意味するのか分かりにくいのでは

ないか。 

 

 

観点３：外部資金の獲得 

 

◎ 大学国際戦略本部強化事業をはじめこの種の事業は、外部資金を得て活発化して

きたが、今後この資金がなくなった時の学内対応など、外部資金に基づく活動の持

続可能性の向上について、本事業終了時までに議論する必要がありそうだ。 

 

 

観点５：個別の研究テーマを中核とした国際展開 

 

◎ 長崎大学、鳥取大学、新潟大学の事例（観点５－（３））について、「他の分野に

どのように展開していくのか見通しやプロセスが必ずしも明確ではない」という書

きぶりになっていて、ネガティブな印象を受けたが、必ずしも全学的に水平展開す

ることを前提とするのではなく、大学によっては強みのある分野に集中する戦略も

あり得るのではないか。 

 

● 例えば「他部局への水平展開にどのようにつながるのか注目したい」といった表

現に修正したい。 

 

 

観点６：職員の養成、確保 

 

○ ＪＳＰＳでは、国立大学法人及び大学共同利用機関法人の事務系職員を対象に、

東京本部にて１年、海外研究連絡センターにて１年の計２年間、国際学術交流の実

務や海外実地研修の機会を提供する「国際学術交流研修」を実施している。大学職

員のための国際業務研修を組織的に実施する例は少ないので、各機関には是非活用

いただきたい。 

 

 

観点７：外国人研究者等の受入の改善 

 

◎ 理化学研究所、産業技術総合研究所における取組が参考になるだろうとの記述（観

点７－（３））について、各研究所の具体的な取組内容を記述すべきである。 

 

◎ 宿舎の充実（観点７－（３））について、課題として大きく取り上げるべきではな
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いか。 

国立大学法人は、国から拠出された土地を教育研究以外に使用できないことにな

っており、宿舎建設が教育研究のカテゴリーに含まれると考えるかどうかで大きな

問題となっている。また、土地があっても建築に係る費用について国からの補助は

見込めず、各大学は自助努力による費用の確保に頭を抱えている。文部科学省との

関係も含めて宿舎の充実策について組織的、制度的に努力する余地を記述した上で、

自治体との連携による解決策の模索を提案するべきである。 

 

○ 宿舎は優秀な外国人研究者の受け入れに必須の事柄であるので、国立大学法人は、

法人化のメリットを活かして、民間宿舎の借り上げや、民間企業と連携しての宿舎

の設置（PFI 方式の導入）に取り組んではいかがか。 

 

△ 「今後の国立大学等施設の整備充実に関する調査研究協力者会議」において、主

査を務めているが、「老朽化対策」や「先端研究施設整備」についての議論が主であ

り、宿舎関係の議論は完全に抜け落ちている。民間を活用して宿舎を設置・運営す

ることは、国立大学法人の制度上可能であるので、重要な問題だと思う。 

なお、例として英国のウォーリック大学では、民間業者に宿泊施設を建設・運営

させ、しかもその管理・運営をテーマに研究を行っていると聞いている。 

 

◎ 宿舎の問題には、地域差があり、東京は特に深刻である。中間報告書（案）で述

べられている「保証人探しのいらないシステムの導入」のみでは問題は解決できな

いだろう。 

 

● 日本学生支援機構（ＪＡＳＳＯ）において、留学生を対象とした宿舎に関するワ

ーキンググループの委員を務めている。そこで、大学が民間の宿舎を借り上げて留

学生に貸すような制度（借り上げ宿舎）に関する支援についてアンケート調査をし

たところ、私立大学はポジティブな回答であったが、国立大学は、国立大学法人化

のメリットが現場まで浸透していないからか、ネガティブな回答が多かった。ＰＦ

Ｉ方式については、まだリスクマネジメント等で整理されていない部分があって、

幾つかの国立大学法人が採用あるいは検討しているようであるが、まだ全体的には

消極的な状況にある。 

 

 

△ 近年、長期（３０日超）の研究者数が減少傾向にある。また、平成１８年度には

留学生の受入数も減少しており非常に懸念される。 

 

