平成 26 年（2014 年）12 月 4 日 於：徳島大学
大学のグローバル化のための取組と指標に関する勉強会
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0. 自己紹介

の小林と申します。本日はわざ
わざ徳島までお越しいただき、
文部省学術国際局

誠にありがとうございます。徳

ANUTECH (現在、ANU College)
＋ANU International Office

島が初めての方というのもたく

大阪大学

さんいらっしゃるかと思います

日本学術振興会

が、何とぞどうぞよろしくお願
い致します。

大阪大学

まず、国際課の私が居ることに
ご疑問の方がいらっしゃると思
京都工芸繊維大学

大分大学

徳島大学

います。簡単に自己紹介をします。
当初採用は、大阪大学です。スラ
イドの学章は当時のものではな

く、平成３年から使用されているものです。大阪大学在籍中にまだ統合前の文部省の学術国際局
留学生課に 1 年間併任という形で勤務しました。平成 6 年度。もう 20 年前です。年明けの平成 7
年 1 月には、阪神淡路大震災、3 月に東京では地下鉄サリン事件が発生と大きな出来事があった
時です。
その後、大阪大学に戻りまして、約 2 年後、事務職員対象の海外協定校等での長期研修制度が
できました。これに応募、幸い採用されまして、オーストラリアの協定校であるオーストラリア
国立大学（ANU）に約 1 年派遣されました。そのとき、まずエニュテック（ANUTECH）、現
在の ANU カレッジの前身にあたる語学学校に半年在籍しました。その後、ANU のインターナシ
ョナルオフィス、いわゆる留学生関係部署で、インターンもどきをさせていただいたという経験
がございます。
研修後、大阪大学に戻りまして、学部勤務と本部勤務を経験しました。平成 14 年度に、国立大
学法人化準備室ができまして、配置換えとなりました。平成 15 年 7 月、当時、特殊法人の日本学
術振興会国際事業部に出向し、約 4 年勤務をさせていただきました。いわゆる先行独法の一つで、
3 カ月後の平成 15 年 10 月から独立行政法人になり、、現場も色々と苦労した経験もしておりま
す。
再び、大阪大学に戻り、まさしく法人化の第 1 期評価の評価係長をしておりました。その頃の
ご縁で、今のこのコンソーシアムの中核のメンバーの皆さんとご一緒させていただいているとい
うおります。
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国立大学のシステムで、一般事務職員から地域ごとの課長登用試験を経て、今の課長職にある
わけですが、振り出しが京都工芸繊維大学、SGU のタイプ B 採択校の一つ、ここに 2 年。大分
大学へ異動し 2 年間。この 4 月から徳島大学で勤務しております。

