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Ⅰ これまでの事業実施により得られた成果  

（１）当該事業を実施したことによる学術的な成果、持続的な協力関係の構築状況、若手研究者

の養成への貢献度等、事業実施の進捗状況への評価。 

 

評  価 

☑ 十分進展している。  

□ 概ね進展している。  

□ ある程度進展している。 

□ 十分に進展しているとは言えない。 

コメント 

（申請時の目的達成に対する計画の進捗状況について） 

本事業は EU で進行中のエラスムス・ムンドス計画との連携を密接にはかり、多くの若手

研究者、大学院学生をヨーロッパに派遣することにより理学研究科の国際化を飛躍的に発

展させ、大阪大学の教育研究レベルを向上させるものである。大学内の体制の整備と相手

方の大学の協力により、事業発足以来、平成 21 年度末までに、目標の 15 名を大きく上回

る 29 名の若手研究者と大学院学生をオランダ、イギリス、ドイツ、フランスなどの主たる

大学、研究機関に派遣し、その目標は十分達成されており、事業がスムーズに展開されて

いることを表すものである。 

また、大阪大学理学研究科の各専攻がエラスムス・ムンドス計画の域外パートナーとし

て、日本政府が EU と協力して実施する教育連携プログラムである ICI ECP にすでに参画し

ており、本 ITP 事業の推進を足掛かりとしている。本事業がこれらの計画の礎となるであ

ろうことは明らかであり、着実にその歩を進めているといえる。 

（組織的な運営体制づくりについて） 

 運営体制は国際交流推進本部に教員３名、職員２名、理学研究科に教員１９名、職員３

名で、先方のグローニンゲン大学をゲイトウェイ機関とする体制ができている。教員１９

名の役割については明確ではないが、派遣学生の選別等に関わるものと思われる。教員自

身のヨーロッパ諸機関との日常的交流も心がけるべきであろう。 

（大学全体の国際戦略の一環としての貢献について） 

大学全体の国際戦略の一環として、国際交流推進本部や海外拠点と理学研究科が共同し

て組織的運営のもとで本 ITP 事業は遂行されており、若手研究者と学生の派遣交流により

彼らの国際的な視野の深化が行われていることは極めて有為であったと考えられる。G30

の採択もあり，今後の活動につながる戦略といえる。 

（取り組み成果の国内外への積極的な情報発信について） 

ホームページの設置や２回のシンポジウム開催など ITP 事業の成果を公にしており、積

極的に情報発信につとめている。しかし、Webpage については整備など努力のあとが見え

るが，学生や一般教員への周知につながるものかどうか定かではない。関係者のみが見る

ページとなっていては意味がないので、いろいろな場面で広報を行っていくべきであろう。

（事業実施経費の使途の妥当性等について） 

経費については、前半は組織作りの意味もあるから、教員、職員の派遣も必要と思われ、

初年度は若手に費やした費用とほぼ同等、２０年度もほぼ２割の部分を占めている。後半

は１割程度に押さえ、その分若手をある程度長期に派遣すべきであるが、１２０日を超え
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る滞在も６件あるなど、長期滞在に重点を置いた使用となりつつあり、大きな効果が期待

される。引き続き効率的な運用が行われることが期待される。 
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（２）若手研究者の養成実施状況に関する評価。 

 

