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【開会挨拶】
永田 恭介
大学基準協会会長
筑波大学長

進行 ただいまより公益財団法人大学基準協会第

セミナーにお集まりいただきまして、本当にあり

３回学長セミナーを開催いたします。司会は、本

がとうございます。一言ご挨拶を申し上げます。

協会事務局長の工藤潤でございます。

まず、本日のセミナーですが、ご多忙の中、講
演をお願いいたしました先生方には深く感謝を申

司会 皆さん、こんにちは。ただ今ご紹介いただ

し上げます。台湾からおいでいただきました傅勝

きました大学基準協会の工藤でございます。

利先生、田中優子先生、それからパネルディスカ

今回で学長セミナーは３回目でございます。本

ッションにてモデレーターをお引き受けいただき

日はお寒い中、本セミナーにおいでいただき、ま

ました鈴木典比古先生には改めて厚く御礼を申し

ことにありがとうございます。

上げます。

この学長セミナーは、第１回をおととしの９月n

この本協会の成り立ちを振り返ってみると、終

に開催しましたが、台風が直撃いたしました。今

戦後、
新しい大学制度ができてすぐの昭和 22 年に、

回もニュースで西日本でかなり天候が荒れている

大学あるいは大学人が自分たちでその大学の質に

という報道もございましたので、どうもこの学長

ついて保証する仕組みを立ち上げていこうという

セミナーは天候に恵まれないのではないかと考え

ことででき上がった組織です。

ております。その中で、これだけ多くの先生方が

現在では、大学あるいは短期大学の機関別認証

お集まりいただきましたことを、大変感謝申し上

評価、それから５つに上る専門職大学院の認証評

げます。

価と、評価対象が拡張してきております。

それでは、開会に先立ちまして、大学基準協会

新聞や、あるいは政府のいろいろな提言書など

会長で筑波大学学長であります永田恭介よりご挨

を見ても、日本の大学は、今多くの課題に直面し

拶申し上げます。それでは、先生、お願いいたし

ていると言わざるを得ません。一番大切なことは

ます。

当然ながら人材育成なわけですが、グローバル社
会に適合し、その中でしっかりやっていける人材

永田 こんにちは。ただ今ご紹介いただきました

を育成しましょうというのは、よく聞くことです

大学基準協会会長の永田です。本日は、夜の便が

し、そのためにガバナンス改革、とりわけ学長の

不安な悪天候が予想される状況の中、第３回学長

リーダーシップというものを発揮できるようなシ
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ステムに変えていきましょうということも言われ

の仕組みをつくって実行していかなければならな

ています。
それから最近、
特に高校と大学の接続、

いと思います。したがいまして、大学における高

それは入試という形で議論されているわけですが、

等教育のあり方というのを議論するのはいつの場

そういう入試改革なども促進していこうではない

合にもエッセンシャルです。

かということも議論されております。これらは課

69 年目を迎えますが、正会員あるいは賛助会員

題であるというよりは、課題を解決するために提

の方々皆様のご協力とご支援を、今までに増して

案されているわけですが、実際行うとなると、ど

もよろしくお願いを申し上げたいと思います。

れもそれほど簡単なことではないということであ

また、本日のセミナーが皆様や我々にとって前

り、本日のような学長セミナーも開催しているわ

を向いていくために役に立つものになるようにと

けです。

祈念しまして、ご挨拶とさせていただきます。今

大きなテーマは、
「今、学長が何をすべきか」と

日は忌憚ないご意見を交わし合う場にしたいと思

いうことですが、副題にあるとおり、
「大学改革」

います。
どうぞよろしくお願いいたします
（拍手）
。

という側面から、学長は教学や経営に関してどの
ように考えていったらいいかというようなことを、
今回のテーマにしております。
大学は多様ですから、それぞれ画一的であると
いうわけでもないし、そうであってはならないと
も思います。このセミナーでは、各大学の特性と
か個性というものを生かせるように、そしてそれ
ぞれの大学が今申し上げたような課題に主体的に
取り組んでいけるように、情報交換を旨として進
めていきたいと思います。
とりわけて後半のパネルディスカッションでは、
諸事にわたる問題を登壇した方々と会場の皆様方
とでディスカッションして、その内容を深めてい
きたいと考えています。
もう既に一度申し上げましたが、
昭和 22 年にこ
の大学基準協会は大学あるいは大学人自らがつく
った組織で、69 年目を迎えております。当然なが
ら質保証の意味での認証評価ということはありま
すが、それに及ばず、大学が向かっていく方向等
にも大学基準協会は目を向けて、その上で質保証
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司会 永田会長、ありがとうございました。

【基調講演】
台湾における高等教育の転換改革と評価
傅 勝利
台湾評価協会理事長
義朱大学名誉学長

司会 それでは、早速、基調講演に入りたいと

であると同時に、台湾評鑑協会で理事長をして

思います。

います。
今日の私のご報告は５つの部分に分けて行

最初は、義守大学名誉学長の傅勝利先生でご
ざいます。先生は現在、台湾の評価機関の１

います（スライド 2）
。まず一般的なことについ

つで、本協会とも協力協定を結んでおります台

てお話し、台湾における高等教育の転換、改革、

湾評鑑協会、ＴＷＡＥＡと言っていますが、そ

発展について述べたいと思います。政府と大学

の理事長でいらっしゃいます。

がどのように対応してきたかということを話
したいと思います。

傅先生の略歴は本日お配りいたしておりま

そして、いくつか例を挙げて改革に関して話

す講演資料に掲載しておりますので、詳しくは

したいと思います。特に義守大学で学長をして

そちらをごらんいただきたいと思います。

おりました間にどのようなことを行ってきた

この講演資料は、中国語のパワーポイントで
ご覧いただいておりますが、皆様にお配りして

のかということについて述べたいと思います。

いる資料は日本語でお配りしております。また

さらに、高等教育の転換と評価について掘り下

同時通訳も入りますので、両方で見ていただき

げて話したいと思います。
皆様もご承知と思いますが、評価というのは

たいと思います。

なかなか難しいものだという定評があります。

本日は「台湾における高等教育の転換改革と
評価」というテーマでお話しいただきます。そ

これをどのように考えたらいいのか、今後の展

れでは傅先生、よろしくお願いいたします。

望ということも含めまして、今日は述べていき
たいと思います。

傅 大学基準協会の皆様、本日はお呼びいただ
【大学の転換を引き起こすきっかけ】

きましてありがとうございます。台湾の高等教
育の転換改革及び評価についてご報告をさせ

それではまず、台湾の高等教育が直面してお

ていただける機会を大変うれしく思っており

ります状況と課題について申し上げたいと思

ます。

います。今３つの課題があると言っていいと思
います（スライド 4）
。皆様も感じていらっしゃ

私は現在、義守大学というところの名誉学長
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ることかもしれませんが、台湾も現在少子化に

か、認めてもらえるような教育等をしていかな

直面しています。これについては、15 年前、日

ければいけないと思います。
高等教育の国際化につきましては、ご在席の

本のある大学の学長から日本ではとても深刻

学長の皆様も海外によく訪問されて感じてい

なのだということを伺ったことがあります。

らっしゃることだと思います。欧米の大学も今

これはまず収入である学費が減ってくると

外に向けて動き出しています。

いうことにもなりますし、また台湾は２千３百

例えば、ＥＵの大学ですが、スチューデント

万の人口に対し、大学が 160 校もありまして、
大学の数があまりにも多いという問題にもつ

モビリティということで、学生たちの移動とい

ながります。多くの大学が運営されていますが、

うことを強調していますし、今や学生だけでは

それぞれが似通っていて特徴がない、特徴がな

なくて教員についてもモビリティ、海外にどん

ければ競争力がないというふうになっていま

どん出ていく、移動しており、これは大きな変

す。

化と言えるでしょう。

さらに、学位さえもらえばいいということで、

しかし、環境のいいところ、発展の優れたと

本当に実力をつけられるような教育が大学で

ころでなければ、教員は離れていってしまいま

行われているのだろうかというような問題に

すし、学生たちも離れていってしまいます。で

もつながっています。学生の育成をどのように

すから、これはいわばグローバル化による課題

考えたらいいのかという内部の課題というこ

と言えましょう。

とであるわけです。
【今までの形を超えた国際競合】
もう１つの側面ですが、今、国際的な競争が

【高等教育のグローバル化と競争の激化】
国際化が進んでいる現在、
“地球村”の競争

ある一方、協力も進んでおりまして、この協力

も激しくなっている、そういった中で今の台湾

のあり方が過去とは異なっていると思います

の高等教育としましては２つの課題があろう

（スライド 6）
。
これまで国際交流というのは海外の大学を

かと思います（スライド 5）
。
まずは、改めていろいろなモデルの変革とい

訪問する、学生たちもそうですし、私自身もＵ

うのが求められています。多くの人が上に上が

ＣＬＡに客員として１年間訪問をしまして、そ

り、そうした中でも淘汰されてしまうという極

してまた台湾に戻り教員を続けるということ

分化があると思います。

をしております。そういう経験がありますが、
今では大分それとは形が変わった交流もある

また、大学としては専門性あるいは特色を際

と思います。

立たせるということをしていかなければなか
なか生き残れないということだと思います。そ

例えば、ダブルディグリーであったり、エデ

して、社会の評価を得られるというのでしょう

ュケーションシティというようなジョイント
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カレッジというやり方もありますし、様々なコ

10 年間、これは予想値になりますが、大学生が

ンビネーションがあります。高等教育の中では

今後 30 万５千人減っていく。それだけ減ると

さまざまな形の交流というのがあるのです。

いうことは、つまり授業料収入というのが 300
億新台湾ドル分減るということになります。

このような環境についての心の準備ができ
ていなければ、この新しいゲームの中で役割を

つまり、これは例えば１万以上の教員が仕事

果たすということができなくなり、ひいては競

を失うということになります。これは社会問題

争の中で負けてしまうということがあると思

にもつながりかねない危惧すべき問題です。

います。
【特色に欠けた発展】
もう１つの課題は、今の大学は特色に欠けて

【少子化の衝撃】
また、大きな課題があるということについて

いると言われています（スライド 8）
。皆同じよ

も述べたいと思います。皆様ご存じかわかりま

うな顔をしているじゃないかということなの

せんが、今年 2016 年、ちょうど台湾では“大

ですね。例えばミスコンテストというと、身長

学の津波”というふうに呼んでおります。つま

がどうか、そして誰がきれいかということです

りどういうことかといいますと、少子化が大変

が、実は皆同じように見えるということはない

進んでいるということです。

でしょうか。

大学１年生の数が 2013 年以降少しずつ下が

それと同じように、台湾の大学でも、研究を

り始めています。そして、少し上がっている年

重んじて教育を軽んじると、それが教育のほう

というのは、中国流に言いますと辰年で、子供

は余り重視しないとか、あるいは学生たちが学

の数が多かったということなのです。そして

部で勉強する際、教授たちの話を聞きますが、

2013 年、
2023 年という 10 年先を見越しますと、

どちらかといいますと学術的な研究ばかりす

大幅に新入生が減少するということがわかり

るというようなところがあると思います。

ます。今年を見てみたいと思います。2016 年が

論文を発表する、そして学術会議に出席して

こちらです（スライド 7）
。今年と去年でどれだ

発表する、産業界のために人材を育成するより

け減少したかといいますと、２万５千人も下が

も、自分の発表のほうが重要だというように考

っています。そして次にどれだけ減るかと、

えるような教授もいるというような特徴もあ

2020 年ということで考えますと、２万７千人減

ります。そもそも、台湾は大学の数が多過ぎま

るというふうな状況なのです。大学１年生、つ

して、ほとんど同じような特色なのです。

まり新入生が減っていくということで、要する

例えば、今までは、エレクトロニクスがこれ

に定員割れを起こす大学というのが今後続出

まではポピュラーだったのが、今はホスピタリ

するおそれがあります。大学の倒産ということ

ティという介護関係ですね。福祉関係のものが

もあるかもしれません。2013 年から 2023 年の

大変増えている。皆同じような学部を作り始め

5

きていけるということだったかもしれません

たというような問題があります。

が、今ではそうではありません。やはり産業界
と大学の間で大きなギャップが存在するとい

【実用性の低下】

う事態になっております。

あと、こちらですが（スライド 9）
、これまで
も大学の運営について、うまくやっていきたい

【台湾における高等教育の未来像】

というようなことが言われていたのですが、大
学評価の指標というのは皆が同じような指標

今の台湾では各大学に対して、やはり転換が

で評価されるというようなことから、特色を作

必要だということ、過去の思考回路だけではな

るという余地がどんどん制約されているとい

くて、新しいことにもチャレンジしていくこと

うような問題もあります。

を奨励しています。

つまり、これまでの大学は多くの大学生を育

まずは特徴がない、少子化、また実用性の低

成したけれども、それでもなかなか卒業した学

下という問題がありました。さらに国際競争力

生が売れないというような事態にもなってお

が激しくなっているというような新しい状況

ります。

の中で、我々としましては新しい建学の理念と

台湾では大学は一般的に社会の中で、ちょっ

いうものが必要だと思います（スライド 11）
。

とその社会から切り離されているというふう

つまり、これは大学の運営ですが、持続的な

に言ってもいいかもしれません。産業界という

発展ということを考えなければいけません。今

のはとにかく時代の変化に瞬時に対応してい

年は 2016 年ですが、今後数十年にわたり同じ

きます。本当に毎日のように大きな変化があり

ようにこの大学があるのかどうかということ

ます、あらゆる会社が続々と育っています。

を考えますと、やはり次のようなことを考えな
ければいけません。

しかし、大学は、大変残念なことに、そうい
った時代の波になかなか乗れていないという

例えば、キャンパス知識の創出ということを

ところがあると思います。我々の育成する人材

考えなければいけませんし、学術研究について

が産業界の必ずしも必要としている人材では

も考えなければなりません。もちろん、先生た

ないというような問題もあります。

ちがしっかり教育をして、且つ研究もしてとい

また、大学はどれだけたくさん学生を募集で

うことも大事でありますが、我々としましては

きるかということばかり考えがちでありまし

科学技術の川上と川下というものを、これは上

た。ですので、学部を１つ増設するごとに、学

に行く、あるいは下に行くと、両方あるかと思

生が募集できるかということばかり考えて、卒

いますが、いずれにしましても付加価値を高め

業する学生が就職できるかということはあま

られるような試みをしなければいけないでし

り考えてこなかったというような問題でした。

ょう。
また、ハイエンドな人材です。大学では、例

かつては大学の卒業証書があれば何とか生
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えば、いろいろな分野の人たちがいますが、こ

教育の質を持続的に向上させるということを

ういう人たちが社会のために、また政府のため、

していくのだということが１つの考え方です。

社会のためにいろいろな兼業をするようにな

今、政府として考えているのは、３つの連携

っているのです。ですので、教育そのものがも

政策のための推進事務室の設置です。３つのプ

しかしたら自分たちの発展のために活用され

ラットフォームをつくっています。
例えば、ハイエンドの人材の確保のためのプ

ているというところがあると思います。
もう１つですが、今のような競争の中で、場

ラットフォーム、そしてまた一部の人たちは大

合によっては、適度な制度保証をする中で、や

学から、あるいは産業界や政府のほうに転職を

はりその市場から撤退をするということも必

できるようにしていくということ、また一部の

要ではないかと思います。

大学におきましては、これは多くの競争により

もちろん、これによって問題も生じるかもし

まして、すぐにも方向展開ができるようにとい

れません。ソフト、ハードの面で問題があるか

うことであります。その同じ海の中を泳いでい

もしれませんし、法的にこういうことができる

くのにも、こちらの海ではなくあちらの海にも

のかということも考えなければいけませんが、

泳いでいけるようにしていくというようなプ

やはりこういう高等教育の質の確保というの

ラットフォームです。
もう１つは教育の質の確保のためのプラッ

は不可欠なのです。

トフォームです。質が保証できない、あるいは
教育が今後きちんとサービスを提供できない
というような大学に関しては、それを監視する

【高等教育の創造転換プログラム】

ことによりまして、しかるべき対処をしていく

台湾では教育部という政府機関があります

ということです。

が、３つの連携政策をし、４つの実行戦略をし
ております。また、量的な規制も行っています

いろいろな教育の問題というのは、実は台湾

ので、これについて若干ご説明をしたいと思い

の内輪の事情になりますが、教育部門だけでは

ます。

なくて、例えば、財政部門や、あるいは衛生部

いずれも具体的な問題を解決するためであ

門というのでしょうか、そういった福祉関係で

りますが、学生たちが減少している。学生が減

すね。そういったところとも連携して、いろい

少すれば、大学の先生も失業するかもしれない。

ろと物事を決めなければいけません。恐らく日

学生が減れば、もしかしたら教育の質も何らか

本でも同じだと思いますが、文部科学省のみな

の影響を受けるかもしれない。

らず、ほかの省庁ともいろいろな連携というの
が必要になることも多いかと思います。ですの

大学の運営、経営が危機にさらされるかもし
れないということがありますが、一方で積極的

で、例えば、大学を合併させる、廃校させる、

な面もあると思います。つまり、21 世紀の高等

転換するというようなときでありますが、こう
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いうようなときには法律に基づいた処置とい