１

グローバル人材って？グローバル化って？
海外動向-域内流動性とランキングを意識した学生獲得競争

本題に入ります。グローバル人
材、グローバル化というのは何
ぞやという中、昨今、海外動向、
特に域内流動性とランキングと
いうのが一つのキーワードです。

英国
カナダ

EU
1999～

ボローニャプロセス（EHEA)
→学制統一、英語コース（MC中心）
開設、学位認証、職業資格認証、
生涯学習推進 等

皆さんご存じのようにアメリカ、

米国
アジア
太平洋州

豪州

UMAP
キャンパスアジア
DD

カナダ、イギリス、オーストラ
リア、これらは全て英語圏です。
そして、これに対抗する制度が
EU になります。ボローニャプロ

世界的な大学ランキングの登場（THES、QS、上海、トムソン、各国機関等）
→ランキング指標を意識した国際的競争の激化

セスという中で、様々な制度の
１

統一化を図ることで、域内流動を
活発化しようとするもので、既に

20 年近く経過しています。このような情勢の中、では、アジア、太平洋の中で高等教育業界は、
何をしてきたかです。UMAP という枠組があります。EU のボローニャプロセス始まる頃に始ま
りましたが、現在では活動としては低調気味かもしれません。現在、日本の文科省は、
「大学の世
界展開力強化事業」で、キャンパスアジアやダブルディグリー（DD）というので、このアジア太
平洋州域内で 3 カ国トライアングルを作ろうということに支援しています。
もう一つ大きなものが、ランキングです。タイムズ・ハイアー、QS、上海、トムソンとか、あ
とは最近ですと、各政府の機関とかがいろいろ各国のランキングや比較ランキングというのを公
表しています。ランキングそのものに議論は色々とあるわけですが、されど、ランキングが求め
ている項目、例えば外国人留学生数、外国人教員数などを意識しないと、これからの国際業務は
できないというモードになっている現状があります。
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１

グローバル人材って？グローバル化って？
海外動向-域内流動性とランキングを意識した学生獲得競争

２
H26.11.17開催 運営費交付金の在り方検討会(第２回） 資料３から抜粋
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/062/gijiroku/1353540.htm

ランキングの事例です。文科省の最近の会議、運営費交付金の在り方検討会の資料として配付
されたものです。日本の大学のランキング、位置づけを示しています。皆様にご確認いただきた
いのは、評価指標、評価指標、観点がいろいろ違うということです。ランキングという言葉でひ
とくくりにしているのはいかがなものかというのは、この点にあります。

１ グローバル人材って？グローバル化って？
外国人留学生から日本人学生へ 近年の日本国政府・官邸主導による検討状況
2012(H24).6.4
グローバル人材育成戦略 『審議のまとめ」』 グローバル人材育成推進会議

現在の日本での大きい流れが
変わりつつあります。日本は、い
わゆる伝統的な外国人留学生の

グローバル人材の概念整理
日本人学生の個人の能力に着目
要素Ⅰ：語学力・コミュニケーション能力
要素Ⅱ：主体性・積極性、チャレンジ精神、協調性・柔軟性、責任感・使命感
要素Ⅲ：異文化に対する理解と日本人としてのアイデンティティー

受入れが中心だったのですが、最
近は日本人学生のグローバル化、
特に派遣ということが非常にう

2013（H25).5.28
『これからの大学教育等の在り方について（第三次提言）』
教育再生実行会議

たわれています。それはもうご

「グローバル化に対応した教育環境づくりを進める。」
徹底した国際化を断行し、世界に伍して競う
大学の教育環境をつくる。

存じのところですが、まずグロ

大学組織
の改革

2013(H25）.6.14
『日本再興戦略‐JAPAN is BACK‐』 （閣議決定）
『第２期教育振興基本計画』（閣議決定）
日本人学生の
海外派遣数の倍増
2013(H25).11.26
６万人→１２万人(2020）
『国立大学改革プラン』 文部科学省

ーバル人材育成戦略が出ました。
このときに、社会人基礎力とか
そういう話の流れから出てきて

３

いるため、3 要素というのが示さ
れ、日本人学生の個人の能力に着
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目しましょうという動きが出ました。25 年の教育再生実行会議での提言の中で、グローバル化
に対応した教育環境づくりと徹底した国際化を断行し、世界に伍して競う大学の教育環境をつく
る。これが大学組織の改革ですよ、ということも大きくうたわれております。この政府の流れの
中でいろいろ政策が出ているわけですが、特にこの日本再興戦略の中で、外国人留学生につきま
してはご存じのように 30 万人計画っていうのがあるわけですが、日本人学生の海外派遣数の倍
増、6 万人から 12 万人、ちょうどオリンピックの 2020 年ということが打ち出されております。

１

グローバル人材って？グローバル化って？
近年の政府・官邸主導による検討状況

平成２５年度秋の行政ﾚﾋﾞｭｰ資料 改

H20
（2008）.7.29

『留学生
３０万人
計画』
2012年
１４万人
↓
2010年
３０万人

４

これは政府の資料、秋の行政レビューのときに、これまでのいろんな政策、特に文科省の競争
的資金の大きな流れのものです。元資料に、留学生 30 万人計画を加筆しました。概観図としてご
参照いただければと思います。
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文科省における競争的資金、国

