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大学国際化戦略委員会（第 11回）議事要旨 

 

開催日：平成 21年 12月 14日（月） 

場 所：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 

 

【オブザーバー】 

  科学技術・学術政策局 

  森田国際交流官 

 

《議事次第》 

 

 議 事   

  １ 最終報告書（案）について 

  ２ その他 

 

配付資料 

  資料１ 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（案）「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～」概要 

  資料２ 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（案）「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～」 

  資料３ 平成 21年度公開シンポジウムについて 

 

  参考資料１ 大学国際化戦略委員会委員名簿（平成 21年 8月１日現在） 

  参考資料２ 最終報告書執筆体制一覧 
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  参考資料３ 大学国際化戦略委員会（第 10回）議事要旨【H21.10.26開催】 

  参考資料４ 大学国際化戦略委員会（第 10回）における主な御意見 

 

《議事概要》 

（△：委員長 ◎：委員 ■：文部科学省 ●ＪＳＰＳ（事務局）） 

 

【１ 最終報告書（素案）について】 

 △ 資料２が報告書（案）である。大変な大論文になっているが、これについて御議論

をいただきたい。まず資料１の概要版について御説明いただきたい。 

 ● 報告書（案）については、参考資料４にある前回の委員会にていただいた御意見に

ついて反映を加えている。これが第１章、第２章、第４章である。 

 それから第３章については、前回いただいた御意見において、この採択機関がグッドパ

フォーマンスだったという点がわかるように、指標分析を明確にするようにというような

御意見があったため、第３章を大幅に改訂している。新たに因子分析等をした結果もある。 

 最終章の第５章については、本事業の成果と今後に向けての提案である。 

 本事業は平成 17年度から平成 21年度までの５年間、文部科学省に選ばれた 20の大学等

が国際戦略本部といった全学横断的な組織体制を整備し、それぞれの特色を生かした全学

的、組織的な国際展開をすることを支援したものである。採択機関においては、限られた

事業経費を最大限に生かし、さまざまな点において著しい成果を上げており、他の大学等

が国際化を進める上で参考となる事例も数多く輩出した。本事業は、日本の大学国際化を

進展させ、その成果は今後、多くの大学の国際化に好影響を与えるすぐれた事業である。

という認識である。 

 まず、最初に本事業の基本的な認識として、第一から第四まで掲げてある。前回、赤木

先生の方に御意見いただいた報告書第１章の３ページにある第１の認識、研究が手段であ

るといった御意見を踏まえた修正もしている。 

 第３章には、大学の国際化に関する全国調査の結果を載せてある。対象機関数は 234で、

有効回答数 192である。192の中には、採択機関 20機関含まれている。当 20機関と、そ

れ以外の 172機関を比較し、多角的視点分析、項目別分析をしている。 

 多角的視点分析においては、国際推進本部組織、国際化に対するビジョン、ミッション

があることによって、さまざまな諸要素、国際化推進に係る諸要素、例えば教職員の海外
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派遣数や、留学生等に効果的な影響があるという結果が出ている。項目別分析も掲げてい