また、さらには、このような補助金に関して

うのが必要です。そうでなければ、こういった

ですが、少なくとも入学率が 50％でなければや

ことは立ち動きません。

はりこのような補助金を受け取る条件は満た
されていないということです。
また、80％未満の場合には定員枠というのを

【
「入学率」を基準に大学の定員数を調整】
そして、さらに量的な規制についてご紹介し

削減しなければいけないのですが、もし大学側

ますが、なぜ定員割れしてしまうのかというこ

が自主的に定員を削減しますと、逆に政府から

とを考えた時に、もし２年連続で 80％以上、定

奨励補助金というのを出すことになります。
このように量的にこのようなメカニズムの

員の生徒を募集できなかったという時には、定

もとで大学の定員調整というのをしているわ

員数を削減していきます。

けであります。

左は国立大学ですが、私立大学については同
じようなメカニズムではありますが、その新入

また、ここ２年ほどですが、人材ハイエンド

生が定員の 70％を切った場合には定員数を削

化を推しはかっているところでもあります。先

減していくというような措置をとっています

ほどもちょっと申し上げたところであります

（スライド 14）
。

が、大学では教員の側も、特に若い研究者とい

このように、単に拡張するとやはり定員割れ

うか学者もさらに昇進をする、自分の力を伸ば

が今後も深刻化するということから、このよう

す場がある、チャンスがあるということを政策

な措置に出ています。

として行っています（スライド 16）
。

またさらに、補助金に関する規制であります

もう１つは、今後、大学の先生も余剰教員と

が（スライド 15）
、私立大学に関しては奨励補

いうのが出て、そのようなことになった場合に

助金というものが出ます。これによって運営の

は、こういった大学の資源の有効活用というこ

うまくいっている大学に関しては補助金を与

とから、大学のパラダイム転換というのを行っ

え、そしてうまくいっていないところは自助努

ていきます。これらにつきましては、大学に弾

力というふうにしていくということです。

力性のある教育実験の場を与えています。

また、国立大学ですが、一定の減額基準とい

もう１つですが、認証関係やあるいは行政の

うのがあります。入学率が低い場合はこのよう

手段から、競争力があるか、特色があるかとい

な措置の対象になってしまいます。

うことを評価します。そのような大学に関して
は存在を認め、さらなる競争力の向上をさせま

一方、インセンティブとしましては、自主的

す。

に定員を削減した大学に関しては５万台湾ド
ルを助成することになっています。これは、定

強みがある場合には、その強みをさらに生か

員数１名削減に対してこれだけの金額を助成

していくということを奨励していきます。これ

します。

までは特色がなく、皆同じような発展の仕方を
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していたので、逆に競争力がなくなってしまっ

ると、経営で本当に困っている学校であれば、

たという問題がありました。

やはり募集停止にしなければならないなどの

もう１つの措置でありますが、国立の大学も

措置が出てきます。もちろん、過渡期のような

含めまして、大学同士の連携や合併をしていく

期間を設けて、改善を待つ。できなかったらや

ということであります。実例につきましては後

はり募集停止の措置、あるいは廃校の措置とし

ほどご報告したいと思いますが、このような戦

なければなりません（スライド 18）
。
そうすると、人事が問題になります。学生は

略をとっております。

ほかの学校に行くことになります。よい学生に
は特に受け入れが必要となります。又、受け入

【人材ハイエンド化】
次ですが、ハイレベルの人材をどのように育

れる教員の人事は難しくなります。行政が役割

てていくかのプラットフォームですが、「高等

を果たす、あるいは民間に助けてもらうなどと

教育人材工場育成とマッチングプラットフォ

いうことです。また、学校の資源の処置も非常

ーム培訓及媒合平台」というプラットフォーム

に重要になってきます。校舎、土地の使い方、

があります。このウェブサイトです（スライド

これは法律では決まっていますので、新たな法

17）
。

律法規が必要になってきます。
普通はよくない大学が廃校になるのですが、

高い学位の人材の適性をよく見て、いかに適

実は一部、非常によい大学もあるわけです。

切な用途と結び付けられるか。例えば、教育に
は向かない人材であれば研究職を紹介するよ

例えば、総合大学で、何でもやりたいという

うなマッチング、また国際競争には関心を持た

ような大学があります。そうすると、規制の緩

ない、そうした人材をあえて学校の中で採用す

和が必要になってきます。そうしますと、規制

る、あるいは商品、製品のアドバイザーなどの

を緩和させ、奨励金を融通できるような制度に

職を推奨するなどです。

していく。あるいは、収入を増やして、自分の
大学のクォリティを上げていくような余地を

ですから、産業界で研究職を続けるといった
措置を通して、人材の流通を促進していく。そ

設けていくということです。人材もそうですが、

してさまざまな就職口、アプローチが増えてい

研究成果、発表された論文あるいは出願特許な

くということです。

ど、台湾では法律法規が非常に厳格でありまし
たが、今後は少し弾力性を持ったやり方あるい
は人材の流通を促進できるような形を考えて

【廃校学校の支援】
また、こうした中で行政によるモニタリング、

います。ですから、人材のストレス、フラスト

監督、管理が重要です。例えば、定員充足率の

レーションが減っていくと思いますし、国際競

公開、毎年の退学者、新入生の学籍がどれぐら

争にもより参入できるようになると思います。

いなのかを公開しなければなりません。そうす
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学間の合併は微妙な問題です。合併したい大学

【大学パラダイム転換】
また、３番目の措置ですが、最新の大学改革

もあれば、そうではないものもあるかもしれま

では、新たな試験を行っています。今までは数

せん。あるいは大学間のアライアンスです（ス

十年も大学教育期間といえば教育と決まりき

ライド 21）
。

っていましたが、今後はそうではありません。

大きい大学が小さい大学を助ける。例えば、

産業に参入していく。企業と連携して何かを一

１つのエリアの中で、ある大学はハードウェア

緒に行っていくということを試みています。

が豊かですが、ソフトウェアが足りない。一部
の大学はハードウェアは少ないのですが、人材
が豊富で、技術もある。そうすると、お互いの

【高等教育機関による創造転換計画】

長所を補うような形での大きい大学が小さい

産学については、大学の技術、人材を使って

大学をリードしていくという試みです。

何かができないかということです。あるいは何
かの機関に転身するということです。例えば、
大学から派生し、様々な事業があり得ると思い

【高等教育機関の統廃合現状】

ます。一部の教員をそこに振り分けるというこ

もう１つの措置について説明します。教育省に

とです（スライド 20）
。

おいて国立大学は政府が主管する大学で、政府

また留学生について、海外の学生のリソース

が比較的主導行っております。また、私立に対

について説明しますと、これは大陸を含めた国

しては奨励するという精神で推進しており、私

際協力も含んでいます。これは海外かどうかは

立大学間の合併を奨励しています。調整におい

別問題として、大陸との協力、東南アジアの大

て、さまざまなメカニズムが導入されています。

学の協力、欧米の大学との協力も我々は非常に

法律法規に合った形です。私立大学は私立大学

重視しておりまして力を入れています。ですか

法に則って設立されています。合併もそうです

ら、学生のモビリティはグローバルなものです。

が、法律法規を踏まえて合併なりをしていきま
す。

次に、特に私たちの年代となると、教育とい
えば、古いものが多かったのですね。新しいも

また、実例を挙げますと、国立大学が２カ所

のは往々にして教育と見なされていなかった

あります。南部の国立嘉義大学、中部における

のですが、私たちはもっとあらゆることにトラ

国立台中科技大学ですが、この２つの大学が合

イしていかなければなりません。

併されました。１つは科学学院です。国立嘉義
科技大学は師範学院と嘉義技術学院との合併
になりました。

【大学連携と合併】
例えば、ほかの大学との連携した大学の経営

私立校にも合併の例がありました。仏教の大

も行っています。また、大学の協力、大学の合

学と人文系のそれぞれ独立した大学ですが、一

併です。大学間の協力はうれしいのですが、大

緒になりました。また官民、看護大学ですが、
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【高等教育創造転換の事例】

台南大学と看護大学とを結び付けました。しか

続きまして、もう１つの事例を紹介したいと

も、法人も一本化になりまして、正真正銘、法

思うのですが、台南に興国管理学院があります。

的にも１つの大学になりました。

教育省は先般、定員の募集停止を決めました。
そして、募集しなくなりました。そして、この

【大学の創造と転換に関する推進の仕組み】
今後のイノベーションを見通していくと、今

大学は外部、社会のリソースを求めました。チ

は実力があるのですが、今後の見通しが必ずし

ャイナトラスト、中国信託の尽力を得て、改革

も有利ではないとなれば、やはりシフトしなけ

を行いました。今は中信金融管理学院になりま

ればなりません。

した（スライド 24）
。

大学の理事会が今のトレンドを見て、自分の

このグループの強みは金融ファイナンスの

ミッション、理念が合っているかどうかを判断

管理です。マネジメントです。ですから、その

しなければなりません。そして、その大学に設

方向に転換しました。目標としては、アジアで

計をしてもらうわけです。客観的な分析を行い、

最も実務を重んじた商学院になるということ

トレンド、自分のウィークネス、機会、脅威の

です。これは典型的な私立大学、自分に合った

分析をしていきます。そして弱いところをなる

転換を模索した例になりました。

べくカットして、強みをさらに大きくしていく
【義守大学の 30 年の持続的な変革】

ということです（スライド 23）
。

私は現在、評鑑協会の理事長をしております

そうしますと、よい目標が立てられます。よ
い目標があったら、やはりプランが必要です。

が、今まで取り組んできた例があるので紹介し

そして、人や、物のリソースが必要になります。

たいと思います。1990 年にこの義守大学に行っ

これは Do ですね。Do のあとは Check が必要

て、2011 年までさまざまなお手伝いをいたしま
した。

になります。Check を行ったところ、今までの
設計目標との間のギャップがわかります。です

まず、この大学も国際競争のさまざまな圧力

から、一連のＰＤＣＡのサイクルであるわけで

がありました。この例を通して、学長の皆様方

す。

と一緒に考えたいと思います。

Do と Check で想定した目標値との差を見てい

この大学は 1970 年に設立されました。もと

きます。ですから、イノベーション、転換につ

もとは高雄工学院でしたが、これは文科省の認

いて、台湾の大学はそうした政策、ストラテジ

可を得て義守大学院に変わりました。2009 年、

ーを立てています。ＰＤＣＡを通して常にギャ

国際化を図るために方向を定めたいと思って、

ップを点検して、調整を行っているところであ

国際学院を立ち上げました。
そして、ずっと医学院を持ちたかったのです

ります。

が、しかし台湾の文科省は非常に厳格でしたの
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で、2013 年にようやく義守大学医学院ができま

写真です。医学部の建物です。大学医学部の付

した。そのときに大学全体で 12 学部になった

属病院です。そして、２カ所の病院ができまし

のです。

た（スライド 30）
。
最近の写真です（スライド 31）
。ごらんくだ

私は、大学としてはまず教育、次は研究、次

さい。これは国際化の取り組みですが、国際学

がサービスだと思うのです。
義守大学の再建に関して、私は理事会とこれ

院です。向かい側には私たちのグループが建て

からはグローバル化を図らなければならない

たショッピングモールと５つ星のホテルがで

と話しました。“地球村”です。どのような課

きています。

題、チャレンジも“地球村”と関係します。で

こうした事業は自分の力では足りません。や

すから、地球の彼方で何かが起こると、私たち

はりいろいろなコラボが必要です。そしてプロ

に必ず波及してきます。

モーション、宣伝が必要です。大学は普通の商
品ではありませんが、でもセールスマンの精神
が必要です。プロモーション、宣伝に力を入れ

【キャンパス計画と整備】

ました。一計をひねりました。

こうした社会の中で、これは 90 年のことで
すが、私はある国立大学のポストから離れまし

義守大学では、経費を出して、何かを協賛し

て、この義守に行きました。そして、学長室に

ていきましょう、スポンスしていきましょうと

足を踏み入れた最初の感じが、こういう風景が

いうことで、新聞の枠組みで大学生のコンクー

目に入りました。キャンパス、ビルディングは

ルをやりました。この新聞ですが、広告の目標

こうです（スライド 28）
。

というのは全世界の中国圏の、中華圏の学生に
向けてのものです。このコンクールのテーマ、

私が思うに、キャンパスとビルは大学の資源
の一部、特色を持たなければなりません。です

私は「大学について」と決めました。そうする

から 10 年の取り組みで、今の風景はこういう

と、この新聞は独占的に私たちの大学の広告を

ふうに、皆さんごらんいただいているようにな

行いました。

りました。ドームもつくりました（スライド 29）
。

非常にわかりにくいかもしれません。ここは

さらに 10 年たちました。
古いドームの上で、

祝賀の賀、私の子供が大学に入学できてうれし

さらにたくさんの寮をつくりました。ちょっと

い、おめでとうという横断幕なのです（スライ

辺鄙なところに立地しているので、やはり寮が

ド 32）
。実は、台湾の伝統なのです。本当にこ

なくてはなりません。寮がなくては来てくれま

ういうのぼりを出したのです。
多くの台湾の大学生が私たちのコンクール

せん。寮にはたくさん投資しました。寮の中は
全部エアコンが完備しています。高雄は土地柄、

に応募してエントリーしました。これが一つの

夏は非常に暑いところです。

事例です。
もう１つ、大陸の天津科技大学とは提携の形

そして、学長職にあったときの整備、建設の
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で協力しました。義守大学のロゴが入っていま

大学の経営については、学長にとって非常に

すね。天津は中国大陸の東北部にあります。旧

懸念するところなのですが、やはり簡単に言い

満州に近いところです。

ますと、よくしていかなければならない。よく
できると、どんなに課題があっても、問題が起

これは１つはＩＳＵ、ＩＳＵはイッシュ、実

こっても、安心していけます。

は発音的にアイシュウとも言うのです。ですか
ら、アイシュウとチョイスは似ています。です

この写真ですが、私たちの国際学院です（ス

から、アイシュウ、アイチョイス、義守大学と

ライド 37）
。ゲストハウスもあります。十数年

いう意味になります（スライド 33）
。

前、私は日本の学長から少子化について学びま
した。そしてこれが非常に私の中で生きてきま

こちらは北京工業大学の学生がつくりまし

した。

た。これは本の知識を国際的なものにできると
いう芸術品です。

【国際水準の大学になるために】

ですから、大学もマーケティングを使い、そ
して、世界じゅうの中国語圏の学生に伝えまし

そして、台湾も少子化が切羽詰まってきてい

た。そして、今まで台湾でも義守大学の名前が

ます。もう時間がありません。ですから、跳躍

知られていなかったのですが、一躍有名になり

しなければなりません。ですから、成長、進歩、

ました。

成果が、これはセットです（スライド 39）
。
ですから、Quantity も必要です。Quality も
必要です。生徒を増やしていかなくてはなりま

【国際交流】
また、よい学生を選んで欧州に留学させて、

せん。生徒の品質もよくしなければなりません。

さらにチャンスを与えました。奨学金も出しま

質がよくなければ、どんなに数があっても仕方

した。１カ月、アメリカ、イギリス、これは英

がないことですから。
また、進歩のスピードも追求しなければなり

国ニューキャッスルでの留学ですが、１カ月間

ません。他人が１年に一歩進歩するとすれば、

派遣しました（スライド 34）
。
大陸の経済も非常に豊かになって、発展する

私たちは十歩先に行かなければなりません。あ

と共にチャンスが増えました。優秀な学生を大

るいは量子の跳躍のように跳躍しなければな

陸に送り込むというプロジェクトも行ってい

りません。これが私たち義守大学が行ってきた

ます。費用も大学が負担しています。

ことです。

もう１つ、国際協力の形ですが、科学技術の
【高等教育の転換と評価の新思想】

協力ですね。日本のＩＴＣ、東大の情報基盤セ
ンター、企業とは主にペンタックス社との協力

高等教育の評価、質評価ですが、過去投入し

です。また、ＬＥＤのプロジェクトです。私自

た分に合ったアウトプットのみで、フィードバ

ら主催者としてかかわりました。

ックや管理監督の機構がありませんでした。そ
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して、どの大学もこの質評価について、少し面