２－１ 国際化・グローバル化を巡る
文部科学省における競争的資金等の動向～振り返り～

際化、グローバル化っていうキー
ワードで振り返ってみました。実

H17（2005）年 大学国際戦略本部事業（SIH）

《科政局》

は平成 17 年（2005 年）に科政局

国立：１６（NIMS含む） 公立：１ 私立：３ 計２０機関

国立：７ 私立：６ 計１３大学 《高等局》

H23（2011）年 大学の世界展開力強化事業

―科学技術・学術政策局、いわゆ

申請要件
に数値
設定

H21（2009）年 国際化拠点整備事業（グローバル３０）

る研究 3 局といわれている所で、

《高等局》

なぜか大学国際戦略本部事業

H24（2012）年 グローバル人材育成推進事業（GGｊ）《高等局》

（SIH）を始めました。そして、

タイプA（全学推進型）：１１（国立：４ 公立：１ 私立：６）
タイプB（特色型）：３１（国立：１３ 公立：３ 私立：１５）

国際化系の競争的資金の実質的な

H26（2014）年 スーパーグローバル大学創成支援事業《高等局》

資金配分等の運営を日本学術振興

タイプA（トップ型）：１３（国立：１１ 私立：２）
タイプB（グローバル牽引型）：２４（国立：１０ 公立：２ 私立：１２）
＊事業名は、公募時点の名称

会が担うということが始まった時
５

でもあります。SIH については、
日本学術振興会のホームページを

検索していだたくと最終報告書等が掲載されています。
大学と直接関係する高等局―高等教育局が本格的に動きだしたのが SIH の後で、いわゆるグロ
ーバル 30（サーティー）が基点となります。

２－２－１

余談ですが、省庁再編後、留学

国際化・グローバル化を巡る競争的資金等
～グローバル３０～

生課は高等局へ移りました。G30
が始まる頃に、高等教育局内に高

H21（2009）年‐H25(2013)年
国際化拠点整備事業（グローバル３０）

等教育企画課が設置され、「大学
初！！

の世界展開力強化事業」
、
「グロー

申請要件に
数値設定

バル人材育成推進事業（GGj）」

【申請要件】
○留学生の受入人数が平成２０年５月１日現在、
大学全体で３００人以上
SGUにおいても、実は、

といった事業の企画立案をして

留学生受入れ最低数と設定？

います。今年募集されたスーパー
グローバル大学創成支援事業―

○海外拠点を１箇所以上運営している実績がある
SGUにおいても
必須要件

SGU という流れになります。な
お、GGj は、平成 26 年度予算か

＊公募要領より
６

ら SGU に組み込まれました。
さて、スライドに戻りますが、

国際系かつ教育系の競争的資金に申請要件、数値設定を明示したのが、グローバル 30 が最初にな
ります。要件を改めて振り返りますと、留学生の受け入れ人数が平成 20 年 5 月 1 日現在、大学
全体で 300 人以上。ここから大学をまず振り分けが行われています。受入れ留学生数をクリアし
ないと、申請すらできなかった。プラス海外拠点を 1 カ所以上運営している実績があること。こ
のように条件が付いたのは、繰り返しになりますがグローバル 30 が初めてです。
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２－２－２

当時の公募要領をよくよく見

国際化・グローバル化を巡る競争的資金等
～グローバル３０～

返してみると、達成目標が設定さ
れています。32 年度までに全学

H21（2009）年‐H25(2013)年
国際化拠点整備事業（グローバル３０）

として留学生率 20 パーセント程

【達成目標】（数値目標のみ）
○平成３２年度までに全学として留学生比率２０％程度を
目安として最低でも１０％を目指す。
併せて、現在より１，０００人以上留学生の受入れ数を
増やすとともに、少なくとも２，６００人以上の留学生の
受入れを目指す。
○平成３２年度までに全学として外国人教員比率１０％
程度を目安として最低でも５％を目指す。
＊公募要領より
７