評  価 

□ 非常に効果的に実施されている。 

☑ 概ね効果的に実施されている。 

□ ある程度効果的に実施されている。  

□ 効果的に実施されているとは言えない。 

コメント 

（若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動について） 

本 ITP 事業は、大学全体の国際戦略の一環として、国際交流推進本部や海外拠点と理

学研究科が共同して組織的支援・運営体制のもとで遂行され、欧州で先行している大規

模国際教育プログラム、エラスムス・ムンドス・プログラムの Phase II に理学研究科が

参加する枠組みへの取り組みも積極的に行っており、単位互換や長期滞在が相互に可能

な国際化への取り組みは高く評価される。 

派遣研究者・学生が、外国語による学術論文作成をする際にこの事業がどの程度役立

っているかは、発表論文も１１篇中５篇は日本人のみでかかれており、その評価は難し

いが、目標を上回る人数の研究者と学生が当地に赴き、実体験として欧州の学生および

アカデミアと交わったことで、語学力や表現力が格段に向上したものと考えられる。ITP

の効果はこれだけからは定かではない。 

すでに「宇宙科学」の分野では、グローニンゲン大学理学部と大阪大学理学研究科と

の間で、インターネットを用いた双方向講義が開始されており、「核物理学」、「生物科学」、

「数学」でも開講を準備中とのことである。この点は、本 ITP プログラムの趣旨からも

非常に望ましい形であると考えられ、さらなる分野の拡充が望まれる。ドイツの各大学

では、海外インターンシップ等により、学生の単位認定を行っている。本プログラムに

おいても、単位取得を目的とした学生のインターンシップ等、単位互換の制度をさらに

拡充・発展させていくことも視野にいれて、事業を推進していただければ、学生の教育

には、より有効なのではないだろうか。 

（派遣人数・派遣期間について） 

若手派遣について、多少気になることは派遣人数をある程度制限しても、１名につき、

最低３ヶ月くらいは先方に滞在するようにすべきではないか。各人の報告を読むと、そ

れなりに成果や交流を遂げて帰国しているようではあるが、やはりある程度長期に滞在

している場合ほど成果が上がっているようにみえる。１２０日を超える滞在となった６

件については、非常に効果的に実施されているといえる。 

若手研究者を海外に出すための仕組みとして、公募制をとりインタビューをおこなう、

実験や海外での口頭発表を積極的におこなうなど、実質的な活動がなされている。しか

し、データとして２０年度は本プロジェクトへの応募者数が見当たらない。初年度は全

員（１０名）を派遣したということだが、実質的な選別を行い、優秀でないと派遣され

ないという意識を植え付け、日頃から意欲的に研究させる姿勢が欲しい。 
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（３）海外パートナー機関との連携状況についての評価。 

 

評  価 

□ 非常に効果的に実施されている。 

☑ 概ね効果的に実施されている。 

□ ある程度効果的に実施されている。  

□ 効果的に実施されているとは言えない。 

コメント 

（海外パートナー機関との連携体制について） 

グローニンゲン大学を核として、ヨーロッパの多くの大学とつながりを広げようとい

う姿勢は高く評価される。グローニンゲン大学に海外拠点を設置しており、機動性のあ

る連携の下地が既に整っている。多くの分野が関わる事業であるから、１大学や１機関

に限らず、多くの関係者と研究交流をめざすべきであろう。 

大阪大学のグローニンゲン教育研究センターが、ITP とグローニンゲン大学および派遣

先大学と頻繁に連絡を取り合い、プログラムの質向上につとめていることや、インター

ネットによる双方向授業による単位互換制度を設けたことなど、進捗状況は着実かつ十

分であると考えられる。また、海外パートナーとの共同シンポジウム開催をつうじて本

事業の成果を共有化している。 

さらに、ICI ECP “INTERFACE”により日欧 7 大学の単位互換制度が構築され、グロ

ーニンゲン大学と大阪大学がその幹事校を務めているなど、強力かつ円滑なパートナー

シップが確立されつつある。この ICI ECP “INTERFACE”は 2012 年までの 3 年間に 20

人の大学院学生を相互に派遣するものであり、受け入れ各大学とのパートナーシップの

継続性の観点から重要である。 

しかし、教員、職員レベルの交流について、やや経費がかかりすぎているように思わ

れ、検討の余地があろう。） 

（海外パートナー機関との双方向交流の体制作りやマッチングファンドの確保など、イ

コールパートナーシップが期待できるか） 

派遣に際して、グローニンゲン大学やその他の派遣先大学からは、相当額の経済的支

援を受け、また、ベンチ・フィーもすべて不徴収、また、実験のための薬品や器具、装

置の使用料なども各受け入れ機関からのサポートによって賄っていることは、海外パー

トナー機関とのイコールパートナーシップが確立されつつあることを示すものである。 

 また、ITP 事業の展開に伴い、受け入れ研究機関からの学生派遣の要請があり、これに

こたえる形で、大阪大学理学研究科が若手研究者受け入れ短期プログラム

“FrontierLab@OsakaU”を開発、JASSO によって経済的基盤を確保し、グローニンゲン大

学および他の欧州の大学から学生を受け入れていることは、海外パートナー機会との連

携の機動性を示すものであり、高く評価できると考える。 

ただし、ヨーロッパの若手が日本で学びたいという魅力を日本が備えているかどうか。

彼らに日本からたくさんの情報を流し、日本のレベルを認識してもらい、招聘にも更に

力を入れることで双方向の交流を確立させることが望まれる。 

 

 



5 
 

Ⅱ 今後の展望  

当初の目的に対しての達成可能性、プログラムの継続見込み、モデルとしての他大学等への波

及効果等、今後の展望についての評価。 

 