もうざっくばらんに皆同じように評価してし

倒だと思ってきました。一方、非常によい質評

まうわけです。
また、新たに縦軸、自分の縦軸の評価が重視

価を得たら、鼻高々というようなイメージがあ

されるようになりました。去年より今年のほう

りました。

が元気だ、丈夫だというふうになれば、やはり

しかし、今後は違います。まず、ＰＤＣＡの
サイクルが必要です。先程も申し上げましたが、

喜ばしい成果になるわけです。

ＰＤＣＡはやはり重要です。これはスパイラル

ＩＰＯについては既に申し上げました。今ま

のようです。高みを目指し、どんどん高くなれ

では要するにハードル的な要件でした。そのハ

るわけです。そうすると、自己位置づけと特色

ードルを越えれば、それで終わったわけです。

が必要になってきます。

しかし、今は違うのです。やはり特色に応じた
評価ということになっています。どの学校にも

大学はまず自分が特色を決めるわけです。教

それなりの特色があるはずです。

育型を目指すのであれば、教育の効果を重点に
するわけです。物差しというのはやはりそれぞ

また、こうした評価を通じて、大学は新たな

れのエリアに分けているのです。研究が強みの

イノベーションを目指せるようになるわけで

大学の物差しで教育型をはかるわけではあり

す。特色を生かせば、いわゆる未開拓の市場に

ません。

入れるわけです。まだまだ評価でだめだといわ

これは私の年齢となると、毎年人間ドック、

れる大学の場合は、自分の課題を認識するわけ

健診が必要になってくるのと同じように、大学

です。どうしても改善できなかったら、これは

はやはり強くなるためには、まず自己アセスメ

撤退して出ていくしかないわけです。
例えば、自動車を例にしますと、ベンツ、ト

ントも必要ですし、評価が必要です。目指す方

ヨタ、さまざまな名車があるわけです。どの車

向が同じだと思います。

もすばらしいです。交通にとって、車としては
全部いいです。ただし、もしマーチ型をつくる

【評価を通し、大学の特色化を促進】
また、この評価の作業自体、過去と今は違い

とすると、マーチに合った資金の投入が必要で

ます。昔は、どの質評価の項目も同じです。例

す。ベンツをつくるのであれば、ベンツにふさ

えばそうすると、80 点得たら 79 点より優れて

わしい資源を投入しなければなりません。
ですから、一律には行かないわけです。つま

いるという錯覚になるわけです。実はこれはフ

り、どういう学生を育てたいのか、それに合っ

ェアではありません。
現在、項目は特色ごとに見ています。教育型、

た資源を投入しているかどうか。それができた

産業型の区分が違いますし、物差しが違います。

らそれはすばらしい大学と評価してよいと思

ですから、ミカンとリンゴは比べられないよう

います。

に、基準が違うのです。今までは、ＡＢＣＤは
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私のプレゼンテーションは以上です。皆さん、

【評価を通し、大学の自己改善を促進する】
私達の評価というのは、この大学の自分の選

ご清聴ありがとうございました。またＱ＆Ａに

んだ特色、目標をリスペクトする、そして要求

非常に期待をしております。ありがとうござい

としては絶えず向上を図っていくということ

ました。

です。スパイラルに向上し、高くなっていくと
司会 傅先生、ありがとうございました。

いうことです（スライド 46）
。
ですから、モデルが必要です。私も再三強調
しているのですが、自分が模範としたい目標を
見つける。もしなければ、自分の特色がモデル
になります。また、新しいモデルを見つけて、
それについていくということです。
それぞれ異なるモデル、模範があっていいと
思います。なければ、自分自身が模範になれば
よいわけです。

【結びと今後の展望】
もう時間が来たと思いますので結論を申し
上げます。少子化は台湾にとって大きなチャレ
ンジ、嵐です。ここ数年、いわゆる 18 歳人口
が激減しています（スライド 48）
。
そうすると、シャッフルが必要になってきま
す。特色を目指すのであれば、また地元に合っ
た発展をすれば、これは契機となって、揺るぎ
ない発展ができるわけです。そうでなければ、
この大学はだめになるわけです。一部の女性は、
例えば自分の顔がきれいではない。そうすると、
いろいろといじるわけです。必ずしもその女性
に合うわけではありません。ですから、イノベ
ーション、転換というのは万能薬ではありませ
ん（スライド 49）
。やはり各大学には経営の目
標、そして目標に合ったやり方、効果のあるや
り方を望みたいと思います。
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【講演 1】
国立大学の改革
永田 恭介
筑波大学長
大学基準協会会長

司会 それでは、続きまして、筑波大学学長の永

在審議をしている内容というものは、これらです

田恭介先生のご講演をお願いいたします。永田先

（スライド 4）
。

生のご略歴もご講演資料の最初にございますの

１つは、ここにあるような、求められる知識、

で、ごらんいただきたいと思います。

技能の変化に対応した学修機会を充実させるため

本日は「国立大学の改革」というテーマでお話

にどうしたらいいか、それから大学教育の在り方

しいただきます。それでは、永田先生、お願いい

そのものについて、認証評価の制度の改善や質保

たします。

証に関係するシステム相互の連携のあり方につい
て議論していく上で、設置審およびアフターケア

永田 傅先生、ありがとうございました。非常に

と認証評価というものがどういうふうに連携して

まとまったお話だったと思います。

いるかというようなことを、今後のために今話し

私の話は、その中にほとんどマージしているの

合っています。

ですが、なるべく実例をお見せしながらお話をさ

それから、大学のグローバル化を促進するため

せていただきたいと思います。

にどうしたらいいか。ちなみに、この「トビタテ！
留学ＪＡＰＡＮ」というのはそういう中から出て

【中央教育審議会の審議状況】

きて、現在進行形中のプログラムです。

まずその話に入る前に、実は事務局のほうから

また､大学院教育については、
答申がほぼ出てい

要望があって、中央教育審議会が今どんなことを

るわけですが、今後の大学院教育の在り方という

話し合っているか少し話をしてほしいということ

ものについて考えています。
シビアな問題として、

がありましたので、
ご紹介をさせていただきます。

法科大学院教育をどうするか、これはもっと言っ

これは成り立ちで、こちらが現在、第８期の中

てしまえば、法科大学院を作り過ぎたかというよ

央教育審議会の審議状況をまとめたものです(ス

うな部分に鑑みて、今後どうしていったらいいだ

ライド 3)。我々に特に関係あるのは、この大学分

ろうかという話し合いをしています。

科会の中の一連のものであります。今どんな議論

この中央教育審議会のレギュラーの会議とは別

をしているかということですが、ここにまとめて

に、ここ(スライド 5)にあるような高等教育関係の

みました。その第８期の中教審の大学分科会で現

いろいろな議論がされていて、例えば、一番上の
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これは実践的な職業教育を行う新たな高等教育機

は実はまとまりまして、４月に各大学に通達が行

関の制度化に関する特別の部会などです。私は、

くことになると思います。
最後学位を出すときに、

この特別部会の部会長をやっているので、何かあ

１つのプログラムで３つも４つも学位を出しては

れば、後でご質問にお答えします。

いけませんというふうに通達が行くようになると
思います。もし、複数の学位を出すなら、２つ違

【高大接続システム改革の検討状況】

うカリキュラムを組まなければいけないというよ

それから、文部科学省の中に、高等教育に関す

うなことが通達されてくると思います。

るこういう審議会の中の一つとして高大接続シス

それから、ここが本協会に関係しますが、認証

テム改革会議と呼ばれているものがあります（ス

評価制度の改革もしようということです。

ライド 6）
。

また、これが一番今話題になっていますが、入

そのほか、ここにあるように幾つか、最近にな

試をどうするかという問題であります。これはま

って耳にするような特定大学、これは指定国立大

だまだ問題が山積みだと私は思いますが、３月を

学とかという名前に変わってきていると思います

めどに答申が出てくる可能性があります。そうす

が、こういった問題が現在議論されているという

ると、今度はそれをいかにして実行に移すかとい

ことです。

うことになります。

どれもこれも傅先生がおっしゃったことの下に

これはもう一度今の話を絵であらわしたもので

あるような話題であって、それを現実に、しかし

す（スライド 10）
。とりあえず今喫緊の問題は、

政府が注文をつけているのではなくて、大学の関

この３つのポリシーを必ず大学ごとに作りなさい、

係者たちが自らどうしたらいいのかという議論を

もって、プログラムごとに、つまり大学院なら大

している最中というところです。

学院、学士なら学士の各課程で明快に書きなさい

これは高大接続改革システムの会議の第６回の

ということになります。うちは何々を育てて、あ

資料で、
ホームページ等からアクセスできますが、

あいう人もこういう人も育てますというのはだめ

要は、入学試験を変えることによって大学の教育

ですよというふうに、ひな型が来ると思います。

をきちんとしたものに変えると同時に、初中等教
育にも影響を与えよう、入学試験というものをパ

【大学マネジメントの改革―筑波大学を例にとり

ワーとしてそれらを変えていこうという内容にな

ながら―】

っています（スライド 8）
。

そこで、
筑波大学の例をとって、
幾つかの問題、

次に、大学自身のアドミッションポリシー、カ

マネジメントの改革の問題や教育や研究の問題、

リキュラムポリシー、ディプロマポリシー、当た

あるいは先ほどのグローバル化にどうやって対応

り前のことかもしれませんが、これをちゃんと作

するかという例を実際お示しします。

っていこうということが提言されています（スラ

後でもう少し大きなアウトラインが出ますが、

イド 7）
。 大変重要なのは、３月いっぱいでこれ

その大学マネジメントの改革という観点は、国立
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大学ではこのようなチャートの中に押し込められ

月に学校教育法及び国立大学法人法が改正されて、

ていて、平成 27 年度、今年の３月までは改革を

ガバナンス上、法律義務化されたことがたくさん

加速するための期間というふうに定義されていま

出てくるし、解釈も変わったという点です。その

す（スライド 12）
。

学校教育法と国立大学法人法の改正に伴って幾つ

いよいよ平成 28 年度からは第３期中期目標・

かの修正や改革を求められたわけであります（ス
ライド 15）
。

計画期間として確実に改革を進めなければならな
いということで、この中期目標というのは文部科

その中の一つが学長のリーダーシップの確立と

学大臣から各大学に示されるものですから、そう

いうことで、副学長は学長を助け、命を受けて校

いう命令を受ける直前という状態になっています。

務を掌る。これは、以前は学長の職務を助けると

それに対して、我々としてはそれを実行するため

なっていたものが、今後は副学長がやっていいよ

の計画を、今度は大学が作って出すという仕組み

ということです。幸い筑波大学に関しては、その

になっています。

副学長というのは実に高い職務を持つ者としてで
きていまして、もともとほぼこの形でした。

【機能強化に向けた改革構造】

理事を兼ねている方もいらっしゃるのですが、

筑波大学というのは、現在この３つのターム、

いろいろな会議では「理事・副学長」とは絶対呼

これまでと現在、３月までの課題それから４月以

ばず、
「副学長・理事」というふうに今でも呼んで

降の課題をこういう具合に考えていて、改革の３

いて、教学に関して非常に権限の高いものであり

つの柱というのは、当たり前のことですが、研究

ました。
今度は法律上、
そのとおりになったので、

教育と社会還元をちゃんとしよう、その中には、

これについては我々としては歓迎をしているとこ

前は余り書けませんでしたが、イノベーション創

ろです。

出についても飛躍的に加速させようとしています

こういうものに関連して、附属図書館長という

（スライド 14）
。

職が、未来を見たときに、本当に図書館長のまま

それから、ここはちょっと工夫していて、国際

でいいのかという問題があって、これは情報や企

的通用性ではなくて、本学は国際的に互換性のあ

画をする副学長を図書館長に併任させています。

るプログラムを推進していこうと主張しています。

ですから、図書館よ変われ、という命令を出して

そして、根本的なガバナンス改革をします。もっ

いるのと似ていまして、図書館は、単に本を集め

て来年度の４月以降はこういうことを実行します

て、それをどうのこうのするだけではなく、情報

ということに、今のところなっています。

分析までやってくださいということを申し上げて
います。

【学校教育法及び国立大学法人法の一部改正への

次に、学長補佐室の活用、これは前からやって

対応】

いました。

問題は、戻ること約１年前の、平成 27 年の４

人事については、ここにあるように、赤字だけ
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読ませていただきますが、学長自体は全学的な視

後にいろいろと役に立つわけです。

点から全学戦略枠というのを持っています。業績

人材については、これは経営的な観点からも給

評価と連動した年俸制も入れています。

与システム等を改革しているのですが、その中で

予算権の次に、これですが、今度は私が縛られ

も後でお示しするクロスアポイントメントは、例

ているわけですが、選挙ではなくて学長選考会議

えば半額で人を雇うということになるわけですが、

が学長を選ぶということになっています。実際来

双方の組織でフィフティフィフティで払って仕事

週には、私が評価を受けなければいけなくて、半

をしていただくというものです。

分以上が学外の方の前で、この１年間にやったこ

それから、これは、大学改革戦略室というのを

とを紹介しなければなりません。国立大学もそう

今準備していて、平成 28 年の４月から発足しま

いう時代になりました。

すが、言ってみれば、中央情報局のようなものに

それから、ここにあるように、学部長等の選任

近いものになるかもしれません。

は全部学長がしています。そして、教授会はあり

我々としては、先ほど言ったように、教育組織

ません。我々はもともと教授会を置いておりませ

があります（スライド 19）
。ちょっと変わってい

ん。教授会にかわるものを置いていますが、いわ

て、学部ではなくて、我々は、学群と呼んでいま

ゆる教授会というのは機能させていないのです

すが、学士課程の組織、それから大学院の組織、

（スライド 16）
。

そのほかいろいろな組織があります。

それから、監事の機能と権限は特段に強くしま

教員は系と呼ばれる研究を主体とした集まりの

した。国立大学であると、学長と監事が文部科学

中にいて、ここからいろいろなところに教えに行

大臣の任命ということになっていて、つまり監事

くので、それぞれの教育組織の縛りがなくて、あ

は唯一学長に対して同等の立場でものが言える立

くまでもプログラムを実行するために必要な方が

場にあります。

教えに行くという作りになっています。これがい

それから、経営協議会は、学外委員が過半数、

ろいろな、多様化してきたプログラムをつくるに

先ほど言ったように、学長選考会議も学外者が過

当たって非常に便利になっていて、多くの大学で

半数という状態になっていて、法律に準拠した形

は文学部と工学部では壁が大変高いものだと思い

になっています（スライド 17）
。

ますが、我々のところはそうではなくて、文学を
やっている組織から例えば物理学のコースを教え

【教育研究体制の改革】

てくださいというようなことは当たり前だという

我々の大学独自の大きな改革ですが、ご存じか

ことになっています。

もしれませんが、その一つは昔から、教育組織を

そのほかにもお示ししたい点はありますが、い

教員の所属する組織にしていません。教育組織は

ずれにしても、先生方が所属する教員組織、そこ

学生が所属する組織で、
教員組織というのは別途、

から学生が所属する教育組織や研究センターに先

研究者の集まりとして設定してあります。これが

生方は出かけていって教育や研究をやるのだとい
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うことです。

これは大学をオペレーションする人たちの集まり
で、ここで決裁するものもあります。その下に書

【人事・給与システムの改革】

いてある教育研究評議会において教学に関するも

人事・給与システムについては、基本的に年俸

のを審議してもらうこともあります。さらにお金

制を今導入している最中です（スライド 20）
。ま

がかかわることになると経営協議会、これは先ほ

だ改善とは言えませんが。

ど言った外部の方が半分以上いるという会議にか

それからもう一つ、
もともと国立大学ですから、

けないといけません。その後、最終的に法律上の

人件費はその教員枠を目安に、もっと言えば学生

役員に当たる方だけの役員会ということになって

数を目安に支援されているわけです。この枠とい

います（スライド 23）
。これらは、毎週やってい

う考え方をやめまして、ポイント制にしました。

るもの、
毎月やっているものというのがあります。

ここにあるように、シニアの教員２人が辞めたと

本学は監事には投票権はもちろんありませんが、

きに、シニアを２人とってもいいけれども、若手

諸会議には出席いただいて結構ですということに

なら３人分ぐらいのポイントになるだろう、ある

しております。

いは大物の外国人を雇いたかったら、２人分の給

今ここでお話ししました新しい学校教育法、国

与を合わせれば、来てくれるような方が呼べるだ

立大学法人法の中でやらなければならないことは

ろうということで、このポイント制というのは結

筑波大学としてもともとやれていたこともありま

局金額でいろいろと人事を考えてくださいという

した。傅先生がおっしゃったことに対する筑波大

システムになっています。

学の回答みたいなスライドになります。

【運営体制】

【筑波研究学園都市】

後でも述べますが、今、去年の４月の新しい法

何か先ほどの傅先生のものと似たスライドにな

律のもとにいろいろ改革をしているのですが、実

りましたが、我々が立地する 40 年ほど前の状態

はこの大学が持っている性質と性格が非常によく

のところからこの街と大学ができ上がっていくの

合っていて、基本的には我々としてはこの新しい

です。大学は多分このあたりにありますので、街

方式というのは非常にわかりやすかったというこ

の中のかなり大きな部分を占めています。
そして、

とです。

こんなになりましたということです。実際によく

この辺りは配布した資料をごらんいただければ

言われるのは、つくばというのは産官学研究機関

おわかりいただけると思いますので、この流れだ

が集積しているということです。そのとおりで、

け言っておきます。学長がいて、学長と副学長の

ここにあるような 300 を超える研究施設が集って

懇談会というのがあって、これはどちらかという

います（スライド 26）
。ただ、アセットとしては、

と事前調整の役割を持っています。それから週に

これまで十分に活用されていなくて、多くの協働

１回、運営会議というのがあります（スライド 22）
。

はしていませんでした。
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それから、つくばという街は科学特区になって