度を目安として、最低でも 10 パ
ーセントを目指す。あと、こちら
最近 SGU でも話題になっている
外国人教員比率、これも 10 パー
セント程度を目安として、最低で
も 5 パーセントを目指すって実
は既に書かれています。ただ実際
どうなったかっていうお話は、小
湊先生に譲りたいと思います。

他に国際化に関して指標が出て

２－３－参考
NIAD－UE 認証評価
選択評価C「教育の国際化の状況」水準判定ガイドライン（案）

観点項目

いないかなと調べてみたところ、
大学評価・学位授与機構の認証評

“一般的な水準にある”の判定（数値入り）

価に、選択評価Ｃというのがあり

○ 「国際的な教育環境の構築」

ます。そこでの指標です。外国人
学生の受け入れ、過去 3 年間の平

○ 「外国人学生の受入」
過去３年間の外国人留学生の受入実績の平均が
概ね５０～１５０人、又は、在籍者数の２～４％程度である。

均がおおむね受入実績が 50 から
150 人、在籍者数の 2 から 4 パー

○ 「国内学生の海外派遣」

セント、派遣については、3 年間

過去３年間の国内学生の海外派遣実績の平均が
概ね１５～５０人、又は、在籍者数の0.5～1.5％程度である。
参考URL

平均の実績が 15 から 50 人、在籍

http://www.niad.ac.jp/n_hyouka/sentaku/__icsFiles/afieldfile/2014/07/08/no6_1_1_daigaku_sentakuCguidelines.pdf

８

10

者数の 0.5 から 1.5％。このよう
な数字が実は示されています。

H26.12.4 大学のグローバル化のための取組と指標に関する勉強会（於：徳島大学）

３

スーパーグローバル大学創成支援

平成２６年度概算要求時資料＆平成２５年度秋
の行政ﾚﾋﾞｭｰ資料

９

今回のメインのお話。スーパーグローバル大学―SGU に入ります。このスライドは、皆さん、
よくご覧になったスーパーグローバルの概算要求資料です。このときはこういった A と B とかこ
ういう図であって、トップ型、けん引型でいろんな条件書いてあるわけです。ここも大学の世界
におけるプレゼンスの向上やグローバルリーダー育成のための体制強化が急務。それで制度改革
と組み合わせ、制度と予算を総動員し、先進的な国際化教育モデルの構築、国際競争力の強化を
断行するというのが、いわゆる財務省向けの説明、また、われわれの国際系の全国会議ですと、
これを基に説明されております。