る。全学的な国際化のビジョン、ミッション、目標があるものが、全体で 58％に対し、採

択機関では 100％である等、さまざまな項目ごとに採択機関と全体、採択機関とその他の

機関を比べている。 

 次に視点別に、④について説明すると、外部資金獲得件数や、大学間等の交流協定締結

数、コンソーシアムに加盟しているかどうか、海外への教職員派遣数はどうか、といった

数字を並べてある。特に海外拠点を有する機関だが、全体では 35％に対し、採択機関では

95％持っている。拠点数はアジアを筆頭に増加傾向であり、近年は協定大学内に設置する

ものが多い。海外拠点を有する機関の 69％が今後増やしていきたいと回答しているが、こ

れは今掲げた１から 10の項目別に、特に要約して出したものであり、全体に比べて採択機

関が著しい成果を上げているというものである。特に本事業が始まった 2005年度と 2008

年度の数字をとっており、本事業によってどれぐらいのパフォーマンスが得られたのかと

いう経年度の比較もしている。その中でも、さまざまな点において採択機関の方が著しい

成果を上げられているという結果が出ている。 

 また概要においては、本事業の 10の成果を挙げている。 

 次に、取り組み事例だが、採択機関においては、ここに、概要に載っていない事例であ

っても、大変良い取り組みをしている。その詳しい情報や、その他の取り組みに関しては、

第４章に数多く書かれている。第４章にも書ききれない分もたくさんあったが、これにつ

いては、各大学の方のホームページ等で随時公開している。 

 概要版にはあえて、20採択機関が一つずつ入るように、各機関で特にどういうことをし

たのかを簡潔に書いている。事例１と成果１というのは並んでいるが、事例１から９まで、

どの機関でどういった活動したのかということを掲げている。概において、１～２行にま

とめているが、大学の方が手に取り参考になりそうな事例を見たいといったときには、本

体の第４章をご覧いただきたい。 

 参考として、９つの観点別分析において、現状課題提言というのが第４章各節で並んで

いるがで、それを要約したものをつけている。 

 なお、最後に、本事業の正式名称は、「研究環境国際化の手法開発」だが、大学において

研究と教育というものは車の両輪のようなものであり、決してそれを切り離すことはでき

ないものである。本報告書においては、教育の国際化が非常に重要であるということに言

及し、教育の国際化に関する取り組み事例も入れている。こういった形で報告書をまとめ
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ていることを述べさせていただくと共に、こちらの方が多くの大学の関係者の方々が手に

とって参考になりやすいものとしたいと考えている。 

 △ 報告書は、大変な分量になっているため、これを用いて議論するということは不可

能なので、ただいま事務局から説明いただいた資料１を中心として御意見をいただきたい。 

 項目別分析を見ると、２番目で、学長・副学長級が本部長である場合という。採択機関

の 90％ということは、これは２つの大学がやってないとなる。 

 ● 一応組織はあるが、そのトップが学長、副学長ではなく、教授級レベルである。 

 △ そういうところもあってもおかしくはない。仕方がないかと思う。やはり国際化に

特化した国際化だけを取り扱う評価体制というのはまだ少ない。それを含んだものはある

が。スタートしたばかりなため、これはなかなか難しいことだと思う。 

 ◎ 提言と事例６について申し上げたい。そこでは、国際交流担当事務官や職員の問題

が取り上げられており、多くの研修が行われている。また専門職員を採用した等の取り組

みも多い。それを受けて、提言の中でも、提言６で、担当職員の強化とキャリアパスにつ

いて書いてある。これはこれでいいと思うが、今の大学の現状や実態についてはよく知ら

ないが、国際交流の担当職員の位置が大学の中でどのようなものなのか、教員などと同等

なのかどうかということである。それに関する構成員の意識改革を提言しておいた方が良

いのではないかと思う。確かにキャリアパス、担当、専門等と言われても、実際にはどの

ようなものなのか。恐らく外国の大学とこの点が一番違うのではないかと思う。 

 △ おっしゃるとおりである。私もずっと昔からそのようなことを感じていた。外国の

大学へ行くと、インターナショナル・オフィサーのようなものがおり、ほとんどがもとも

とのキャリアはアカデミシャンである。それはキャリアパスになっているため、アカデミ

シャンが、そういうパスをとることもある。日本では、今のところ、不可能である。 

 ◎ 太田アドバイザーのような方はなかなかいらっしゃらない。 

 △ やっと出てこられた。 

 ◎ 出てきても、大学の中で、それに対しての見方（意識）はどうなのかと私は言いた

い。 

 △ ステータスの問題がある。 

 ◎ 教員とか職員の間のいわゆる意識の問題であると思う。それを改めない限り、いか

に専門職員を置いても問題があるかと思う。 

 △ その辺を工夫してうまく書く必要がある。将来に向けて、確かにステータスの問題
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が非常に大きいと考えている。 