割と難なく受け入れることができて、これも我々

いて、ロボットがまちを歩いていいという街づく

の大学の基本的な性格だということです。

りになっています。普通の街でやるのは法律違反

その上で、この３月までの、我々が自分で決め

になっていて、実際にこうやってコロコロと走れ

た大きなミッションというのは、ここにあるよう

るまちは日本にほかにはないと思います。
つまり、

に、
「地球規模課題の解決に向けた知の創造と、そ

何を意識しているかというと、先端技術が生まれ

れを先導できるグローバル人材育成」であるとい

たら、その場で、市中でそれをテストできるとい

うことです。

う立地条件をつくってあるということです。これ

現在の大学のスタティクスです。この大学は図

もアセットです。

書館情報大学と統合しています。大変でした。そ
の時点から、十何年経ちます。それでもなかなか

【建学理念】

まだまだマインドが完全に一緒になっているとは

それで、そういう場所に 40 年前この大学がで

言えなくて、先ほどの傅先生の連携とか合併とい

きました。建学の理念、私立大学の場合には基本

うときに、こんな国立大学同士でやってもなかな

だと思いますが、私立大学と同様にがっちりした

か本当の同じマインドになるのは時間がかかる。

建学の理念があって、今もその建学の理念に従っ

ようやく最近同じような感じにはなってきました。

て進めています。
これが、600 字程度の建学の理念です。この中

【すべてにおいて開かれた大学運営】

に大切なことがたくさん書かれていて、私も、今

これもよく使うスライドで、これは外国でもよ

でも毎日のように見ています。有名なところとし

く使っています。30 秒で大学を説明してください

ては、
「開かれた大学」というのはあらゆる意味に

というときに使うスライドで、ノーベル賞と金メ

おいて開かれた大学、それから物理的な意味では

ダルというふうに説明しています（スライド 29）
。

国内的にも国際的にも開かれた大学であることが

筑波大学としては今年 43 年になりますが、一番

基本的な性格であると言っています。それを今様

初めには師範学校、高等師範学校として明治５年

にどう実行するかは後でお示しします。

にできていて、東京大学ができる前に官立の高等
教育機関として最初にできたのが筑波大学の前身

【ガバナンスとその改革】

の師範学校です。

それから、もう１つ大切なのは、ここにありま

それで、我々としては、大学の特徴は既に述べ

すが、
「不断に改革」するということですが、これ

ましたが、それが数字でどうかというようなこと

は、教育研究はもとより、それを運営するガバナ

をお示しすると、このようになっています。

ンス体制もシーズレスに、つまり、止まることな

これもあとでそれぞれの観点でもう少し詳しく

く常に改革を続けるということを宣言しているわ

ご説明しますが、例えば、留学生の数というのは

けです。したがって、新しい法律ができたときも

国立大学の中では留学生比率が最も高い。ここに
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書いてあるのはビザを持っている学生ですが、ビ

それから、この教育にかかる産学連携プロジェ

サのない学生も入れる、つまり、３カ月程度の短

クトを非常に強く推進していて、一番有効なのは

期間の学生を入れると 3,500 人ぐらいになってい

この日本プロジェクト産業会議、ＪＡＰＩＣなの

ます。

ですが、これはとても人気があります。ＪＡＰＩ

それから､キャンパスの広さ、そして、残念なが

Ｃと連携して科目を開講しました。これは寄附講

ら今はこうなっていませんが、2011 年のときには

座相当ということになります。

大学発ベンチャーが２番目の大学です。これは誇
るべきことだと思いますが、27 年前に社会人だけ

【国際通用性のある教育―グローバル人材の育成】

のための大学院を、夜間の大学を東京キャンパス

今この改革加速期間から、いよいよ改革をする

に作っています。東京キャンパスというのは、昔

というところで、大きく分けて３つの改革に取り

の東京教育大学のあった所です。

組んでいるということです

具体的に今度は教育、入試も含めてどういう改

最初のころは、スーパーグローバルとも関係あ

革をやっているかということですが、それはとり

るのですが、赤字のところが特に大切で、教育研

もなおさず、先ほど傅先生が挙げられた問題、少

究のトランスボーダー化を加速する。つまり垣根

子化ということを確実に意識しているということ

を超える教育や研究というのを非常に重要にしよ

です。

うとしています（スライド 33）
。それは、先ほど、
傅先生の大学の数や子供たちが減るということも

【教育（含む、入試）改革】

関係あるし、それから社会ニーズとしてアカデミ

また、社会のニーズというのもとらえた形でや

アのみならず、産学の連携する現場で教育をしよ

っているつもりです。目につくだろうと思われる

うといったことも全部そのボーダー、つまり産業

教育の仕組みの一つは連携大学院で、つくばとい

界とアカデミアとか、国と国であるとか、高校と

う立地を利用して、そこにある研究所と一緒に教

大学であるとかというボーダーを全部越えようと

育プログラムを作っています（スライド 32）
。

いうわけです。そのためにいろいろな仕組みが必

それから、役立っているのが、博士の超早期修

要であろうかとは思います。

了のプログラム、これは企業で既に論文も持って

もう１つは、専攻とか研究科というのは全部廃

いる、最後にアカデミアとしての作法を覚えてい

止して、全部プログラムだけにする。つまり、筑

ただいて、博士を付与するということで、現在１

波大学の学部はプログラムだけが並んでいるし、

年間だけ、多くの場合は企業から研究員が来て、

大学院もプログラムだけが並んでいるということ

ここで最終的な、会社で言うディスプリンではな

を目指しています。先生もそこにはいないので、

い学問上のディスプリンとしての博士とはどうい

必要な先生をどこからでも集めてつくれるわけで

うことかを学んで出ていくことになります。

す。そういうシステムにしようとしています。

あと、学期制ですね。

その際、いま重視しているのは、学位を明確に
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したい。例えば、いわゆる研究型の学位、今一応

る。だから、例えばこの学生は何年に入学したけ

大学院を考えていただけるとわかりやすいと思う

れども、現在はここまでとっていて、昔で言うと

ので、例にとれば、研究型の学位、いわゆる PhD

ころの、２年次ですがもう既に３年次を終わって

ですね。

いるという学生はどうぞ先へ。ひょっとして大学

それと、例えばその領域の教育学博士のような

院に進みたい学生はそれらもとってくださいとい

専門者としての学位、それともう１つは専門職の

うシステムを今つくろうとしています。何年次生

学位に分けることを目指しています。極端な例を

という言い方がなくなるはずです。何年入学で、

考えれば、PhD コースで研究に邁進する場合、イ

今あなたはこの段階ですというふうに変わってい

ンターンシップなんか要らない、凝り固まった人

くというシステムです。

を育てればいいというようなプログラム、それは

それから、根本的に教養学部というか教養教育

それ一部にそういうプログラムもあって良いわけ

というのは一応大綱化でなくなっているわけです。

です。

現在のくさび型と言われているものの中で、その

高大接続については、ずっと以前から新しい入

くさび型の幅の底辺と配当年次のどちらも広げよ

試改革を進めていて、その中で既に実行している

うとしています。

ものの一つが、国際バカロレア教育プログラムを

関連して、少子化というか、大学の存続がかか

修了した生徒を対象としたバカロレア選抜、これ

ってくる話になります。我々としては大くくりの

は全学全ての、
医学も含めて全てでやっています。

入試をやる計画です。これは高大接続システム改

最近大変有効であるということがわかってきてい

革とは別に我々が考えてきていることです。大く

ます。

くりというのは何々学部何々学科で入試はしない

ちなみに、今年大失敗しましたが、バカロレア

ということです。

45 点満点で 43 点という学生が合格したのですが、

基礎系、それから学術系、それから複合系みた

オックスフォードに逃げられました。オックスフ

いなことを例として考えています。基礎系という

ォードは大体 41 点で入れるので、43 点というと

のは数学、哲学、物理学みたいなものを一緒に入

どこでも行けるのですね。去年は 41 点の学生が

試をしてしまう。それから、別のところでは生物

やはり医学に合格をしています。相当優秀な学生

学と経済学などの入試を一緒にやってしまう。そ

が入ってくることがわかります。

ういう入試のことです。
最も重要なことですが、これから先にはいろい

【大学院に繋がる高大接続の学修課程】

ろな教育資源を使いたい、トランスボーダー、つ

こちらの方の学習課程というのは我々が今まで

まり、いろいろな壁を払ったことをやりたいと考

考えていて、僕らは僕らで独自のスキームで進め

えています。

ようと思っていました。

一つは、このキャンパスインキャンパスと僕ら

要は、年次進行にせず、ナンバリング進行にす

が呼んでいるものは、主に海外のパートナー大学
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と完全にキャンパスを共有する。だから、キャン

になっていただくということです。完全に外のリ

パスを共有するということは、先生も職員も学生

ソースを使って教育をするというシステムで、順

も、その相手のキャンパスが自分の大学の中にあ

調に学生も集まっています。

る、自分のキャンパスが相手の大学の中にあると

給料を払っている部分もあるし、定款等の関係

いう感覚が持てるようにすることなのです。

で給料が払えない方場合もあるのですが、いずれ

ものすごくわかりやすい目標を述べれば、学生

にしても一生懸命やっていただいているのです。

証１枚が両方の大学で通用するという状況まで持

これは既に述べたＪＡＰＩＣというものです。

っていこうとしています。例えば、２限目はボル
ドー大学のビルディングＡでやっていますという

【研究改革】

カリキュラムになっていくわけです。それはｅラ

研究開発についてです。大学ですから当然一部

ーニングスタイルになっています。しかし、まと

教育にもマージしているわけです。研究推進につ

めてとるには留学をしなければいけません。

いて大きく２つに分けて、要するにベーシックサ

それから、もう一つ重要なのはこちらなのです

イエンスをしっかりやるというのと、完全に社会

が、私立大学と今開発しようとしているのは、キ

に還元できる形にまでやる研究というふうにしま

ャンパスウィズキャンパスと言っているものです。

せんかということで、今システムを調整していま

これはキャンパスインキャンパスまでは行かな

す。

いけれども、持てるものをお互いに使って、一緒

ここにいろいろと目標を書いてありますが、い

に教育をしませんかということで、専門性あるい

ろいろな施策を打って、何とか 10 年後にはここ

は特色のある私学のプログラムと連携してスター

のところに、安倍首相だったら 100 位以内に入れ

トしようとしています。学生はどちらを使っても

というのでしょうが、ある意味でうちは達成して

いいですよというシステムになっています。

いると言っているので書きませんが、存在感のあ

それから、寄附講座はここに見せたとおりで、

る大学になっていこうとしています（スライド
37）
。

いろいろなところとやっていて、その現場で学生
は一緒に勉強しています。

これはご存じかもしれません。サイバニクスと

これも新しいものの一つですが、これは修士課

いいますが、これは年間 170 万円の基礎研究から

程で、本当は学部でもやりたいのですが、研究室

スタートした研究です。12 年かかってマザーズに

のＰＩは全部外部の人というプログラムです。つ

上場し、かなりの高い株価になりました。

まり産業界、例えば製薬会社とか、いずれも各研

新しい装着型の介護ロボットをつくったという

究室の主体は外側の人です。ですから、企業の研

例ですが、これは残念ながら、日本ではまだ保険

究所の部長がＰＩで、副ＰＩを大学からつけて差

適用されていないし、医療応用もできません。ド

し上げる。大学のマネジメント関係の仕事は副Ｐ

イツとデンマークでは既に保険適用まで行ってい

Ｉがやるけれども、研究や教育の主体は外部の人

て、売られています。というわけで、170 万円か
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らした研究が今何千億円というビジネスにつなが

み合わせを考えていこうということです。

っています。もちろん、教授も続けていただいて

例えば、わかりやすいのは、体育をビジネスに

いますので、
教授兼ＣＥＯということになります。

しようと思うのだったら、今だと情報系と人文系

それからこれは藻類ですね。藻類からオイルを

と体育系が協業しないとできないという状況にな

作るというプロジェクトを今進めています。まだ

っているので、この部署で作ってしまうのです。

単価が高くて、リッター200 円以上してしまいま

要するに、個人の先生に頼らないで、社会のニ

すが、実際には作ったオイルを入れて車を運転す

ーズで、相手方がスポーツ用品会社だったら、そ

るというようなＰＲもしています。

こと大学が話をして、こちらにプロジェクトを落

その他にも、ここにあるようないろいろな取り

とすというようなやり方をします。今いろいろな

組みがあります。

ものを作っていこうとしています。

これは中性子捕捉療法といいますが、日本での

そういう例として、タイヤのない車、あるいは

保険適用はまだありません。

車のない道路になった時代のことを一緒にやりま

アメリカのＦＤＡ（アメリカ食品医薬局）のこ

せんかということで、トヨタ自動車と共同研究し

のＢＮＣＴ（ホウ素中性子捕捉療法）の申請書を

ています。どこにも工学がありません。エンジン

見ると、日本の大学の実績ばかり出てきます。

をさわっている人たちは一切関係なくて、次の車

社会に対して出口としてちゃんとプロダクトな

がなくなる社会をどうつくるかという、人間学と

り新しいコンセプトとして出せる研究を支援する

か心理学とか法律、社会工学、人間工学あるいは

目的で、１年半前に国際産学連携本部というのを

芸術のデザイン、こういうものが今トヨタ自動車

置きました（スライド 40）
。これは、産学連携に

と一緒に、タイヤがなくなった時代、あるいは車

特化した部署で、外部からのお金と、それから自

がなくなった後の社会のモビリティをどうするか

分たちの持っているものとのマッチングを進めて

というようなことを研究しています。

いる部署です。この中に研究を実施するセンター

これは、明らかに個々の先生が対応はできなく

と、それからそれをマネジメントするセクターが

て、大学として「こういうことをやったらどうだ

あるということです。ここは基本的には研究開発

ろう」の提案を逆に会社側が受けてくれた。この

として大学は１円も出しません。全部外部資金で

中に学生ももちろん入っていって、学生は全部こ

やってくださいということです。

の現場でこういうことを学んでいるということで

それから、
これがリーダーシップの一部ですが、

す。

往々にして共同研究とか共同教育というのは個人

そういうものも見てみるとたくさんあって、こ

の先生に依存している部分が多いと思います。

れからいろいろと大学が触媒として、そういう研

何々先生と何々会社とか、何々先生とどこどこの

究を進めていきたいなと思っています。

何々先生との間などです。それにはもう限界があ
るので、初めからターゲットを絞って、大学が組
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ステムです（スライド 46）
。現在、協定も終わっ

【国際化への取り組み】
最後に、国際化への取り組みについてですが、

て、
それから調印式も終わって、
事務所もできて、

大学間の連携といったこともご提案したいと思い

カリキュラムがほぼでき上がっています。既にこ

ます。

ちらでお雇いした先生がこちら側に行っていて、

これは、先ほどもお出ししましたが、我々の大

あちらの先生が我が大学に来ているというものが

学は、ビザを持った学生が 2,400 弱で、トータル

３つあります。それが国立台湾大学とフランスの

がこれですから、かなりの数がいて、それからビ

ボルドー大学とＵＣアーバイン校です。

ザを持っていない３カ月未満の学生というのが

そのために相当努力したのは、学長同士で会合

1,200～1,300 人ぐらいいます（スライド 44）
。

を何回もやって、本音を語らないと全然進まない

ですから、三千数百人の学生さんがいて、大体

ので、相当時間を費やしました。このようなパー

５人～６人に１人は留学生ということなので、卒

トナーは今後も増える予定でいます。

業式も最近は英語で話すことが多くなりました。

構想の根本はここにあるように、とにかく教職

日本語では入学式、卒業式の式辞も述べていると

員、学生のモビリティを飛躍的に高めたい、それ

いうことになります。

から国境や機関を全部越えさせたい、国境や機関

建学の理念にありましたが、あらゆる意味で開

を越えて、全ての世界じゅうの資源を使いたいの
です（スライド 47）
。

かれた大学、国内的にも国際的にも開かれた大学
でなければいけないと言っていて、それを実行す

壁としてどんなものがあるかというと、今一番

ることでこのようなことになっています。

きついのはここかなと思っていて、機関の壁、日

海外のオフィスですが、これは型通りのもので

本の中の機関同士の壁のほうが国境より高かった

はなくて、アクティブなオフィスで、今電話すれ

りします（スライド 48）
。それから、高校との壁

ば全部出てくれるというオフィスが今 12 カ国 13

や社会との壁というのもあって、今こういうもの

カ所あります(スライド 45)。これはすごく役に立

を解消していこうとしています。

っていて、例えば入学試験を上海オフィスでやる

そのキャンパスインキャンパスをオペレーショ

というと、行きさえすれば、そこに学生が集まっ

ンするための取り組みというのはここにあるよう

ていて、入学試験をすることができるというよう

なものであります（スライド 49）
。

なシステムになっており、
大変結構だと思います。

この科目ジュークボックスというのは何となく

これは協定の数です。
ここに数字が出ています。

イメージしてもらえると思いますが、ジュークボ

これはそちらを見ていただければいいと思います。

ックスがあって、
これとこれをとりたいと言うと、

こちらは、先ほども申し上げましたがスタート

申請していただく、そういうシステムになってい

としては去年ですが、教育のシステムとしてトラ

ます。

ンスボーダー、この場合は国を越えるということ

その中には筑波大学で開講しているもの、ボル

なのですが、キャンパスインキャンパスというシ

ドー大学で開講しているものが学生に対しては同
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等に並んでいるということです。だから、留学と