３

ところが、スライドには入ら

スーパーグローバル大学創成支援

なかったので、別刷りでお配りし
平成２６年度概算要求案資料や平成２６年度文部科学省所管説明
資料（スライド９）
と

ました SGU 委員会での資料と比

平成２６年４月８日開催
スーパーグローバル大学創成支援委員会（第１回） 配付資料
資料３－１

わっているというのが分かりま

＊別紙配付

した。

http://www.jsps.go.jp/j‐sgu/data/meibo_siryou/h26/h26_sgu1_3‐1.pdf

をよく見ると・・・

実は

目的、観点が異なっている！
１０
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３

SGU 委員会資料から抜粋した

スーパーグローバル大学創成支援

ものがこちらです。背景が「徹底

SGU委員会 資料３－１

した大学改革と国際化を断行し、

【背景及び目的】（抜粋）
（略）徹底した「大学改革」と「国際化」を断行し、我
が国高等教育の国際通用性、ひいては国際競争力強化
の実現に努める。

わが国の高等教育を国際通用性、
ひいては国際協力強化実現に努
める」。ポンチ絵で強調されてる

ポンチ絵での強調点

のがこれなんですね。国際を横

◆「国際」を横串として全学的な体制及び
学内文化を変革

軸にして、全学的な体制および
学内文化を変革、そのための国
際化、教育改革、研究力強化に

・徹底した国際化の取組
・徹底した教育改革の取組
・研究力強化に繋がる教育力向上の取組

つながる教育力の向上の取り組
１１

みということが強調されている
んです。実は概算要求での説明

資料と SGU 委員会資料で、実は観点違うぞというのが冷静になってみると分かるんですね。こ
れが果たしてどれだけみんな申請書を作成しててるときに気付いていたのか。一応説明会ではち
らっとは文科省は言っていたのです。でも、そこまで強調してなかったなというのが私の全く個
人的な印象です。

３

※（

１
２
３
４

ここからは申請書の話です。皆

スーパーグローバル大学創成支援
共通観点２ 共通の成果指標と達成目標

さんご覧になって分かるように多
）定量的成果項目

岐に亘る指標が出ました。メイン
4 項目。小項目で 40 数項目ありま

国際化関連 ２４項目（１３項目）
ガバナンス改革関連 ９項目（３項目）
教育の改革的取組関連 １１項目（２項目）
その他－教育情報の徹底した公表 １項目

す。特に数量的指標が国際化関連
では半分以上で、13 項目。ガバナ
ンスで 3 項目。教育改革でも 2 項

＊詳細は、別紙参照

目ということで、これは既に申請

★情報データ収集の重要性（経年含む）
★データに基づく戦略設計する力
→意思決定力と学内構成員へ伝える力

重要

タイプA （１）国際的評価
（２）研究成果等の創出状況 *NISTEPデータ、InCites、産学連携等調査を使用

書ご覧いただいていると分かる。
よくあれだけの指標を作ったなと
正直思いました。説明会会場で他
１２

大学の関係者と意見交換をしても、
よくぞ指標立てしたよなというの

が感想でした。そして、申請書を作成していく中で、この情報データの収集の重要性、特に経年
変化がどうかがないと、まず書けない事実に直面しました。今回の申請では、各指標に対して 3
年、5 年、10 年後の目標設定を記載していくのですが、正にデータに基づいて戦略をどう設計す
るのかっていう力を試されている。そして、意思決定する力とその学内共有、実際、申請書で文
章化したら全学的な影響があるわけですから、それをどう伝えるかということが実はポイントだ
ったのではないかと、これはもう振り返って思うことです。
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H26.12.4 大学のグローバル化のための取組と指標に関する勉強会（於：徳島大学）

４

スーパーグローバル大学創成支援
地方大学への示唆 ～私見～

ここからは、全く私見です。今

を通じての

回のプレゼン準備を通じて改め

大学の強み弱みの再認識・再構築

分け目

て痛感したことです。SGU 申請
は、大学の強み弱みの再認識、再

そして、申請内容は、全学統一型になっていたか？

（要素）
○ 教育プログラムの立て直し
○ ターゲットの絞り込み・見直し
外国人留学生受入れ VS 日本人学生（派遣）
日本人学生 エリート層 VS 中核的人材 VS 地元底上げ
伝統的 VS 特色型（強み→全学へ？）
○ 出島方式 VS 分散（内包）型
Centralized ｖｓ Decentralized
○ Lingua Francaとしての英語 と 英語教育
○ 日本語教育の再注目・再位置づけ