 ● アメリカとかイギリスの場合だと、職員と教員の区別が曖昧で、かつ私のようにも

ともとは職員で、その後教員になる人もよくいる。教員のバックグラウンドと博士号を持

っていながら、実際はインターナショナル・オフィスの管理職をやっている人もいる。自

分の経験から言うと、教員の場合、評価が研究一辺倒になってしまう傾向が強すぎると思

う。インターナショナル・プログラムのマネジャーもやっていれば、その職員的な仕事の

部分をきちんと評価してもらう必要がある。教職員に対する評価そのものがかなり多様化

しないと、人材の流動性が高まらず、教員と職員の二本立て構造は変わらないと思う。 

 ◎ 昔は、会議をやっていても、職員の方はほとんど発言しなかった。もちろん、今は

随分変わってきている。それから、たとえ教員の間でも、夜の授業担当教員と昼の授業担

当教員が交流を全くしない等は問題が学内にあって、教職員が有しているエネルギー（能

力）を全部、うまく集中できるようなシステムになっていない。そこを変えねばならない。

意識の問題だとも思う。 

 △ 社会的な寛容性の問題であると思う。 

 ◎ また、学内の受けと両方であると思う。 

 △ 評価軸の問題でもある。確かに最終的には評価の仕方によるが、評価の方法だけ変

えてもだめで、セクターがそこをきちんと認めるようにならなければならないと思う。 

 ◎ そういうことだと思う。 

 △ その辺のことを書こう。私も昔からずっと感じていたことでもあるので、ぜひ少し

修文をさせていただきたい。 

 ◎ 事前にお送りいただいたレジュメと５章だけを拝読したのみなので、全体はよく分

からないが、既にお送りいただいたものを見る限り、ポイントがよく分かるようにまとめ

ていただいて、よかったと思っている。その上で、更に幾つかお伺いしたい。まず、単純

な事実確認だが、資料１の④に、外部資金獲得の件数と金額というのがあるが、この外部

資金というのは、例えば私学助成は入っているのか。要するにこれは回答機関が 200ぐら

いあり、獲得金額は全体平均 50億だと、掛け算をすると１兆になる。これは通常言われる

政府ベースの外部資金をはるかに凌駕する額になっているように思われる。 

 それからもう一つは、この 20大学と 200位の大学で、件数で６倍というのは何となくわ

かるが、金額は２倍にもならないというのはどう理解すればよいか。この平均金額という

のは組織毎か。何の平均なのか。 
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 ● 実は、これに関してはどこまでカウントするかという質問が数多く寄せられた。特