もう少し政策的な問題をやったり、次世代のスタ

いう概念ではなくて、その場でやってくださいと

ッフを育てるとか、職員に英語がしゃべれるよう

いうものです。

にしようとか、そんなことをやっています。

それから、これは、海外教育研究ユニット招致

今のは支援のほうですが、学生に対する教育と

と書いてありますが、この色はどちら側の給料か

してはコモンズのほかにグローバルコミュニケー

ということを示しています（スライド 50）
。海外

ション教育センター、これは留学生センターと外

のこのＰＩの方は本学に来て研究教育に携わって

国語教育センター、日本語教育センターを全部一

いただいており、この紫部分はうちが払っている

緒にしてしまったので、この新しいシステムで支

給料で、青い部分は相手が払っています。

援をしています（スライド 52）
。これには文句が

こういうことが一旦可能になると、実はこの副

ありまして、研究させない教員をつくるのかとか

ＰＩあるいは研究員レベルあるいは助教レベルで

と言われましたが、
研究はやってもいいけれども、

も行ったり来たりするようになる。また逆に、本

頼むから使える外国語を教えてくださいと一生懸

学の中から行きたい人をこちらでペイしたまま相

命説得しました。

手に送ることもできるということです。

シェークスピアを研究している人が来てももち

そのキャンパスインキャンパスの中で、現在５

ろんいいのですが、学生にサービスするときには

つ計画して、２つは既に動いています。１つはド

使えるものを教えてくださいねということで、相

イツの大学とやっている仏教哲学で、もう１つは

当反発を受けましたが、何とかやってくれるよう

オランダの大学とやっているがん研究領域のもの

になりました。こちらが数値目標です。ほぼ、全

で、要するに研究室が２つあるみたいな感じなの

部達成していて、順調に進んでいると思います。

で、皆さん大変うれしそうにやっていらっしゃい
ます。

【大学改革を主導するために】

これは、今言ったようなことをサポートするた

最後のパーツです。こうした中で我々は気づき

めに、我々が設置したグローバルコモンズという

ました。もうこれ以上やっていると経営的にもた

組織です（スライド 51）
。グローバルコモンズと

ないということに。つまり、あまりに多様化して

は何か。学内ＪＴＢみたいなもので、ここに行け

いて、やることが多すぎる。１つの大学でチャレ

ばいろいろな相談をワンストップでやっていただ

ンジすることは不可能なことがだんだん増えてい

ける。それから、いろいろなルールのことやリテ

て、それが特に国際協力という部分になると顕在

ラシーのことも学べるという組織です。

化してくるわけです。それを何とか解消したい。

ここにあるようないろいろな内容をやっていま

それは研究や教育の場でも全部同じだと思います。

す。ここにあるような学生たちに対して、会話を

先ほど言ったように、私立大学と国立大学が今組

練習したり、いろいろなチャンスを得るとか、あ

もうとしているし、国を越えてもやろうとしてい

るいは留学のためにヘルプをするとか、それから

ます。
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これは、国立大学の将来ビジョンのアクション

いう問題とは全く関係なくて、この知的基盤社会

プランというものですが、昨年の 10 月に出され

を支えるためには、一定の数と能力をもった若者

ました。国立大学協会の副会長というのをやって

が必要なので、日本人はもちろんのこと、そこに

いて、改革担当なので、こういうものをつくって

留学生も含めたパワーが必要だろうという観点で

いたわけです（スライド 54）
。国立大学全体とし

す。

ては、問題点として少子高齢化、それから国にお

もう１つは、社会人にもっと専門教育をもう１

金がない、それから国際競争が激化しているとい

度学び直してほしいという観点、この２つが、学

う、この３点を物理的な背景として、ほかにもた

生の数をしばらく埋めるために今後 10 年から 20

くさんありますが、わかりやすいバックグラウン

年の間機能するであろう具体的な考え方です。

ドとしてこれを立て、これにどう対応するかとい

今度は具体的な例で、ちょっと国際と離れます

うことを発表しました。その中で２点、１つは優

が、こんなのをやっています。これはナノテクノ

秀な、あるいは多様な入学者を確保すること、そ

ロジーというものに関しての共同研究教育ですが、

のための環境整備をしよう。
それからもう１つは、

ここにある４団体が経団連の支援を全面的に受け

大学間の機能的な連携、協働を進めて、教育研究

て、産官学の、プラットフォームをつくって、ナ

をやろうと。つまり、もう１大学ではできない部

ノテクノロジーの研究教育拠点をつくりました。

分もあるので、一緒にやりませんかということを

既に５年たって、外国人も日本人もいろいろな

提案しているわけです。

ところから来ています。かなりの多くの大学、芝

これは、ご存じのとおり、先ほどの台湾と同じ

浦工業大学だとか九州工業大学だとか、日本中の

で、ポピュレーションは激減していくということ

あらゆるところから学生さんが来ています。パワ

を示しています（スライド 55）
。それから、債務

ーアップするために、柏にある東大にも入ってい

はどんどん膨れ上がりまして、800 兆円を超える

ただき、第２期、今度の４月からは体制が５機関

国債がある（スライド 56）
。

と経団連という形で進めています。経団連は重要

先ほど言ったように、そういう背景でありなが

です。

らも我々としては何とか学生をちゃんと受け入れ

それから、これも今提案しているわけですが、

ていかなければいけないだろう。それから、大学

日本は企業からの研究費、
支援費が非常に少ない。

間で何とか連携して、質を落とさないようにして

明らかに少ないのです。これを増やすために個別

研究教育をやろうよということであります（スラ

の大学の活動だけではなかなかうまくいかないと

イド 57）
。

いうので、
「トビタテ！留学ＪＡＰＡＮ」と同じよ

特に国際というところに目を置いて、今日はそ

うに、どの業界も共有するような問題解決を設定

れだけあと数枚のスライドでお話ししますが、日

して１つの袋にお金を入れてください、できれば

本人を外に送り出すのは当然のことながら、いか

最終的に 2,000 億円まで、その問題解決をしたい

に留学生をとってくるか。これは移民政策云々と

国立大学、私立大学、何でもいいのですが、それ
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が協業して、そのお金をとりにいきます（スライ

う政府間の約束をして、こういうものをつくろう

ド 63）という考え方です。

というわけです（スライド 59）
。これは簡単には

個別に努力していても、とてもこの現在の状況

できません。１つの大学ではとても対応できない

を改善することはできないと思うので、我々とし

わけですね。そこで現在こういうことになってい

ては、つまり大学側としてはこういう提案を文部

まして、この９月から学生募集を始めますが、幾

科学省に概算要求していただくということを今や

つかの大切な領域について、私立大学、国立大学

っています。これによって、これは研究部分です

関係なく、幾つかの大学がコンソーシアムを作っ

が、教育部分にも同じことがあって、とにかくお

て対応しましょうということです。現地でベトナ

金を企業から出してもらえるよう、１対１では無

ムの若者に日本型大学教育を施そうというわけで、

理なので、こういう仕組みを今要求してもらって

ここにあるように国公私立関係なく入っています

います。

が、いろいろなところにお声がけをした結果、こ

さて、これで最後、これは 2015 年に私が出た

ういうところが手を挙げてくれたわけです。単体

学長級の国際会議というのがこのぐらいあって、

でやるのは東大も筑波大も無理で、皆でやろうと

もっと本当はあるのですが、私が出たというだけ

いうことになりました。

でこのぐらいありまして、
往生しているわけです。

同じような事例がここにありまして（スライド

もうこんなにたくさん出ていても嫌だというぐら

60）
、マレーシア日本国際工科大学院とあるので

いあって、実際にはこの倍以上開催されているの

すが、これも政府の肝いりで、これはＪＩＣＡが

ですね。こういうのが実情です。

お金を出して、つまり日本政府が現地に日本型の

国大協としてはもう個別にそれぞれ国立大学が

工学教育をやる大学院をつくっています。先生が

やるのも大変なので、まとめていろいろな細かい

ほとんど日本人で、その方々に先方政府から相当

協定やクレジットの問題とかは協会がやろうとし

額の教育資金が手渡されていると聞いています。

ています。フランスの協会とドイツの協会と、そ

この案件も１つの大学では絶対無理なので、こう

してオーストラリアの協会と、現在台湾の協会に

いうコンソーシアムでやっているということです

もう個別の大学同士でやるのはやめようよと言っ

（スライド 60）
。

ています。

どんどん増えていて、今度はヨーロッパをどう

ご存じだと思いますが、この辺は事務局を今は

するんだということになり、ヨーロッパでは、例

国大協がやっています。国公私立全部入っている

えば早稲田大学はボンにオフィスを持っていたの

ＪＡＣＩＥをぜひともご利用いただければ、いろ

ですが、違うところに移りたい、縮小したいとい

いろな面倒くさい手間が省けるだろうと思います。

うようなことがある。そうすると、今までの経歴

そこで、さらに案件はふえて、こういうのがあ

が消えてしまいますが、それはよくない状況だと

るのですが、これは政府案件ですね。日本とベト

いうことで、
ＪＳＰＳボンオフィスの小平先生が、

ナムの間で大学を日本主導で作る。これはそうい

皆さんにお声がけしたら、ここにあるような国公
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私立の大学が集まって、ＪＡＮＥＴという情報交

これは概算要求上、文部科学省が似たようなも

換システムができました。仮に縮小しても情報は

のを出しています。

もらえるようにしようということで、これが今拡

これは最後のスライドですが（スライド 64）
、

張していこうとしています（スライド 61）
。小平

申し上げたかったのは、国際活動を例にとって、

先生のほうでは、ボンだけではなくてストラスブ

もう１つの大学だけではできないということを言

ルグとかロンドンとかストックホスムのＪＳＰＳ

っているわけです。個々の活動を阻害するつもり

オフィスにもこのネットに入っていただいて、今

はありません。けれども、ある程度の責任を持た

後いちいちオフィスをつくらなくても個別に大学

なければいけないようなものを作りたい。特に教

が協業できるようにしようということです。これ

育というのは決して個人でやろうと思ってもでき

はもうすぐ正式に皆さんにお声がけが行くと思い

ないのと同じように、大きくなってくると、１つ

ますが、何の義務もありませんので、ぜひともど

の組織では対応できないということになってきま

うぞご参加ください。

した。

これもそうです（スライド 62）
。アフリカはも

そういうことを考えていって、公立大学の構造

っと遠い。これも１つの大学だけでできるわけが

改革をしようというときに、ぜひともここにある

ないというわけで、ジャパン・アフリカ・アカデ

ように国公私立大学を含むネットワークづくりに

ミックネットワーク、
ＪＡＡＮと言っていますが、

も責任を有し、高等教育全部のグランドデザイン

ここにあるようにいろいろな大学が参加して、根

を一緒に話し合ってつくっていきませんかという

本的にアフリカのいろいろなことを解決しよう、

提案を、昨年の 10 月にしました。

あるいはロジスティックスをやろうということで

もう設置形態の問題ではなくて、本当にこの国

す。アフリカに行きたい時はお声がけいただけれ

の高等教育の将来をどうするかという時に、国立

ば、主管校が世話してくれるというふうに思いま

大学だ、公立大学だ、私立大学だというのではな

す。

くて、それぞれが主張して構わないけれど、また

そして、これをさらに強化したいわけで、現在

妥協する必要もないけれども、意見交換をしてい

考えているのは、個別の大学や個人としての活動

かなければならないだろうということです。具体

から、これをもっとコンスタントにメインテイン

的に先程のような国際活動も、あれこれ言う前に

できるシステムにしましょうということです。こ

一緒にやっているじゃないかということはたくさ

れは誰が中心になるかはさておき、それぞれの提

んあるわけですから、ぜひともお互いに手をとり

案や各個別の提案を総括して、１つの組織ではで

合ってというか、助け合いながらやっていきたい

きないものを、皆さんの力を借りて、お金は政府

と思います。

から持ってきて、何とか国際連携の研究教育がで

ちょっと長くなりました。以上でございます。

きる体制をつくろうということで、これももうす
ぐ立ち上げます。

司会 永田先生、ありがとうございました。
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永田先生に対するご質問、ご意見につきまして
も、後ほどのパネルディスカッションの前にお願
いしたいと思います。
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【講演２】
今、学長が成すべきことは何か－改めて大学改革を考える－
田中優子
法政大学総長
大学基準協会理事

司会 それでは、引き続き講演に入らせていただ

大学教員が学問、研究、勉強だけでなく、学生の

きます。

心身の健康とは何かという課題をいつも念頭に置

３つ目の講演は、法政大学の総長であられます

くということ、そのことを考えるためにも大変重

田中優子先生でございます。先生のご略歴は本日

要なことです。そしてこの課外活動を支えている

の講演資料にも詳しく掲載されておりますので、

のがやはり卒業生たちです。

ごらんいただきたいと思います。本日は「大学に

私立大学の学長は皆さん同じ思いを持っていら

必要な改革とは何か」というテーマでお話をいた

っしゃると思いますが、この卒業生のきちんとし

だきます。

た組織づくりをしないと、大学を支える背骨が１

それでは、
田中先生、
お願いいたします
（拍手）
。

つはない状態になってきます。
ですから、大学の学長として考えなければなら

【大学に必要な改革とは何か】

ないことの１つは、やはりその卒業生たちをどの

田中 法政大学総長の田中でございます。大学に

ように組織化するかということです。これがまた

必要な改革とは何か、私立大学の視点からお話し

全国だけではなく、
留学生がふえていくに従って、

したいと思います。

全世界の卒業生に広がっているわけで、今徐々に

残念ながら、今日、私は傅先生のレクチャーを

全世界組織というものをつくりつつあります。

聴くことができず、また永田先生のお話は途中か

適当に組織化していた時代とは違いまして、法

らということになってしまいましたが、その理由

政大学の校友会は、一昨年、一般社団法人という

は、全国から卒業生が集まる校友会の新年会があ

組織になりました。これは財政的にも透明性を高

ったためです。このような行事は私立大学にとっ

くしていくということや、各県の組織としてもき

て極めて重要な行事です。

ちんと組織化していく、さまざまな選挙制度も作

なぜかといいますと、１つは寄付金という観点

っていく、そうした上で世界に拡大していくとい

から、それから私立大学にとっては特に体育会系

う意味で大変重要なものです。

を中心にした課外活動というものは大変重要です。

そういうことで言いますと、国立大学とはまた

これは大学のブランドを高める役割をするほかに、

違った、さまざまな観点が私立大学には必要だと
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言うことができると思います。

ろその教員たちが抱えている問題をある財政的な

また、総長という名称についてですが、この名

限界の中でどのように実現するかという、そのこ

称は私立大学の中でも何通りかに分かれておりま

とを一緒に考えなければならなくなります。

す。法政大学の事例では、総長は学長と理事長を

これは両方の機能が争っている場合ではないと

兼ねています。ですから、学長としては４人の副

いう状態になってきまして、そういう意味では､

学長を統括しております。そして、理事長として

現在の体制のほうがむしろ分離しているよりまし

は理事会を統括していますが、現在理事は、学内

だと考えている教員は多いです。これについては

つまり教員の理事と、学外の理事と、そして職員

批判されることが多いのですが、それはそれで各

の理事、そしてまた付属中学、高校を持っており

大学の特性として考えていかなければならない体

ますので、そこから選出された理事をあわせて 10

制だと思います。

名の理事がおります。そして３名の監事がおりま

そしてもう１つ、ガバナンスの問題としてよく

す。理事長としてはそこを統括しております。

やり玉に上げられるのが選挙制度です。法政大学

この理事長と学長を兼ねている組織体というも

の総長は選挙で選ばれます。そしてまた理事も一

のがどうなのかということは、疑問を寄せる方も

部分、選挙で選ばれます。先ほど言いました 10

いらっしゃいますし、またその形をとっている複

名のうち、選挙で選ばれるのは３名だけです。あ

数の大学もあります。そしてまた、学長という名

とはほとんどが指名の理事ですが、付属校の理事

前なのですが、理事長も兼ねていらっしゃるとい

１名は、これは３つの付属校がありますので、付

う方もいらっしゃって、それぞれです。

属校の校長の互選で選ばれます。そのような構成

しかし、これは各大学の歴史が担い、作り上げ

になっております。

てきた制度でして、そう簡単に改革する、あるい

副学長は全員総長の指名です。ですから、数を

は変えるということができません。それはなぜか

カウントしていくと、総長指名が非常に多いとい

といいますと、例えば、法政大学の場合、学長と

うことになりまして、しかし一部分、理事も選挙

理事長が分離した場合に、もちろん、学長は教学

で選ばれる。そして、そもそも総長が選挙で選ば

を背負って、
さまざまな要求項目を持っています。

れる。そのような体制に対して、結局人気投票に

しかし、経営者としての理事長はそれに対して経

なってしまうのではないかという批判もあります。

営的な責任がありますから、さまざまな財政的な

しかし、実際にその教員を説得しなければなら

問題を抱えていて、またこれも妥協できません。

ない立場にある総長という存在は、教員たちが推

非常に豊かな時代はいいのですが、財政的な困

した人であるということをバックアップにして、

難を抱え始めたときには、この理事長と学長が分

その教員たちの意見を聞き、また教員たちを説得

かれていることによるコンフリクトというのが多

するというような役割が課せられています。

くなると予想されます。そして、その学長機能と

これがやりやすいのかやりにくいのかというの

理事長機能が合わさっていることによって、むし

はそれぞれの問題があると思いますが、これもあ
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ながち選挙制度はだめだと言うばかりでは余りよ