● 研究者派遣についても、短期（３０日未満）派遣者数は増加する一方で、長期（３

０日超）派遣者数は減少していることに注目すべきである。 

 

● 留学生受入に関しては、「留学生受入れ１０万人計画」を達成した後、法務省の留

学生、就学生に対する入管政策が厳しくなり、中国、ベトナム、バングラディッシ

ュなどの特定の国からの入国を厳しく審査するようになり、先に就学生が減少し、

その影響で留学生数も減少した。一方、日本人学生の送り出しについては、在日ア

メリカ大使館の留学促進に関するコンサルタントを務めた経験から言うと、平成７

（１９９５）年から平成１７（２００５）年の１０年間で、日本から海外に渡る総
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留学生は増加したにもかかわらず、日本からアメリカへ渡る留学生数は１万人も減

少しており、この状況について、アメリカ大使館は危機感を覚えているようだ。学

生の国際的な流動性については、大きな流れとしてインドや中国から海外に渡る留

学生数が大学院レベルを中心に大きく増加している中で、日本については受入れる

留学生数が減少しただけでなく、日本から海外へ留学する数も減少してきており、

非常に危惧している。 

 

○ 近年の１８才人口が減少している中で、規制緩和により新たに私立大学が急増し

ている。また、中国やインドからいかに優秀な研究者・学生を受入れるかが課題で

あるにもかかわらず、入国管理制度の厳格化が行われている等、日本の体制は全体

的にミスマッチを起こしている。政府全体としての国際化戦略を考える必要がある

だろう。 

 

△ イギリスやオーストラリアは留学生の受入れに極めて積極的な姿勢を示しており、

留学生の獲得競争は熾烈を極めている。それを考慮すれば、日本の受入留学生数の

減少は、単に出入国管理政策の厳格化に起因するものではなく、留学生獲得競争へ

の乗り遅れとも考えられ、今後様々な国際戦略事業を展開するべきかと考える。 

 

 

◎ 日本の大学は、欧米に比べてコスト節約型の体制になっているが、職員の養成・

確保の充実等、今後の大学の国際化には非常にコストがかかる。大学への国からの

資源投入について報告書に書き加えてほしい。 

 

 

◎ 日本の大学は、「４月入学」が基本となっており、海外の大学と学生・研究者交流

する際の障害となっている。 

 

○ 補助金制度により「９月入学」を促進すべく補助金制度でリードしていく必要が

あるとの議論と、一律に「９月入学」にするのは国民感情もあって難しいという議

論があり、意見が一致していない。文部科学省として「９月入学」を促進すべく経

常費助成や国立大学の運営費交付金による支援するなど、何らかの措置をとる必要

があると思う。 

 

 

Ⅳ 大学の国際化に係る海外の動向 

 

◎ 国際交流の原点は個人の活動から発展することが多い。大学の国際戦略として、

学生に対して多文化的な視野を持たせるため、地域研究、外国語学、国際関係学と

いった科目を大学全体のカリキュラムに組み入れることが、国際戦略のベースとな

るのではないかという印象を持った。 

 

 

Ⅴ まとめ 

 

◎ 章末の一覧表「採択機関の取組の特色」の中で、各機関の国際戦略本部について、
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観点１「組織体制・ガバナンス」にて分類の４つの類型（特定プロジェクト型、先

導・機動型、集中管理型、後方支援型）により整理しているが、事業開始から２年

しか経過していないことを考慮すれば、このように整理することは難しいのではな

いか。 

 

△ ４つの類型に分類することについては、注釈をつけて説明を加えてはどうか。 

 

● 注釈の表現ぶりについては、委員長とも相談して検討する。 

 

 

● 本日いただいた意見については、委員長と相談の上、修正し、中間報告書として

今月中にまとめたい。 

 

 

３ その他 

文部科学省科学技術・学術政策局加藤国際交流官から、平成１９年３月１５日開催

の文部科学省科学技術・学術審議会国際委員会にて、大学国際戦略本部強化事業の中

間評価に係る作業部会を設置することが承認され、中間報告書の提出を受けて作業を

進めていく旨の説明があった。 

 

（了） 
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