に私立大学の場合、経常費補助的な補助金、私学助成的な補助金があるが、今回それは入

っていない。つまり、私立学校振興・共催事業団等が行っているような経常費補助金的な

もの、私学に特化したような補助金は排除した。国際化に特化した外部資金とする場合は、

個別の質問に対して回答してもらうようにした。 

 ◎ そうすると、外部資金で回答した 190機関で１兆円というのは何の額なのか。約１

兆になる。 

 ◎ 平均であるなら、これは大きい。 

 ◎ それでこの数字は何であるのかと思い本文を見ると、実は本文には数字が書いてい

ない。190 大学の全体平均には書いてあるが、この 20 採択機関の方は省略となっている。

その辺に大変違和感を感じる。概要の方でも金額をあえて載せる必要はあるのかと思う。

かつ、これは国際化のための資金に限っておらず、全資金である。そうすると、これを比

較して何の意味があるのか、とも感じる。 

 △ 確かに言われてみると大変な金額になってしまう。載せる、載せない、もあるが、

少し精査しよう。 

 ● 金額を精査させていただく。 

 ● これは 2,000件の合計金額なのか。 

 △ 恐らく合計の金額であろう。 

 ◎ 私も 2,000件の合計だと思っているが、この 50億円というのは１大学の平均と書い

てある。 

 ● 大変失礼いたしました。精査させていいただく。 

 ◎ それから大きい２ポツで、前回いろいろ質問点を申し上げたが、ここはうまく直し

ていただいたと思う。２ポツのスタンスが、本文の方を拝見すると、この全国調査の目的

は国際化に関する全国的な状況を把握し、この 20機関と比較することによって、本事業の

成果を明らかにする、こう位置づけられている。しかし、対外的に公表した時に、この 20

機関というのはもともとある程度進んでいた機関を選んでいる訳なので、このパーセンテ

ージの差が本事業の成果なのかという疑問が、当然提起されると思う。多分そうとは言い

切れないという気がする。それは仕方がないのだが、そのスタンスを少しきちっと書いた

方が良いと思う。 

 △ 私もそのことに気がついており、もともと進んだ機関が選ばれているから、そこだ



 7 

け統計をとるとますます高い数字になる。言い訳と言ってはいけないが、コメントをきち

んと書こう。資料 1に書いておかないといけないと思う。 

 ● その点から言うと、特に第３章は、29ページまでは採択 20機関とそれ以外の機関

の比較をしているが、30ページ以降はその 20機関にこだわらず、国際戦略本部的な組織

があるかないか等、または国際化に対するビジョンを持っているかどうかという視点で比

較分析を行っている。つまり、採択 20機関に選ばれていなくても、20機関と似たような

国際化の組織体制をとっている場合、国際化推進の効果がより出ているのではないかとい

う仮説のもとに、国際戦略本部的な組織を持たない大学との比較分析を行っている。 

 つまり、国際戦略の推進で最も大事なことのひとつは、その体制にある。つまり、国際

戦略本部的な組織を作ることである。もう一つは、国際戦略に代表される行動計画を含む、

国際化に対するビジョンや数値目標を持っているかどうかである。そのような体制での国

際化の推進を行っている機関が採択 20機関を加えて、既に 70ぐらいある。学長または副

学長が国際戦略本部的な組織のトップであるところで 71ある。また、全学的な国際化のビ

ジョンやミッションを持っているところが全体で 112機関、調査対象機関の大体半分ぐら

いは持っているというのが分かった訳である。たしかに採択 20機関は研究面、資金面でも

ほかの大学より優位であるという前提があるのだが、それだけでなく、国際化推進の体制

をとることで、その効果が出ているのではないかということは、分析するようにした。 

 △ 最終的には採択機関がどのように努力したかというのは、ウェブを見ていただくと

分かると思う。例えば長崎は、もともと感染症ということで色々なことに取り組んでいる

が、このお金を利用して非常に全学的な組織を作られた。しかも、感染症の拠点を作った

だけではなく、そこで全部、産学連携等まで全て扱うということを行っている。これは非

常に今回のファンドが生きた例ではないかと思う。そのような事例は、ほとんどすべての

大学にあるが、長崎にしろ、（今申し上げたように）もともと感染症分野での実績がある。 

 資料１は、少しトーンダウンして控えめにした方がよいと思う。 

 ◎ 多角的システム分析、この本文は、まだ拝読していないので内容的なものには触れ

られないが、恐らくここはかなり重要な部分である。このアンケート結果の詳細はわから

ないが、採択 20機関のケースを見ても、多くの大学で戦略本部をつくる、あるいは学長を

トップとするイニシアティブで動くということを通じて、何らか全学的な種々の効果が出

てきていると思う。例えば、教員の意識が、まだ十分ではなくても、国際化に向くように

なったとか、あるいは部局を超える、いろんな意味での連携とか、あるいはコミュニケー
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ションがこれを契機に動くようになったとか、加速されたとか、そういう部分が非常に重

要だと思う。 

 多分、本文の第３章にそういうこともお書きいただいていると思うが、この資料１の１

ページに、多角的視点分析として記述されているが、この表現だと余り魅力的ではないと

いう感じがする。ただ、これはアンケートなので、今申し上げたようなことがアンケート

から浮き彫りになるのかどうかは、はっきり分からない。もう少し踏み込んだ書き方がで

き得るのではないかという感じがした。 

 △ 難しいのは、個人的に言うと、先ほど申し上げたように、各大学のウェブ、ホーム

ページにアクセスしていただけば分かることだが、例えば大きな大学だと、もうかなり既

にやっていることである。であるから、この反応がどのぐらい効いたかというのはなかな

か難しい。私も前にあるところで話をするのに、20採択機関のホームページを全部見てい

ったが、効果が分からない所と、分かる所というのがある。難しいが、全体的には相当、

今回のファンドが効いたな、という気はする。その効果は、小さい大学の方が大きいよう

な印象であった。 

 ● この報告書本文の 10ページのところにあるように、具体的に国際化のどういう項目

について、数値目標と行動計画を定めたかということを回答してもらった。ここに特記す

べき項目として、丸がついているのが６点ある。具体的には、教職員の海外派遣、海外拠

点の整備、外国人研究者の受け入れ、英語による科目・プログラムの開設などである。こ

れらの 6項目が、私の印象では、採択 20機関において 5年間を通して力を入れた国際化の

分野と重なっているようである。特に、「学内文書・情報提供の多言語化」や「職員の海外

派遣」というものは、採択 20機関の取組みの特色として出ているのではないかと感じてい

る。 

 △ 確かに、それは理解できるような気がする。 

 ● 先ほどの桑原先生のコメントだが、確かにこの本体の方には、本部やビジョンがあ

れば数が増えるといったような書き方になっているが、実際に本報告書の中で、例えば第

５章の最初の 10の成果、本体の１ページ目、第５章の１ページ目において、成果１の２パ

ラグラフ目に、例えば学長等がリーダーシップをとることによって国際化プログラムの実

施を機動的に実際に行うことができるとある。具体的には、その１つの国際プログラムを

実施するために関係部署の了承を個別に取り、さまざまな複数の会議を経てようやく実施

にかかれるといったことが非常に機動的になったという、この組織改革の部分というのは
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非常にこの事業の効果の中でも大きいと思う。 