であるということから世界の大学になるというこ

い解決にはならないと思います。やはりそれぞれ

とで、転換しなければならないのです。

の大学が持っているガバナンスの歴史というもの

これは今言われているグローバル化という改革

の基盤の上に立ってこそ、その大学のやり方、そ

である、と表現できると思うのですが、改革より

の大学らしさというものがつくられていくのだろ

も強いものです。つまり、まず意識転換をして、

うと考えております。

覚悟を決めなければならないと言っていいかもし

その辺りのことはまたあとで、パネルディスカ

れません。覚悟を決めなければ、生半可な改革で

ッションの中でも出てくるのではないかと思って

はできないと感じています。

います。

これはもちろん私立大学にとっては財政問題を

さて、
今日は法政大学の事例もお話ししますが、

常に抱えているからなのです。お金が潤沢にあっ

もう少し一般的な私立大学が迫られている今の状

て、何でもできるという状況ではなくなっている

況も考えなければならないと思いますので、最初

時代に、自分の立ち位置をどこにするのかという

は今どういう状況の中にあって、どのような改革

決断は非常に重要なものになります。
ですから、そのときに日本の大学として日本の

が必要なのかという非常に大きな展望のところか

学生だけを受け入れていくという決断では、私立

らお話ししたいと思います。

大学はこれからの展望はないだろうと思っていま
す。

【法政大学の改革の方向】

実際にはどういう大学を想定しているのかと言

まず、改革の方向ということで３つを提示いた

いますと、多様な国籍、民族がキャンパスの中に

します。
１番目は、日本の大学から世界の大学へという

集っている大学です。もちろん留学生を外に出す

意識を持たなければならない。つまり、世界の大

わけなのですが、それだけではなく、キャンパス

学へ意識とビジョンを転換しなければならないと

そのものがもう日本人ではない人達によって占め

いうことです。

られていく。割合はそれぞれだとしても、そうい
う政策を持ってその方向に舵を切らなければなら

これは先ほど永田先生のほうから国立大学の事

ないという時期に来ています。

例、特に筑波大学の事例をお示しになりながら、
最終的には連帯していかなければならない、連合

２番目としては、高校の新卒者を迎える学校と

していかなければ乗り切れないのではないかとい

いう考え方から、あらゆる年齢の人々が学ぶ学校

うお話をいただいて、またそれも大変私にとって

へと意識とビジョンを転換する必要があります。

は関心の深いお話でした。

これも、恐らく少し生涯教育を取り入れましょう
という改革程度では済まなくなってきます。これ

確かにそうなのですが、その前提として、私立
大学はある意識改革が必要になります。
すなわち、

は実際に需要があります。
あらゆる年齢の人々というのは、例えば 30 代、

意識と、大学のビジョンそのものを、日本の大学
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40 代にとっては、これからキャリアを積む年齢で

然、そこに進学していく学生たち、入学する側に

す。それから 60 代、70 代、あるいは 80 代、90

とっても、どの私立大学でも同じように見えると

代にとっては、むしろ学ぶこと自体に喜びを見出

いうことでは、大変困るわけなので、むしろその

すという年齢だと思います。そのさまざまな学ぶ

特性がはっきりと見えていくことが重要です。

目的というものがあって、その多様な学ぶ目的に

それが単に偏差値ランクではなくて、特性がこ

大学が教育を合わせていくのは極めて大変なこと

うであるから、この大学に入るというような動機

です。

づけがなければ、世界の大学になれないのです。

これも実は生半可ではできないのですが、18 歳

今、日本の大学という位置づけだけですから、偏

を迎えるということだけで満足するのか、そうで

差値で上からとっていく。それからもちろん高校

はなくて、いや、もうこの際、そうではない大学、

新卒者の大学ですから、高校の成績の上からとっ

あらゆる年齢層を対象にする教育を展開する大学

ていく。上から模擬試験を受けて、その辺りで決

になるのかという、決断が必要な事柄だと思いま

めていくというような行動が一般的になってしま

す。

っていますが、これがその１番と２番を目標に置

ですから、私は改革の方向と言っていますが、

いた場合に、
そういうことではできなくなります。

むしろ転換の方向と言ったほうがいいかと思いま

そうした場合に、では個々の大学がどういう大

す。そして、それを多様な状況下で学ぶというよ

学であるかということは非常に重要な問題になり

うなことを想定して、仕組みそのものをそちらの

ます。

ほうに向けていかなければならないという時期に

１つは建学の精神です。これは個々の大学が持

来ているかと思います。

っているわけなのですが、しかし実は日本の大学

そして、その１と２を前提にしますと、それぞ

というものは、大体大手の大学でしたら明治の何

れの大学が建学の精神を編集し直し、教育目標と

年ごろにできてというような建学の時期であり、

社会へ約束する大学の方針、この、社会への約束

結果的に建学の経緯はかなり似ています。

を私達はブランドと呼んでいるのですが、そのブ

つまり、
ヨーロッパの大学の理念を受け入れて、

ランドを明確にする。そしてそのブランドを明文

それがドイツ風であろうと、フランス風であろう

化する、表現するために長期ビジョンを策定する

と、イギリス風であろうと、それぞれどこかのヨ

ということが必要になっています。

ーロッパの大学の理念を受け入れて、そこに自由

この１番と２番は必要なことなのですが、では

な学問というものを導入して、大学を成立させて

多くの大学がそれを行っていった場合に、大体同

いったという意味での建学の理念はどこか似通っ

じような大学になってしまうのか。大学生の 80％

ています。そしてまた、建学した人の名前が有名

を私立大学が担っており、数も非常に多いですか

かそうでないかというような区別ぐらいだったり

ら、私立大学にとっては自分の大学の特性は何か

します。

ということは大変気になるところです。そして当

しかし、そういうことだけではなくて、その建
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学したあとどういう歴史をたどったかということ

れにしてもどこの大学にも必要になってくる。つ

も、
実はとても大事なことです。
そしてまた戦後、

まり、大学に進学する世界の人々にとって必要に

学徒出陣、学徒動員のあと多くの学生たちが戻っ

なってきます。

てきて、あるいは戻らないまま、大学が再開され

そして、まだまだ足りませんが、そういう長期

たときに、どういう大学として再開したかという

ビジョンやブランドは当然英語に、あるいは複数

こと、これは建学の精神と比べると余り論じられ

の言語にして世界に発信しなければならない、そ

ないのですが、ここも非常に重要な歴史の一部分

ういう時代にもなっています。

です。そういうものをたどりながら、みずからの
【改革の方向１ 世界の大学へと転換する】

大学、それぞれの大学はどのような大学にこれか
らなっていくのかという歴史から未来を築いてい

その改革の方向、
１、
世界の大学へと転換する、

くということは、非常に重要になっていると思い

これはもう何度も論じられていますように、少子

ます。

化する日本というものがあって、１億を切ってい

そしてまた、その次の段階の、これからの教育

くわけなのですが、当然この人口の数だけではな

目標を定めていくことではあるのですが、それと

くて、中身の問題というのがある。少子高齢化に

同時に外に発信する、外からどう見えるのかとい

なっています。
しかし、世界は人口増加します。現在 73 億ぐら

うことで言うと、ブランドということが大事にな

いの人口が 93 億か 97 億になり、2100 年までには

ります。
ブランドというのは広告代理店におもしろそ

112 億になるという驚異的な増加が見込まれてい

うな言葉を考えてもらうことではありません。そ

ます。つまり、少子化する日本の大学がどうした

うではなくて、それまでたどってきた歴史や、今

らいいのかということを考える前に、世界人口は

できていること、今の力でできていること、そし

増えるのだということを考えたほうが早いわけな

て少しプラスしてできていくこと、そういうこと

ので、そしてそれがまた世界の大学にならなけれ

をかなり現実的に考えて、自分の大学のブランド

ばならない、あるいはなるべきであるという前提

はどういうところにあるか。つまり、社会に本当

になります。

に約束できることは何かということを定めていか

ここに世界人口の推移があります。この世界人

なければ、本当のブランドにはなりません。その

口の推移（スライド 6）を見ますと、このグラフ

ようなブランドを明確にする。明確にするために

のことから２つのことを考えなければならないと

長期ビジョンを立てる。あるいは逆かもしれませ

思うのです。

ん。明確にしてから長期ビジョンを立てる。長期

まず、1400 年代辺りからグラフが急に上がって

ビジョンを立てながら明確にする。今法政大学が

います。急激に人口増加しているということがわ

やっているのは長期ビジョンを立てながら明確に

かります。欧米に大学というものができた時と、

していくというようなやり方ですが、それはいず

現在の大学の時代は、このグラフに見るように、
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世界が様変わりしているということなのです。つ

口がかなり集中するということです。

まり、グラフが急上昇する手前のところで大学と

そういうことを考えてみると、私が先ほど言い

いうものが世界に出現しているわけですから、そ

ました世界の大学になるということを考えること

のときの大学のありようだとか理念だけを私たち

は、アジアの教育を担う大学になるということに

が受け取っていては、とても間に合わないだろう

なります。実際にそのような人口上昇をしていく

ということがわかります。

地域を安定化する、まさに持続可能な社会にして

それからもう１つのことがわかります。世界が

いくためには教育水準を上げなければならないの

持続不可能な時代に入っているということです。

です。

私の専門は江戸時代なのですが、まさにこのグラ

私たちは日本人の教育水準を上げなければなら

フの少し上昇に入りつつあるところです。しかし

ないと明治以降ずっと思ってきたわけなのですが、

急上昇ではなく、
ごく緩やかな上昇の時代でした。

今やそれだけではなくて、世界、特にアジア地域

そして、
その時代ではまだ持続可能社会であって、

の教育水準を上げていくことに貢献しなければな

その持続可能社会のさまざまな仕組みというもの

らないという立場にあります。そのことを考えな

が非常にはっきりと見えます。しかし、そういう

がら、日本の私立大学も政策を考えていかなけれ

世界状況が全く変わってしまっています。グラフ

ばならないだろうと思います。

は横線から、産業革命の時代にいきなり縦線にな
るのです。

【アジアの連携で質の低下を防ぐ】

そういうところから、法政大学は何年も前から

特にアジアの連携ということで言いますと、現

持続可能社会の構築ということをミッションの１

在、法政大学でも中国の留学生が大変多いのです

つに挙げていまして、それが研究の目標であり、

が、少しずつ、その状況は変わっていきます。特

教育の目標にもなっています。そういう世界状況

にＡＳＥＡＮ諸国でＡＳＥＡＮコミュニティとい

というものを念頭に入れていくということが、学

うものが立ち上がっています。そして、その域内

長にとっては非常に重要なことになります。

の経済、政治、安全保障、社会文化の統合をこの

さらに次のグラフを見ますと、人口の急上昇は

諸国が深めていっています。

今後どこで起こるのかわかります（スライド 7）
。

それだけではなくて、学年暦共通化だとか、教

アフリカ地域で急激に人口の上昇が起こります。

育段階の統一だとか、学修領域であるとか、それ

中国は幾らか下がってきますが、インドがやはり

から奨学金制度などをＡＳＥＡＮで統一していこ

2030 年、
40 年辺りまでは急激な人口上昇があると

うという動きがあります。

いうことがわかります。そして、これを全体とし

もう１つは、ＡＳＥＡＮ＋３と言われているも

て見ますと、2030 年、40 年、50 年と、アジア地

のがありまして、これは日本、中国、韓国ですね。

域が世界人口の半分以上を占めるということがわ

以前、
東アジア共同体という言葉が存在していて、

かります（スライド 8）
。つまり、アジア地域に人

この東アジア共同体というのは経済共同体の前の
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段階で教育の共同体を日中韓も作っていくべきだ

す。大学進学率が高くなっていくことは望ましい

ということが言われていたのですが、これはご存

ことです。しかしそれだけではなく、対象をアジ

じのように、日中韓の政治的な理由で、なかなか

アに広げることによって、優秀な学生たちが日本

できなかった。本当は必要だったのです。これは

の大学に来る。そして全体として日本の私立大学

歴史的な経緯から見ても、本来は日中韓、もちろ

もその質の低下を防ぐことができる、あるいは質

ん台湾も含めて、要するに東アジアと言われる地

をもっと上げていくことができるという、そうい

域の教育圏の確立というのが本当は必要だった。

う希望を持つことができます。そういうことを現

しかし、できませんでした。

実的に考えなければならないと思っています。

そうすると、今度の望みは、ＡＳＥＡＮがこの
ようなやり方をし始めているということです。そ

【ＷＣＵ（World Class University）をめざす】

こにプラス日中韓というような組み込み方であれ

それから、ワールドクラスユニバーシティ（Ｗ

ば、アジア全体の教育圏というものができてくる

ＣＵ）という言い方があります。これを目指すと

かもしれない。そして教育圏という以上、これは

いうこと。もちろん国立大学は当然目指している

単位の互換性であるとか、学年暦の共通化である

わけですが、では私立大学の、特に規模の小さい

とか、それから教員の交流であるとか、さまざま

大学は、それは自分たちの課題ではないとおっし

なことが必要になってきます。

ゃるところが大変多いわけです。法政大学も少し

ですから、社会の大学になるといったときに闇

前まではそういうことは自分たちに関係がないと

雲に、アフリカの人数が多くなるからアフリカ、

考えていました。

あとはヨーロッパもアメリカもという、何もかも

しかし、
私はそういうふうには思っていません。

ということではなくて、必要なことは何か、今、

なぜかというと、幾つかの基準というものがあっ

日本に求められていることは何かということをや

て、複数の基準でワールドクラスになっていくわ

はり考えなければならない。

けです。綿貫健治さんの本の中の定義をちょっと

そうすると、かなり真剣に考えなければならな

使わせていただくと、研究、教育、国際性、イノ

いのは、そのＡＳＥＡＮ地域と日中韓との全体の

ベーション、
社会貢献活動に世界的な実績があり、

交換、移動に関することでしょう。また、ＡＳＥ

母国だけでなく世界の科学技術と高等教育の発展

ＡＮ＋３の学生の交換、移動に関するガイドライ

に貢献するグローバル人材を養成する世界ランキ

ンというものが今年採択される予定であるという

ング 100 位以内の大学という定義になります。

ことも漏れ聞いています。

目指すことが、とても大事なことです。目指す

そのようなアジアの連携をつくることで、質の

ことによって、研究、教育、それから特に社会貢

低下を防ぐ。
これはどういうことかといいますと、

献も含めて、要するに世界にとって、世界にどう

日本人の学生たち、高校卒業生たちの大学進学率

いう貢献ができるかということも含めて、みずか

が 53％程度ですが、これがもっと上昇していきま

らの大学を振り返り、またみずからの大学の方向
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づけをしていく、政策を立てていくことができま

グローバリゼーションという言葉がありますが、

す。このような目標を持つということが、質を確

グローバリゼーションへの日本の対応というのは

保していく上で大変重要なことであると考えてい

今に始まったことではありません。日本がグロー

ます。

バル化して、とても大変だという声をよく聞くの

そのための使命、ミッションですね。それぞれ

ですが、私は自分の研究領域から、グローバリゼ

の大学でミッションをお持ちだと思いますが、具

ーションというのはもう江戸時代の前に始まって

体的な、明確なミッションを持って、それを達成

いると考えていまして、そういう本も書いていま

するために、このランキングを手段にするという

す。第１次グローバリゼーションへの対応は江戸

ことです。ですから、ランキングは目的です。目

時代にやってきたと考えています（スライド 11）
。

標ではありますが、ランキングのために闇雲にほ

それは、グローバリゼーションそのものはその

かのことは振り捨ててということではなく、むし

前の時代に起こっているからです。先ほどの人口

ろランキングを目標にすることを手段にして質を

のグラフで上がり始めた時点が 1500 年代の中ご

高めていくということが必要であろうと思います。

ろでしたが、あれでわかりますように、あの時が

もう１つは、国際会議、セミナー、意見交換を

正確な意味でのグローバリゼーションです。

通して透明性を高めていくことです。国際会議な

つまり、地球が一体化したわけですね。そして

どに出て行くと、自らの大学が今何をやっている

そのあとに江戸時代がやって来ます。江戸時代と

のか、どういうことで困っているのか、どういう

いうのは、そのグローバリゼーションにどのよう

壁にぶつかっているのか、さまざまなことを述べ

に日本が対応しなければならないかということを

なければなりません。それを学内だけでお互いに

考え抜いた末にでき上がった時代です。

困ったなと言い合っている状況とは全く違う状況

今日はその話ではありませんので省きますが、

になるわけなので、そのような機会は、私立大学

そのように日本が迎えてきたグローバリゼーショ

が変わっていくために非常に重要なものだと思っ

ンは何回もありまして、第２次グローバリゼーシ

ています。

ョンは明治維新です。ヨーロッパ諸国に準拠して

Ｎ Ａ Ｆ Ｓ Ａ (Association International

国をつくり直しました。第３次グローバリゼーシ

Educators)その他、
さまざまな組織がありますが、

ョンは敗戦のときです。これは戦後ですが、アメ

そこに積極的に参加していくことによって、先ほ

リカに準拠して国を作り直しました。そして、現

ど言いましたような国際会議などに出ていくこと

在は第４次グローバリゼーションと言っていいと

になります。それを経験することによって、世界

思うのですが、規範とすべきものがありません。

のほかの大学が何をしているのかということも知

もはや全世界的グローバリゼーションの渦中にあ

ることになります。これは本や書類の上で知るの

るという状況です。

と、それから実際にその大学の皆さんに会ってそ

ですから、大学のグローバル化という言葉はち

れを理解していくのとは大分違うことです。

ょっとおかしい言葉だと私は思っていまして、大
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学は「グローバル化の状況に対応しなければなら