評  価 

□ 大いに期待できる。  

☑ 概ね期待できる。   

□ 一層の努力が必要である。  

□ 期待できない。 

コメント 

（当初の目的達成の期待と問題点に関しての改善の仕組みについて） 

①学生派遣の着実な数値目標達成、②ICI ECP “INTERFACE”による実質的なエラスム

ス・ムンドス計画の“Japan Window”の獲得、③G30 採択により ITP 事業が G30 と連携し

て、大阪大学の教育、研究、事務機構の国際化を加速度的に推進がなされ、当初の目的

は十分に達成可能である。中間評価資料（進捗状況報告書）にあるように、今後の展開

を考える上で最も重要なことは、将来を担う若手研究者の①「研究遂行力」をさらに高

め、真に対等なパートナーとして、②ディスカッションやプレゼンテーションを行う能

力を磨くことであろう。本 ITP 事業では、派遣者の最終選考に ITP 海外パートナー教員

職員による英語でのインタビューを試みているそうであるが、その際に英語力の問題を

たびたび指摘されている、とのことである。この問題解決のために、派遣者が事前に英

語力向上を図れるように英語自習システムを整備し、理学研究科内にイングリッシュ・

カフェを設立している。数か月という短期間の派遣であれば、できれば、より積極的に

渡航前に事前の集中的（短期間でよい）な英語教育を施し、当地での滞在期間において

より高度な（とくに研究面で）ディスカッションができるように準備を行うことが望ま

しいのではないであろうか。また、双方向での派遣がより頻繁、活発に行われるように

なれば、日本人学生における語学アレルギーや欧米人に対するコンプレックスの解消に

もつながり、一石二鳥であると思われる。 

また、将来的には、欧州で先行し進んでいる大学院教育における柔軟な単位互換制度、

人材の流動化、が望まれる。 

（事業実施期間終了後のプログラム継続見込み、モデルとして他大学等への波及効果へ

の期待について） 

本事業を通じて、欧州の主たる大学との相互協力関係は着実に築きあげられており、

本事業実施終了後も、プログラムが継続される見込みはあると思われる。また、若手研

究者の研鑚と人材育成モデルとして他大学等への波及効果も大いに期待できる。派遣先

に選ばれている諸機関はレベルも高く、今後も継続的な交流が望まれる。５年間できる

だけこうした交流を定着させ、共同研究の種をまいておけば、期間終了後の継続につな

がるであろう。 

大阪大学にはクオリティの高い教員の指導するキャパシティの高い学生が多くいるは

ずである。今後のより一層の努力に期待したい。 
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 総合的評価   

 

評  価 

□ いずれの観点からも十分な成果をあげており、是非事業を継続させるべき。 

☑ 概ね成果をあげており、現行の努力を続けて事業を継続させるべき。 

□ ある程度成果をあげつつあるが、次年度以降の計画を見直すべき。 

□ 成果が十分にあるとは言えず事業を継続させるべきではない。 

コメント 

本 ITP 事業は EU で進行中のエラスムス・ムンドス計画との連携を密接にはかり、多

くの若手研究者、大学院学生をヨーロッパに派遣することにより理学研究科の国際化を

飛躍的に発展させ、大阪大学の教育研究レベルを向上させるものである。ヨーロッパの

複数の大学と同時に結びつくこの計画は、１大学対１大学間の協定を越えた新しいやり

方で、既に派遣学生の間での共同研究の成果も見え始めている。大阪大学は、既に海外

パートナーであるグローニンゲン大学に海外拠点を設置しており、機動性のある連携の

下地が整っている。海外パートナーとの共同シンポジウム開催をつうじて本事業の成果

を共有化するとともに、双方向の人材交流が可能な枠組み FrontierLab@Osaka などによ

り、更なる連携を進めている。これまでの事業で、当初の計画を上回る人数の若手研究

者が派遣されている、この点は事業がスムーズに展開されていることを表すものであ

り、高く評価される。若手研究者の滞在日数は、１２０日を超える滞在も６件あるなど、

長期滞在に重点を置いた運用は大きな効果が期待される。若手研究者を海外に出すため

の仕組みとして、公募制をとりインタビューをおこなう、実験や海外での口頭発表を積

極的におこなうなど、実質的な活動がなされていることは好感がもてる。派遣に際して、

派遣先大学から、相当額の経済的支援も受け、また、ベンチ・フィーを含めて、実験の

ための薬品や器具、装置の使用料なども各受け入れ機関からのサポートによって賄って

いることは、海外パートナー機関とのイコールパートナーシップが確立されつつあるこ

とを示すものであり、特筆に値する。また、日本政府が EU と協力して実施する教育連

携プログラムである ICI ECP にすでに参画しており、本 ITP 事業の推進を足掛かりとし

て、エラスムス・ムンドス・プログラムの Phase II にも参画を申請予定であることか

ら、本事業が、欧州の国際協力教育研究事業の日本側の窓口として継続的な発展を推進

させるための、強力な推進役となっていることは明白であり、単位互換や長期滞在が相

互に可能な国際化への積極的な取り組みも高く評価される。以上から、本事業は多くの

点において着実に成果をあげていると判断されるので、是非事業を継続させるべきであ

る。 

今後の課題としては、さらに実のある派遣、交流となるための、派遣学生の渡航前の

集中的（短期間でよい）英語教育、双方向での学生派遣の促進、単位取得を目的とした

学生のインターンシップ等、を考慮に入れ、本事業を力強く推進していただけることを

希望する。 

また、今後はヨーロッパから、日本で学びたい、研究したい、という人材を受け入れ

機能る意識も計画の中に取り込んでほしい。これは双方向交流の基本であり、教員レベ

ルもより一層の努力（講義をしにでかけるなど）を積みあげていかなければならない。

 

 