 それからもう１つが、教員の意識改革である。今まではごく一部の、何か国際畑だから

と言われていたような教員のみに国際展開が図られていたものが、例えば外部資金の獲得

で窓口を一元化したことにより、それ以前はアウトサイドにいた教員の方々が、この国際

展開に非常に興味を持って、その窓口に問い合わせてくるようになったとか、数にあらわ

れない意識改革、組織改革というものが、この国際戦略本部事業のビジョンとか目標、そ

れから組織があることの成果としてインパクトがあったというふうに認識している。その

点が、資料１の方であらわれていないことを反省し、そこが見えるように何らかの形で書

き直させていただければと思う。 

 △ その辺りについて少しだけでも書いておくといいかもしれない。報告書の中にはそ

れについて少しだけ出ているところもあるが、後で考えよう。 

 ● 関連することだが、桑原先生の御指摘で以前に、いわゆる教育研究本体への波及効

果ということで、これについてはこの５章で言うと、３ページの成果５の後段にある。全

学的にいわゆる学問領域を超えた活動が活性化するというようなことを書き加える形にな

っている。本体の４章の方にも、同様のことは記載する形にはなっているが、あとはこれ

をどのように資料１の方に入れ込んでいただくかということである。 

 △ 余り資料１がふくらんでも困る。 

 ◎ 今、事務局が言われたように、やはり組織と意識であると思う。 

 ◎ 資料１の「４．大学国際化のための 10の提言」、内容については全く同感である。

この１から９は誰あてのメッセージかと言うと、多分、大学あてだと思う。しかし、10だ

け主語が変わるということで、そのように書いてはあるが、誰へのメッセージかが、この

ままでは分かりにくい。大学は政府と連携しなさい、とも読めてしまう。少し工夫してい

ただくと、誰あてのメッセージかということがよくわかるようになるかという気がする。 

 △ 私も少し 10だけに若干の抵抗を感じた。これも大学あてのメッセージとして、ネッ

トワークをつくれとか、それから政府、そういう公的な機関とアライアンスというかきち

んと協働しながらやるべきだとか、そういうような書き方にすれば、大学に対するメッセ

ージになり、その方がいいのではないかと思う。 

 政府に対しても言いたいところだが、全部、大学に対するメッセージにする方がいいと

思う。 

 ● 確かにこの本報告書は、もちろん政府に対して読んでいただきたいと思っているが、
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もともと大学の先生方、職員の方々が、手引きとして使っていただくためのものであり、