考える、ということも「サステイナブルな地球社

ない」というのが正確な言い方だと思います。大

会をめざす」というミッションの中に入っていま

学のグローバル化をすべきかすべきでないか、と

す。そのために、例えば大原社会問題研究所や沖

いう論じ方はもはやできないのです。対応しなけ

縄文化研究所などが、随分前から社会問題を研究

ればならないのは明らかだからです。

しているわけです。
そしてまた、文化の持続可能性も重要なミッシ

【法政大学のスーパーグローバルユニバーシティ

ョンです。マイノリティの言語や文化は日々失わ

構想】

れています。そういう言語や文化をどのように持

そして、法政大学の場合ですが、スーパーグロ

続させていくかということも、非常に重要な研究

ーバル大学創成支援（ＳＧＵ）のタイプＢでスー

領域だと思っています。日本文化と日本語はマイ

パーグローバル大学になっています。そのときの

ノリティのものです。世界規模で見れば、私たち

表題は「課題解決先進国日本からサステイナブル

日本人はマイノリティだからです。その意識を持

社会を構想するグローバル大学の創成」です。サ

たなければなりません。

ステイナブル研究所が大学の中に以前からありま

そういうわけで、日本文化の持続可能性を考え

す。大学のミッションの１つとして、
「サステイナ

るということは持続可能性の研究の中で非常に大

ブル」を従来から重要視してきました。このため

事なことです。法政大学は、戦後すぐに能楽研究

につくった理念ではなく、むしろ今までやってき

所を中心にして日本文化研究を続けてきました。

たことを申請にはっきりと出したということです。

国際日本学という学問名称を最初につくり、国際

本学のミッションのひとつに「本学の使命は、

日本学研究所と国際日本学インスティテュートと

激動する 21 世紀の多様な課題を解決し、
持続可能

いう大学院組織を創設しました。

な地球社会の構築に貢献することである」とあり

そして、その国際日本学という枠組みの中で、

ます。法政大学が考えているサステイナブル社会

江戸学もそこに入りますが、日本学そのものがそ

というのはどういう社会かといいますと、単に地

の持続可能性を追求する文化の研究として位置づ

球環境問題のことだけではありません。もちろん

けられています。そのような多面的な意味でのサ

それもありますが、
「社会の安定性」もそのひとつ

ステイナブル社会の構想としてのグローバル大学

です。世界で起きる例えばテロや戦争などが、環

を考えています。

境破壊として繰り返されています。はっきり見え

ところで、
大学のキャラクターは
「エコぴょん」

る環境破壊を伴わない政治的な動きであっても、

です。エコロジーを象徴するウサギです。これは

そういう社会の不安定性というものがあれば、核

環境問題にいつも意識的でいようという意味です

を所有する我々の世界は、持続可能ではありませ

（スライド 15）
。今さまざまな大学がキャラクタ

ん。ですから、その社会の安定性、つまり持続可

ーをつくっていますが、法政大学の場合にはまさ

能性というものがどのようにすれば可能であるか

にその持続可能社会と結びついたキャラクターを
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使い続けています。

学制度があります。
「認定」とは、私費で行った場

４年制の国公私立大学の数は 2015 年時点で 782

合にも単位を認定する、という意味です。それか

校。スーパーグローバル大学創成支援を受けてい

ら、ボランティア、インターンシップなどがあり

るのは、その中で 37 校ですから、約 4．7％なの

ます。SA（スタディアブロード）に見られる各学

ですね。そのパーセンテージを考えますと、やは

部の取り組みが法政大学の特徴です。

りその中の大学には大きな責任があります。まさ

「国際文化学部」ができたときに、この学部は、

に社会との約束をしてしまったということですし、

ワンセメスター、世界の 10 カ国、16 の海外協定

しかも 10 年しかない。
もはや８年しかありません。

校から１つを選択して、そこに留学することを必

そのことを意識して進めなければなりません。

修にする学部になりました。

そして、法政大学のこのスーパーグローバルユ

英語圏だけではなくて、ドイツ語圏、フランス

ニバーシティ構想ですが、まず１つは世界のどこ

語圏、ロシア語圏、中国語圏、スペイン語圏、朝

においても生き抜く力を備えたフロントランナー

鮮語圏のいずれかを選んで行くことができます。

の育成です。それから、サステイナブル社会を構

そしてまた、短い、４単位の英語のためのボスト

築する人材の集積、中等教育支援つまり高校との

ン大学への留学もすることができます。そこから

連携。サステイナブルなグローバル社会の基礎づ

スタートしました。

くりをする。そして社会人の学び直し。これが先

それが、ほかの学部に波及しました。現在では

ほど言いました生涯教育のことですが、社会のグ

法学部がオックスフォード・プログラム。文学部

ローバル化を担う現場を支援していくことです。

の哲学科はアルザスのコルマールを拠点として、

さらに、グローバル社会の変化に対応したガバ

ストラスブール大学やハイデルベルグ大学の学生

ナンス体制の構築です。ガバナンス体制は最初に

たちと合同ゼミを開いています。特徴的なのは、

お話しましたように、総長制をとって、選挙制を

社会学部の場合にはワンセメスターかツーセメス

とっていますが、これを明確にしました。このた

ターかをアメリカ、カナダ、あるいは中国で過ご

びのガバナンス改革では大学の規定を明確にして、

して、中国語でも 16 単位をとることができる。そ

最終的に総長が責任を持って決断しているという

して短期ではフランスやドイツでも単位をとるこ

こと、現実に今までもそうやってきましたし、こ

とができる。

れからもそうするということを明文化しました。

現代福祉学部は夏休みにスウェーデンを中心に
して、福祉や地域づくりや心理学にかかわる施設

【グローバル化の３つの取組み】

を訪れて、フィールドワークをする。あるいは、

グローバル化についての３つの取り組みに力を

スポーツ健康学部はテーピングの技術の修得やト

入れています。まず留学です。留学の奨励は各学

レーニングルームの活用についてワークショップ

部の取り組みのスタディアブロードと、それから

を海外で行っています。そのほか、ほとんどの学

大学主導の派遣留学（スライド 27）
、認定海外留

部がこのような仕組みを持っているのですが、内
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容が一律ではないのです。

けですが、これは英語が幾らかできる学生たちを

本学には 15 学部あるのですが、
この学部の垣根

集めて、より高度な授業を展開しています。これ

を全部取り払っていいかどうか、という問題があ

も既にやっていることです。

ります。実は「大くくり」を法政大学も考えてい

それだけではありません。Ｇラウンジというも

ます。重複科目があったり、共有したほうがよい

のがあります。ネイティブスピーカーとの日常的

科目があったりしますので、大くくりは何らかの

なコミュニケーションができるようになっていま

形でしなければならないと思っていますが、学部

す（スライド 22）
。グローバルポイント制度も発

が特徴を出しているというメリットがある。

足しました。これは留学や語学研修など、さまざ

そのメリットを生かすためには学部を残してい

まなプログラムに参加するとポイントがたまって

くほうが、法政大学の場合には大学らしい取り組

いって、
それを成績表に明記するという制度です。

みかもしれないのです。ここは非常に難しい判断

国連シンポジウムは毎年開催していますし、海

ですが、今までの歴史から見てそういうことがあ

外の協定校からの留学生たちが共同でいろいろな

ります。

プログラムを行って、まさにキャンパスが多様に

さらに今取り組んでいるのは、ＳＧＵの中で英

なりつつあります。

語による講義の充実です（スライド 20）
。そもそ
もグローバル教養学部というものが 15 学部の中

【法政大学のグローバル化に向けた教育方針＜学

の１つとして存在していまして、全ての講義が実

習環境＞】

際に英語で行われています。それ以外の学部も、

ダイバーシティのキャンパスをつくることによ

次々と英語による講義やゼミを始めます。学部を

って、最終的には８年後にグローバル体験率

超えたプログラムができていって、アジアの、あ

100％ということを目指しています（スライド

るいは欧米ももちろんですが、留学生を迎えて、

23,24）
。

英語で単位を取得して、英語で卒業できるような

1904 年に法政大学ができて間もなく、清国の留

プログラムにしていくということです。

学生を大量に迎え、法律を教えたという経緯があ

そして、
これも突然できたものではありません。

りました。そこから新中国の建設に重要な役割を

1997 年からＥＳＯＰという組織があります（スラ

担う人物が数多く出てきました（スライド 25）
。

イド 21）
。これは海外の協定大学から交換留学生

そして、1977 年には既に留学生を外に出すため

を受け入れて開設しました。日本語修得を除く全

の国際交流センターが設置されていました（スラ

ての授業が英語で行われ、日本文学など、ゼミ形

イド 26）
。派遣留学制度ができ、そして先ほど言

式で授業を行ってきました。それを英語の講義が

いました 1990 年にＥＳＯＰができ
（スライド 28）
、

できる教員たちを入れてやってきましたので、こ

国際文化学部が設置され、もう大分たちます（ス

のような組織を改組拡大していくわけです。

ライド 29）
。

それからＥＲＰも授業は全て英語で行われるわ

そして、2000 年代に入りますと、グローバル教
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養学部が設置されました（スライド 30）
。そして

学修や研究を継続する人間にならないと、これか

2003 年に国際日本学研究所及び国際日本学イン

らのさらに急速な世界の変化の中で生きていくこ

スティテュートが設置されました（スライド 31）
。

とができません。まさにその、世界の中で生き抜

そのようにして歩んできたのです。

く力というものを育てなければなりません。

1970 年代から歩んできた結果としてのスーパ
ーグローバル大学でした。この歩みの中で目標を

【改革の方向２ あらゆる年齢の人々が学ぶ学校

定めて一歩ずつ歩んでいくことによって、必ず達

へ】

成されるわけなので、日本の大学から世界の大学

先ほどの改革の方向ということです。策定した

になるという決断のもとに政策を実行していけば、

長期ビジョンＨＯＳＥＩ2030 の中のビジョン３

必ずその道を行くことはできます。

に（スライド 36）
、世界中の人々が高度な市民教
育を受けられる場とするということと、さまざま

【グローバル化に向けた教育方針＜市民の育成＞】
そして、もう１つ大事なことがあります。グロ

な年齢の人々の生涯教育の拠点とするということ
がうたわれています。

ーバル化は、
英語教育をさすわけではありません。

具体的な施策としては、通信教育部が法政大学

あるいはその他の外国語の教育でもありません。

にありますが（スライド 37）
、そのインターネッ

むしろその学生一人一人が多様な立場を理解して

ト授業を大学全体に拡大して、大規模授業のイン

公正な判断力を持つということ、主体的、自立的

ターネット化を図りたいと思っています。社会人

に行動できる市民になるということです。

は通信教育のメリットとスクーリングのメリット

学生をどのような人間に育てるか。そのビジョ

の両方を使うことができます。通信教育部の社会

ンがないグローバル化は危険です。グローバル化

人ではなく学部に入ってもそのようなメリットを

への対応と同時に、大学は人間としてどういう精

使うことができるような整備が必要です。当然、

神を育てるのかということを考えてカリキュラム

大学院の充実はもっと必要です。

を組まなければならないと思います。

そして今、J－ＭＯＯＣができています。法政大

この主体的思考力ということは今いろいろなと

学では、まず J－ＭＯＯＣでの公開授業を、私か

ころで言われているのですが、要するに、この時

ら始めました（スライド 38）
。J－ＭＯＯＣの活用

代の変化の中で技術や市場の構造が変化しても対

ということもこれからは必要になってきます。

応できる能力のことです。そして自立的な行動力
のことですが、それとともにほかの人と協働して

【改革の方向３ ブランドを明確にする】

創造していくことができる能力、そしてこれから

（スライド 39）
。法政大学の場合には、法律の

非常に重要なのは学修を継続する力なのです。

知識を求める日本人、アジア人のために法律の学

大学の４年間だけ勉強すればいいということで

校を開設して、万人の大学を目指し、そして戦後

はなく、
勉強の方法を獲得することによって生涯、

社会の中ではリベラルな校風のもとに自由な大学
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になったという歴史がありますので、これらをも

のレクチャーを拝聴して、そして非常に大事なこ

とに２年、就任直後からブランディング作業を始

とだと思いましたのは、いつまでも私立大学の補

めました（スライド 40）
。

助金が少ないから何もできないと言っていられな

ブランディング戦略会議というものを発足させ、

いのです。

その中でブランディングステートメントを決め、

先ほど最後におっしゃってくださった、連合し

それを大学の憲章としました。さらに、長期ビジ

ていかなければならない、連携していかなければ

ョンの中でミッションとビジョンを新しく策定し

ならないということ、これがその補助金問題を乗

ました。

り越える方法かもしれないということを思いなが

「社会との約束」
としてのブランドの明確化は、

ら伺っていました。

これからの私立大学に必須のものになるでしょう。

つまり、１つの大学ではできないこと、私立大
学の場合には経営基盤の問題があって、さらにで

【私大連・政策研究部門 提言より】

きないわけですが、さらにできないことを、例え

最後に、私は私大連で政策研究部門長をやって

ば国立大学もともにそのネットワークをつくるこ

いるのですが、先日私大連から出した提言につい

とによって、ヨーロッパ、アフリカなども含めて

てお話しします。

世界展開をしていくということが、これから重要

これからの私立大学に必要なものとして、独自

なのではないかということに気づかされました。

の確固たるビジョンと中長期計画を策定すること。

補助金の問題だけではなくて、むしろ連携を通じ

単位の実質化、学修成果を明確にすること（スラ

てそのような方向に行くということが重要です。

イド 41）
。それからまた、単に今の時代に役に立

先ほどの日越大学は、これは法政大学も入って

つというだけではなく、論理性と主体性と広い視

いますが、ベトナムで新しくさまざまなことを展

野を持つことこそが時代の変化に対応できること

開し始めています。それも連携によって行うこと

であって、そういう教育が必要だということ（ス

ができますので、アジア全域でこれから行えるこ

ライド 42）
。

とではないかと思います。

そして、グローバル化に対応する必要があると

以上です。どうもありがとうございました。

いうこと（スライド 43）
。また、その学生の教育
のみならず、研究成果を社会に還元し、万人の学

司会 田中先生、ありがとうございました。

びの場、
これは生涯教育のことを指していますが、

これで３名の先生方のご講演が終了いたしまし

そういう大学になる必要があるということ（スラ

て、続きまして、このご講演いただいた先生方に

イド 44）
。そして、最後に国立大学と私立大学の

よるパネルディスカッションに入りたいと思いま

格差が著しいということ、経営基盤の話です（ス

す。

ライド 45）
。

また、そのディスカッションの前に、３名のご

それらを提言にしました。私、先ほど永田先生

講演に対してのご意見、ご質問があれば受けたい
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と思います。そのために少し準備の時間をいただ
きたいと思いますので、恐れ入りますが、しばら
くお待ちいただきたいと思います。
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【パネルディスカッション】
今、内部質保証を考える
モデレーター；鈴木典比古
国際教養大学理事長・学長

司会 それでは、準備ができたようでございます

願いいたします。
よろしくお願いします。
どうぞ。

ので、傅先生、永田先生、田中先生、それから、
モデレーターの鈴木先生、ご登壇いただきたいと

A B 大学の A と申します。

思います。

３先生とも、大変示唆に富んだ、興味深い話で

それでは、ここからディスカッションのモデレ

した。時間が少し足りないので、理解に至ってい

ーターは大学基準協会前専務理事、現在国際教養

ない面があるのですが、できましたら、短い時間

大学の学長であります鈴木典比古先生にお願いし

で３先生に１つずつでもよろしいでしょうか。

たいと思います。それでは、鈴木先生、お願いい
たします。

鈴木 はい、どうぞ。

鈴木 傅先生、永田先生、田中先生の非常に広範

A それでは、まず傅先生には、台湾の漢字といい

かつ深いプレゼンテーションをいただきまして、

ますか、
台湾語で示してある冒頭の問題点の中に、

「今、学長がなすべきことは何か」ということを

少子化とお口ではおっしゃりながら、少子女子化

テーマに進めてまいりました。
「改めて大学教育を

というか、
女性という字が入っておりましたので、

考える」というのが副題といいますか、サブタイ

それは単に 18 歳人口が減るという、両方、男性も

トルであります。

女性も減るという問題点のみなのか、あるいは男

３先生にご議論いただく前に、皆さん方、３先

性が減って女性が増えてくる、女性は進学意欲が

生のプレゼンテーションをお伺いして、いろいろ

少ないから、貴国、台湾では非常に問題になって

ご質問をお持ちになったと思うのですが、それを

いるのかですね。最近は非常に台湾の方も、女性

承って、まず３先生の方からお答えをいただく、

も大学進学意欲が高まっていると、私は提携校か

あるいはそれを機会にディスカッションを行うと

ら聞いております。

いう形でまずは進めたいと思いますので、皆さん

それから、
永田先生には、
日越までの交流協定、

の中からご質問をちょうだいしたいと思います。

交流といいますか連携をお聞きしたような気がす

お手をお挙げいただいて、所属をおっしゃって

るのですが、インドとの交流というのは皆、国立

いただければと思います。もちろん、お名前もお

大学の先生に聞いても、あの国は難しいという感
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じで、具体的なことを結んでいる話は余り聞かな