構築の機会だったなと思います。
あと、採択校の構想調書を見て、
地方大学は、
いま真剣に
考えるべきでは？

絵、指標を見ていると、パッと見
が全学統一型になっていないと、
やはり採択されないなと思いま

重要

「国際」「グローバル化」の内包化
→教職員・学生、教学・ガバナンスの意識改革
∴データ等の可視化と共有への情報提供

申請内容、特にタイトル、ポンチ

した。いろんな観点、要素とし
１３

て、特に教育プログラム立て直
し、国際化文脈でカリキュラム

や質保証をどう出せていたのかも重要です。国際化、グローバル化の課題について、これまでも
色々と論点はあります。しかし、結局特に地方になりますと、問題はここだと思います。ターゲ
ットをどうするのか。いわゆる留学生受入れと派遣。調書見れば、量で頑張りますとか、派遣
100%やりますというような大学さんも居るわけですが、どっちに重きを置くのか。日本人学生
についても、GGj でも同じ課題ですが、どこの中核層が自分たちの大学が狙っていて、どういう
人材を養成するのかっていうところ考えていないと、設計はなかなか難しいんだと思います。い
わゆる SGU はエリート、そして、中間人材を育てるのか、あるいは、いわゆる地元密着、底上
げっていうようなところ、こういうところをちょっと真剣に考えていかないと、これから大変だ
なっていうのが個人的な感想です。
○の下の三つは、従来からいわれていることです。今回ちょっと注目すべきは、この日本語教
育が再注目されているんですね。実は SGU の事前の公募要領案、公表される寸前まで、日本語
教育とその関連は指標に入っていませんでした。しかし、SGU 委員会の有識者から、外国人を受
け入れる、研究者も受け入れる、じゃあ、その人たちが生活するための日本語とか、家族とかそ
ういう人たちをケアどうするんだ、日本語、そこちゃんとやらなきゃ駄目だろう。あと一方、日
本人学生を派遣していく中で、日本語っていうより日本文化というか日本事情、そういったもの
どうすんだっていうご意見があって、ここが再注目されました。
今回の SGU のポイントは、国際、グローバル、これ言葉の使い分けが難しいのですが、従前
はどちらかというと今まで出島方式型で進めてきました。グローバル 30 や SIH も出島型です。
これを組織の中へ内包化しなさい、という流れが現在の政策誘導です。教職員、そして学生、あ
と教育、ガバナンス、意識改革っていうのがポイント。IR 的な視点では、結局データの可視化と
共有、それをきちんと情報提供できているかということが、やっぱりこれはもう今後もずっとつ
きまとう話だと思うのですが、改めて重要であり、考えるべきだと思います。
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小林 裕美「SGU に代表される我が国の高等教育機関に関するグローバル化戦略について」

まとめとして、グローバル化っ
て何って、ちょっと漠然とした
タイトルです。私は、もうこの職
業人生の半分以上を留学生関係
や国際交流を担当してきました

グローバル化って？？？

が、なかなか定義が難しいなって
いうのは思ってます。ただ、伝
統的な留学生、特に地方大学の
文脈で言いますと、留学生の受
け入れっていうのは、当然 30 万
人計画をやりますし、受け入れ
ることでの日本人への影響って
生まれますから、そこはきちん

とやらなきゃいけない。で、プラスアルファの語学力ですね。やたら今、英語の TOEFL 何とか
何とかや TOEFL を上げろとか言ってますけど、それだけでいいのかなっていう疑問をずっと持
ちながらやっているというのが実情です。
最後の参考資料としてお示しするのが、財務省の会議での大学改革検討資料です。やはり大学
改革実行プランや国立大学改革プランの中に、必ずグローバル化という言葉がでてきます。大学
が担う社会貢献でも、グローバル化が出てくるんですね。世界大学ランキングにおいて日本の存
在が低下とか、こういう話題も出ています。そして、新たな大学評価システムが示されています。
昨今、特に国立大学の取り巻く環境が厳しい中、各省庁の政策資料や会議資料で、様々な捉え方
で、グローバル化という言葉がでてきます。資料を見るときに、ちょっと注視しながら考えてい
かなくてはならないと思います。
話が雑ぱくになり、政策動向の流れをお伝えできたのかわかりませんが、ご容赦ください。
ご清聴ありがとうございました。
【注】本発表は、個人の意見であり、組織を代表したものではありません。
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