大学に対する提言を中心にまとめたいと思う。 

 △ 話題が外れるかもしれないが、東工大はもともと、外国とのコミュニケーションを

盛んにやっている先生の数というのは限られていた。一般的に物好きと言うか、何かそう

いうような扱いをされた。そういう苦い経験もあるが、やはり最近は変わっていて、ＡＨ

ＥＬＯについては文科省とシンポジウムを行ったが、多数の人を集めていた。あれもやは

り環境が変わったせいだと思う。それから、11月にフィンランドウイークというのに行っ

たが、非常に好評で驚いた。ただ１つか２つの例だが、随分変わってきているのではない

かと思う。 

 ◎ 日本研究は国際化したと思われるか。もしそうであるとしたら、非常な成果だと思

う。例えば今まで日本史の研究者なんていうのは、余り世界にはいなかった。日本史だっ

たら日本の中でやっていて、東アジアの中の日本史すら意識していない。ところが、国際

化することによってそういった位置づけができたということはある。 

 △ 急激に拡大したとは言えないが、徐々に広がっていることは確かである。例えば、

ジャパンセンターか、ジャパニーズスタディーセンターの例が挙げられる。英国の政府が

シェフィールドとリーズの連合体に大きな予算を出した。そこでかなりの研究者を集めて

いるから、我々の努力が向こうへ伝わったというよりも、向こうの方で注目を始めたとい

うことはあるようだ。また、オックスフォードでも日本研究の学生が徐々にふえていると

いう話は聞いた。 

 ◎ 国際交流によって、日本にしか関心を示さなかった日本史の日本人研究者らの視野

が広くなり、日本史を東アジアの中で見るようになった（日本研究の国際化）とか、今ま

で海外のことに無関係でいた教員が巻き込まれてくるといった効果も出てきているのでは

なかろうか。 

 △ 昨年は留学生が13万人弱入ってきたが、出ていく方は10万人を大分下回っている。

財政的にはほとんど援助されていないが、それでも着実に若い人たちが、アメリカ、ヨー

ロッパで根を下ろして来ている。その人たちが日本人であるということで自分の専門の研

究のかたわら日本研究に引っ張り出されているというようなことはかなりあるようだ。 

 ● これは恐らく東大のイェール大学との取り組みに日本研究というテーマが入ってい

たと思う。資料１の４ページ目の８の②のとおりである。 

 ◎ 国際化が今言われた日本研究も促進するという意味があるのではないかと思う。 
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 △ 多分、今すぐ効果が出るということではないかと思うが、こうして各大学がグロー

バル化の意識を持ち、そこから出ていった学生が外国で研究をして、出て行った先で研究

者になるというケースがふえると、日本に対する理解が深まるということになる。足元を

グローバル化しておけば、そういう動きが徐々に広がっていくのではないかと思う。 

 ● 第４章には、東京大学が ITPを利用して、東大とイェール大学との間で人文社会科

学関連の若手研究者の派遣をやっているという事例が載っている。ここで国際的な日本関

連研究のリーダーとなるべき研究者養成を図っている具体的な事例を掲げている。 

 △ 赤木先生の言われたような動きをもっと大きくするためには、こういうことだけで

なく、やはりもっと国として金を使わなければだめであると思う。既に中国がやっている

ように徹底的にやらないと、それはうまくいかないと思う。そのための下地はできると思

う。 

 それでは、幾つか御注文をいただいたので、その辺を、事務局と相談させていただいて、

修文できることはしたいと思うが、それについてはお任せいただきたい。事務局と相談を

して、私が責任を持ち、できるだけ、いただいた御意見、御要望を含めさせていただき、

御意向を反映させていただくようにしたい。 

 

【１ その他（公開シンポジウム、今後の予定）】 

 ● 資料３、平成 21年度公開シンポジウムについて、本事業の最終年度の締めくくりと

して、本事業と最終報告書の成果を広く公開するために、来年の２月下旬から３月上旬に

かけて、東京で１日間、公開シンポジウムを行いたいと考えている。プログラム内容は、

まだドラフトの段階だが、基調講演と有識者、それからパネルディスカッションをやって

はどうかと考えている。また、詳細な御案内については、後日、年明けぐらいに先生方、

また関係者の方々にお知らせできたらと思っている。 

 △ キーノートスピーカーに著名人を 1人でもいいから引っ張ってきたい。 

 ● せっかくだからそうしたい。 

 △ たくさんは要らないが、１人だけでも、インパクトのある人をぜひ招へいしたい。

理事長に期待している。 

 このＳＩＨで選ばれた 20機関のウェブページを全部見たのだが、例えば九州大学は壮大

な国際戦略を展開しているため、どこにこの資金が活かされているのかがわからない。非

常に明白に分かる所と、分からない所があるので、その辺を意識してウェブページを作っ
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てくれるといいと思う。難しいとは思うが。名古屋大学は割合よく分かる。 

 ● 報告書をまとめるに当たっても、本事業の成果というのは一体何だったのか、採択

機関は非常に活発で、自前の資金を調達しながらこの事業を活用していただいているもの

であるから、切り分けというのが難しい。今回、最終報告に当たって、何をやったのかと

いうことを各大学の方から報告していただき、こちらで分析し、ある程度、この事業で何

をなし遂げられたのかというのは大学でもきちんと認識できるような状況になったのでは

ないかと思う。この報告書を踏まえ、各採択機関にはウェブページ等で各々の取り組みが

この事業によって何が改善され、どういう成果が上がったのかというのを分かりやすく発

信する等、協力をいただきたいという旨は連絡したいと思う。 

 △ ぜひお願いしたい。特にこの事業の宣伝をするわけではないが、大きなインセンテ

ィブを与えられたと思う。そのインセンティブのところだけでもわかるようにしておいて

いただくといいかと思う。そうしておかないと、次にお金が出てこない。余りうまく行き

過ぎたというと、それでいいではないか、ということになってしまう。 

 シンポジウムについては、これまでどおり行われるということで、プログラムの原案を

つくっていただきたい。この委員会で一度、議論いただいた方がいいと思う。 

 ● 議論を蒸し返すようで恐縮だが、先ほども外部資金のことについて、定義が明確に

なったので、言及させていただきたい。 

 ● 記入要項・記入上の注意の「外部資金とは」というところを見ると、まず４－１の

「外部資金とは」ですが、これについては、「政府、政府関係機関（日本学術振興会、科学

技術振興機構、ＪＩＣＡなど）、国際機関（ＵＮ、ＷＨＯ、世界銀行等）、民間からの受託

費、科学研究費、補助金、交付金、出資金、賦課金、寄付金など。ただし、国立大学運営

交付金及び私立大学等経常費補助金、特別補助、は外部資金の対象外」とある。国際化を

主旨とする外部資金については、「文部科学省グローバルＣＯＥプログラム、国際研究拠点

形成促進プログラム、国際的産学官連携推進体制整備プログラム、ＪＳＰＳ国際交流事業、

経済産業省、アジア人材資金構想等」とある。外部資金プログラムの名称については、「国

際、グローバル、海外、外国、アジア、アフリカ、アメリカ、太平洋、ヨーロッパ等の語

彙を含み、これらの語をキーワードとして抽出されるもの」とある。 

 △ 分かりました。さきほどの金額の件はどうなりますか。 

 ● 平均なのだろうということである。 

 ● もう一度１兆円かどうかというのは、確認の必要がある。 
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 ● 2005～06年の２年間分とのこと。よって、１年で 4,800億円ということ。 

 ◎ それで、その平均の差が七十何億と。 

 ◎ 倍になっている。 

 ◎ 倍はない。この 20採択機関に私立の総計と、あと東京の、大きいところは全部入っ

てしまっている。そうすると、その他私立の事業費はがくっと落ちるので。その平均値と

この旧帝大も全部入っている 20採択機関の平均の差がそれしかないというのは、注目した

いと思う。件数の方は、６倍なら、妥当だという感じがするが。 

 ● さらに分析をし、委員長と相談、確認をさせていただきたいと思う。 

 最終報告書の内容については、本日の議論を踏まえ、更なる修正の御意見があれば、12

月 21日月曜日正午までに事務局まで御連絡くださるようお願いしたい。頂戴した意見をも

とに、木村委員長と事務局にて最終報告書の内容を取りまとめ、公表する予定である。ま

た、何かあれば委員長一任の上、仕上げてまいりたいと考えている 

 △ この委員会、今回で最終回ということだが、シンポジウムの件については理事長が

言われたようにここで相談した方がいいかと思う。事務局で案をつくり、ここで少なくと

も１回は御意見をいただくということにしておいた方がいいかと思う。 

 ■ それでは、まだ最終回ではないが、一言ごあいさつをさせていただきたい。 

 大学国際戦略本部強化事業の実施に当たり、この大学国際化戦略委員会の木村委員長を

はじめ委員の先生方から、貴重な御助言、御指導を賜りながら、この事業を進めることが

できましたことに対し、心から感謝を申し上げたい。 

 この事業は予算額自体それほど大きな事業とは言えないわけだが、委員の先生方、また

アドバイザーの先生方、それから受託をしていただいたＪＳＰＳの皆様のおかげで、予算

額以上の、コストパフォーマンスの非常に高い事業として展開していただいたことに対し

て、心から感謝を申し上げたいと思う。 

 さらに、この事業の成果が今後に活かされる期待を込め公開シンポジウムも予定されて

いる。今回の最終報告書案の提言 10の書き方は変わるようであるが、現在の案の中に政府

に対する提言が含まれているということを、私ども、肝に銘じて、今後の取り組みに生か

して参りたいと思っている。 

 文部科学省としても、予算自体は御案内のとおり非常に厳しい状況であり、科学技術・

学術関係の予算全体、現在のところ、来年度は恐らく、残念ながら何年ぶりかの減額の見

込みではあるが、来年ですべて終わりではなく、再来年度以降に向けて、また関係の部署
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と連携しながら、この成果を生かすように努力してまいりたいと思っている。 

 またシンポジウムについては、引き続き御指導をよろしくお願いしたい。 

 ● この事業、予算の割には非常に効果の大きかった事業だと思っており、私どもとし

ては、これらはぜひ、何らかの形で続けていきたいと思っている。高等教育局において「グ

ローバル 30」というのがスタートし、SIHとうまくつなげばいいかとも思っていたのだが、

事業仕分けその他、高等教育局でも予算をかなり苦しんでおり、グローバル 30はとりあえ

ずのところグローバル 13になっている状況である。 

 ここで終わってはいけないわけで、私はこのシンポジウムを、21 年度のものを開いて、

そしてもう少し世論を盛り上げていって、大学の国際化というのはこれから、本当に日本

の大学にとって一番大事なキーワードだと思っているので、ぜひ 22年度の予算は、たまた

ま政権交代等があって、事業仕分け等もあり、なかなか長期的なビジョンを立てられない

予算になっているが、ぜひとも 23年度の予算に向けてこの新しい礎石を築いていきたいと

思っている。 

 今の日本の大学は、18歳人口が減り非常に苦しんでいるのだが、しかし、これから発展

していく要素としては、この国際と、もう一つは連携、３番目が質の保証、これらが私は

キーワードだと思っている。この３つをしっかりやることで日本の大学が本当に世界に匹

敵し得るものになり得ると思っており、その意味ではこの国際化のプロジェクトは大変重

要なものだとも思っている。残念ながら 22年度の予算は、政権交代もあり、長期ビジョン

に立っていないが、ぜひ 23年度以降にまた生かすべく努力をしていきたく、文部科学省に

も強くお願いをしていきたい。私ども学術振興会としても、その面では頑張っていきたい

と思っている。かえすがえすも、木村委員長初め委員の皆様方には非常に高い立場で、非

常に貴重な御意見をいただき、本当に心から御礼を申し上げたい。これからもどうぞよろ

しくお願いします。ありがとうございました。 

 △ では、私の方からも一言、ご挨拶申し上げたい。国際化というのは日本にとっては、

本当に国を開くため、また日本が世界の一員となるためにはこれしかないと私は思ってい

る。また、個人的に私の体験から強く思うのは、相手を知る、それから自分たちを知って

もらうということは極めて大切なことであるということである。その意味からも、今、日

本が進めている大学の国際化というのは、予算を削減することなく、どんどん進めていか

なければいけないことだと思うが、最近の政治状況を見ていると、正直暗たんたる気持ち

になる。 
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 話が長くなって恐縮だが、1971年に、英国政府フェローシップをもらってスコットラン

ドに行った。当時、日本は右肩上がりで成長していた時期で、日本のことを知りたいとい

うことで、地理の先生方のワークショップに私がゲストとして呼ばれた。 

 その会議に、ロンドン大学の SOASの連中から、イギリスにおける日本人に対する嫌悪感、

についてのデータを見せられた。スコットランドの北からイングランドの一番南まで調べ

たものであった。それを見てあっと思った。サウスハンプトンとかケンブリッジとかあの

辺が一番反日感情が強い。ＰＯＷ（Prisoner of War）をシンガポール等で徹底的に虐待し

たからである。私もケンブリッジで唾を引っ掛けられそうになったこともある。しかし一

番嫌悪感の強いのはスコットランドの一番北の地域であった。サウスハンプトンの辺りの

南へ来るに従って嫌悪感が下がっていく。当時、英国には日本商品があふれており、何と

なく日本というのはおっかない国だと、知らないとそう思ってしまうということだと思う。

その時お互いを知るということは非常に大切なことだということを、強く感じた。 

 この経験からも、私自身、できるだけ日本のことを世界に発信したいし、世界の他の色々

な国の情報も自分のものにしたいと思っている。その意味からも、この委員会のまとめを

やらせていただいて大変よかった。このような報告書になるとは夢にも思わなかったが、

アドバイザーの皆様方、それからその他の先生方、本当にありがとうございました。学長

先生方は、こんな厚い物は読まれないであろうということで、資料１をつくったのだが、

資料１ももう少し内容を豊富にした方が良いように思う。本当にありがとうございました。

報告書に関する今後の取り扱いは事務局と私に御一任いただきたい。よろしくお願いしま

す。 

（了） 