しれない。今、言ってみれば、多元化された社会

いのですが、そういう難しさがあるのか、筑波大

ですので、台湾では一般的に少子女化という書き

学ではどうなのかということを伺いたいと思いま

方をするわけです。ただ、今一般的に口語でいろ

す。

いろ、そのオーラルで言うときは台湾でも少子化

それから、田中先生には、建学の精神の編集、

と申します。

見直しというような意味が冒頭にあったのですが、
それはどの程度のスパンといいますか期間で変え

鈴木 それでは、永田先生、お願いします。

ても、実害がないのかということです。私は、入
学したときに大学の４年とか大学院まで行っての

永田 端的に言って、インドについては今のとこ

６年間は同じ建学の精神で行くべきだと思ってい

ろあまりないですね。南米、それからロシア、中

ます。建学の精神を、明治から１回も変えないと

央アジアもできます。アフリカ、東南アジア、ベ

いうのはいかがとは思うのですが、みだりに変え

トナムとかマレーシア、
それからオーストラリア、

ることによって、プラス面だけではなくマイナス

ヨーロッパで言えば、
先ほどもご紹介しましたが、

面もあるのではないかという点について、この一

フランス、ドイツがありますが、インドだけはま

問一答、どうぞよろしくお願いします。

だ個別の対応しかしていないと思います。私もイ
ンドに８回ぐらい行きましたが、難しいところは

鈴木 ありがとうございます。

若干残っていて、もう少し熟したらと思います。

それでは、傅先生、よろしくお願いします。
鈴木 田中先生、お願いします。
傅 先ほどのご質問、ありがとうございます。簡
単にご回答しますが、子女と書いていましたが、

田中 例えば、自由という言葉があります。これ

英語から来ていまして、
チルドレンということで、

は法政大学の場合には非常に重要な言葉として、

意味は同じだと思います。少子化、少子女化。我々

建学の精神として受け継がれてきたのですが、今

の会の中では今、少子化というのは口語では少子

の時代で「自由にしていていいよ」というような

化と言います。偏見というわけではなくて、ただ

メッセージを学生に送ったら、とんでもないこと

やはり文字にして残すような場合に、少子化だけ

になるわけですね。つまり、自由の言葉の意味が

だと何か男の子だけなのかな、と感じさせてしま

変わってしまいました。そういうことに気がつい

うので少子女化としています。

たときにはやはり変えるべきです。

例えば、子供が減るということですが、女性か

でも、変え方に２つあるのです。それは、自由

らしたら、女という字を書かないのだと思うかも

という言葉をやめてしまうのか、
そうではなくて、
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自由という言葉は本来こういう意味であるという

先生が台湾の状況をご説明くださいました。

ことをちゃんと説明する、あるいは説明できるよ

やはり台湾でも少子化というものが進んでいて、

うな言い方にしていくのかということです。

それがいわば大学の経営に対してもじわじわとイ

今私が考えているのは、むしろ自由という言葉

ンパクトを与えつつあるということです。そのあ

が単に何でもやっていいという意味ではなく、

り得る帰結として、大学が廃校になってしまうと

何々からの自由、社会からの自由、規律からの自

いうこと、あるいは大学の教員が転職に追い込ま

由といった場合に、自分が自主的にものを考えな

れるという可能性もあり得るとおっしゃっておら

ければならないことで、非常にこれは大変なこと

れました。

なのだと。それはもうまさに勉強するしか、そう

そういう中で、この義守大学は非常に積極的、

いう力をつけることはできない。それが伝わるよ

精力的に国際化を進め、質の維持向上を図ってき

うな言い方、言葉として作っていこうと思ってい

ているということでありまして、最後に、傅先生

ます。

はこの台湾の高等教育機関の再構成、再編となる

変えるスパンがどのぐらいと言うことはできま

危機状況にもあるのだけれども、これはしかし転

せんが、時代の変化によって、今まで表現してい

機でもあり、危機が転機に転換できるのだ、それ

た言葉が誤解されるということになるときには思

をやらなければならないということをおっしゃっ

い切って変えたほうがいいと考えています。

ておられました。
それから、永田先生は、あらゆる意味で国内的

鈴木 ありがとうございます。

あるいは国際的にも開かれた大学になっていくの

あとお一方、お二方ぐらい、ご質問をお受けい

だということを、非常に力強いお言葉でおっしゃ

たしますが、よろしくお願いいたします。どうで

って、さらに、もう既に個別大学でいろいろやっ

しょうか。

ていくという時代は過ぎたと。大学が国公私を超

またこのディスカッションの中でもご発言なさ

えて、集合体としてネットワーク化してやってい

りたい方がありましたらお手を挙げていただいて、

く必要があるのだということをおっしゃっておら

私のほうからお願いすることにいたしますので、

れました。

よろしくお願いいたします。

それから、田中先生は、日本の大学から世界の

それでは、今回のこの学長セミナーのテーマが

大学に変貌していかなければいけない。まして世

「今、学長がなすべきことは何か」ということで、

界の人口がふえていく中で、アジアの教育に対し

「改めて大学改革を考える」という、大学改革に

て日本の教育というのは貢献していかなければい

おいて学長がなすべきことは何かということがテ

けないということを強くおっしゃっておられまし

ーマであると私は承知しておりますが、最初に傅

た。
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法政大学はこのＳＧＵの採択校になったことを

傅 すばらしい、
大きなご質問をいただきました。

受けて、あるいはそれ以前からですが、この留学

先ほどお２人の学長先生のプレゼンテーション

を奨励するとか、英語によるプログラム、あるい

を聞いて、大変感銘を受けました。本当に大きな

はキャンパスの国際化等々に非常に強い力、ある

圧力に耐えながら学長をしておられると思います。

いは学長のリーダーシップを発揮なさって邁進し

今のタイミングというのは非常に苦労されてお

ていらっしゃるということでした。以上が、３先

られると思います。少子化にプラスして、国際化

生のプレゼンテーションの非常におおまかな要約

の波も押し寄せてきます。政治、経済、国際情勢

になるかと思います。

も揺れ動いています。こうした中で大学の経営を

では私の方から、この少子化において台湾も、

良くしていくというのは極めて大きなチャレンジ

あるいは日本も同じような状況に置かれていると、

だと思います。

あるいは置かれていく状況にあると理解いたしま

ただ、個人的にこう思います。大学の学長です

すが、それに対して学長がどういうリーダーシッ

から、基本的な責任があります。その最も基本的

プを発揮していくべきなのか、個々の大学で対応

なものとして濃縮した形で申し上げますと、大学

するというのは非常に難しいことですが、リーダ

を良くしなければならないということ、良い大学

ーシップをどう発揮していくべきなのかというこ

を経営しようということです。

と、あるいはどういうかかわり方をなさっている

何をもって良い大学と言えるか、お２人は異な

のかということをご説明いただければと思います。

る大学、違う国力、あるいは国立あるいは私立、

また、今日ご参加の学長先生あるいは副学長先

非常に長い歴史を持つ私立など、あるいは社会貢

生その他の先生方の勤務なさっている大学の規模

献などの尺度からいろいろ述べられました。いず

を考えましても、大規模な大学、それから小規模

れの角度から言っても、すばらしい大学です。

な大学、あるいは首都圏にある大学、あるいは地

台湾も同じです。自分の地域にあって、あるい

方にある大学等々、バックグラウンドが違って、

は外部によい技術、知識を伝播していけると、良

この少子化が持っている意味というのもまた違う

い大学になります。つまり、やり方とその結果で

ところがあると思うのですが、その辺りも加味し

大学が好転していけるかどうか、好転して回転し

ながら、３先生に、学長がどういう関わり方をし

ていくことができるかということです。

ているのか、あるいはすべきなのかということを

やり方は多種多様だと思います。ほかの大学と

ご披露いただければと思います。

協力してもいいですし、産業界あるいは外国と協

どなたでも結構ですが、いかがでしょうか。傅

力してもいいと思います。
要するに目標を決めて、

先生、いかがでしょうか。

それに向けて邁進し、良い結果を得られたら、そ
れはすばらしい大学になります。
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これを中国語同時通訳で訳せるでしょうか。神

学生、あるいは理事会、あるいは地方自治体の望

が仙人のように変幻する。大学というものは変幻

むところを全て満たすような学校にしていかなけ

します。神か仙人のように、悩みなく楽しむ立場

ればなりません。
私たちの義守大学もそうですが、

の」ようにパワーがある虎のようにポジションが

台湾にも多くの私立大学、歴史の長い大学があり

高く、非常に威厳があるという立場。そして犬の

ます。やはり学友や、同窓生など、さまざまな希

ようなイメージでの立場‐さまざまな圧力に耐え

望を満たさなければなりません。

て、そして非常に卑屈な立場にいるわけです。

そして、必要なのは、やはり物事を良くしてい

以上、３つの立場を挙げました。私たちはこの

く、引き上げていく、良い結果を努力して獲得し

３つの立場で、実はここにいたり、あちらにいた

ていかなければならないという精神です。

りします。変幻します。ただし、目標を達成する

今日はすばらしい機会をいただきました。田中

ために時々方法を変えたり、あるいはテンポを遅

総長も法政大学をグローバリゼーションな大学に

くしたりしなければなりません。

していこうとおっしゃいました。ですから、私た

学長を 10 年以上してきて、
よい発想というのは、

ちはプラスして１つの力にする必要があります。

流れのよい水道管の工事監督をしたようなことで

例えば、グローバルというときに、外国のある大

す。上にも水を通し、下にも水を通さなければな

学１つと結び付ける、協力するということは思い

らない。両端に口があり、同じラインではなかっ

つくのですが、ワンプラスワン、さらにプラスワ

たものを、学長は、１つに結び付けなければなり

ン、つまり２カ国だけではありません。３カ国目

ません。したがって、私自身がラインを接合する

も発想に含めなくてはなりません。ですから、今

部分になって、
自分を弁として湾曲させて、
２つ、

後このことを思い出していただくときに、なぜワ

すなわち学生達、先生達を結び付けました。

ンプラスワンなのかも意識してください。私たち

あるいは、例えで言いますが、上が経営陣、先

台湾も１つになれると思います。ワンプラスワン

生陣、あるいは理事会かもしれません。あるいは

は絶対に２より大きいですから。つまり、実力が

上が学生かもしれません。それはどちらでもいい

あれば、効果があれば、国際舞台、欧米の名門と

です。でも、自分自身は変幻自在に役割をいろい

も競争できるわけです。胸を張って、実力を発揮

ろしなければなりません。ハッピーなときもあり

して、競争に勝てると思います。

ますでしょうし、つらいとき、切ないときもある

私たちは大学の指導者です。私たちができるこ

かもしれません。

とは、なるべく自立する、なるべく自分の知見、

ただし、心は１つ、学校をよくしなければなり

経験の全てをこの大学の校務に注ぐということで

ません。目標に合った、あるいは計画していたよ

す。世界には少子化、あるいは経済の圧力があり

うな学校にしていく、あるいは先生・学生、教員・

ます。しかし、ただ１つだけ変わらないものは、
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良い大学はいつまでも学生のリソースに事足りな

基本的に、経済の流れでも、人でもそうです。

いことはない。永遠に困らないのです。

そうすると、そのときに申し上げたのは、税金
を日本人の学生のために使いましょうとかという

鈴木 それでは、永田先生、お願いいたします。

議論もあるのですが、税金は将来の日本のために
使いましょうと言い換えているのです。

永田 先ほどいろいろと申し上げたので、全然違

それは何を意味しているかというと、日本中の

う観点から一言だけ申し上げたいのですが、少子

学生を支援するだけではなくて、将来の日本に資

化という問題と国際化という問題への対応はほと

することだったら税金を使えばいいじゃないかと

んどパラレルに今動いています。少子化というの

いうことです。往々にして、日本人の役に立たな

は大問題で、いろいろなことが将来不自由になる

いとか、日本人のお金を何で外国人に使うのだと

と思います。

言われます。国公私立も全部含めてですが、つま

それは基本的に社会構造とか人口構造の問題そ

り、そういうことを私はこれからしっかりと主張

のものなので、そこで大学がどうするかという問

していきたいなと思うのです。

題をさっきいろいろと提案しましたが、人が減っ

日本の学生を育てるというのはもう当たり前な

て、例えばクリーニング屋さんがいなくなる。朝

ので、そうではなくて、日本の未来をつくる人達

どこかの道ばたでワイシャツを放り込んでおけば、

に投資をするというふうに、つまり外国人も、外

夕方機械から畳まれて出てくるなんていうのは必

国のいろいろなものも含めてという言い方をしよ

ずあと何年後かにはできると思います。変に卑近

うということで、少子化が生んでくれた僕なりの

な例を挙げましたが、研究というのはそういうも

考え方の一端ですが、そんなことを今考えていま

のをずっと可能にしていくと思うのです。

す。

研究のほうはサステイナブルな問題、あるいは
地球環境の問題など、それらを解決するという１

鈴木 ありがとうございます。田中先生、お願い

つの我々のアカデミアの知恵なのだと思います。

します。

教育の方は、その少子化と言ったときに、つま
りターゲットは学生で、誰が学生かということに

田中 既に少子化ということをどう考えるのかと

帰結します。中央教育審議会のところで言ってし

いうことはアジアを基準にして先ほどお話ししま

まっているのですが、リソースの流れというのは

した。
ただ、
先ほどの傅先生のお話も聞きながら、

既にもう大きく開かれて流れているわけです。

よい大学とは何かということを考えていたのです。

国という単位の中では、資金の使い方をどうす

それで、おそらく、このよい大学の意味がもう既

るのかなのです。残りは全部オープンなのです。

に変わっているという気がします。日本の中での
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よい大学と世界におけるよい大学は違うかもしれ

そういうことの中で、私は、その日本の大学が

ない。そしてまた、個々の大学においても違って

連携していくだけではなくて、アジアのさまざま

きているわけです。

な大学とともに、これからの大学とは何かという

法政大学の場合は、先ほど言いましたが、自由

こともまた連携し、また議論していく必要がある

とか自立ということを非常に大きな価値にしてい

と思います。ヨーロッパ型の大学とは違う考え方

ました。それは学生だけではなくて、教員にも影

が出てくる可能性があると思っています。そこに

響を与えています。教員は自由にやればいいんだ

はある価値観の違いというものがあると思ってい

というような気風を持っていまして、これは結構

ます。

困ることでもあるわけですね。しかし、その教員

そういうようなことを議論しながら、新たな意

にとっても、では世界の大学にならなければなら

味での「よい方向」をさまざまに探っていくとい

ないこの時代にとって、自由であるということは

うところ、そこに単に、人数を争う、獲得する学

どういうことなのかということを考え直してみれ

生を争うということだけではなくて、新しい価値

ば、
これが非常にまた異なる意味になる。
つまり、

を生み出すということで少子化を捉え直していく

よい大学になるということは、世界情勢が変わっ

ことができると考えています。

ていく中で、その中でよりその世界の価値を高め
ていく、あるいは人間の生き方が変わっていく中

鈴木 ありがとうございます。

で、それを少しでもよい方向に持っていく、その

何かご参加の皆さんからコメントあるいは質問

ようなことを導くことのできる大学なのです。

などございましたらお受けいたしますが、先ほど

そのようにして考えていくと、そのよい大学の

も私ちょっと申し上げましたが、今日のご参加の

概念を私たちは変えなければならないということ

皆さんの中には首都圏でない大学あるいは小規模

が１つあると思います。そしてその中で、少子化

大学、私の大学なんかもそうですが、そういう大

していくそのパイを争うということだけではなく

学において少子化ということに直面しなければい

て、その価値をどのようにどの大学が出せるかと

けないという事態が迫ってきている状況もあるか

いうことの新たな競争になるということ。

と思います。

それからもう１つは、そのことがアジアを変え

その辺りに関しては、３先生のほうからコメン

ていく可能性があるということ。先ほど言いまし

トをいただいても結構ですし、あるいはフロアの

たが、ヨーロッパに大学が生まれた時と今の状況

ほうからもご意見いただきたいと思うのですが、

とが余りにも違う。そうすると、私たちがモデル

いかがでしょうか。

にしてきたヨーロッパの大学をそのままなぞって

はい、お願いいたします。

いいのかという問題も実はあるわけです。
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C D 大学の C と申します。

たいと思います。

今日、永田先生の報告の中で、今、鈴木先生が

ついでながら、私はこの大学基準協会はこうい

おっしゃったようなことについて、私もいろいろ

う議論をするのに一番適した組織と思いますので、

考えさせられることが多かったので、ちょっとそ

国公立のそれぞれの大学の協会、あるいは私立は

のことについて伺いたいと思います。

また私大連、
私大協、
いろいろ分かれていますが、

それは、１つの大学ではグローバル化もそうだ

そういう壁を取っ払ったこういう共通の、いわゆ

し、対地域あるいは企業、産業の連携、そんなに

るコモンズですかね、そういうものとして、今日

やさしくないぞと、もっといろいろな力を持って

は非常によかったと思っていますので、
永田先生、

いる大学同士が集まって対応したらどうだという

ぜひその辺のところ、ご経験からお話しいただけ

ことでございます。

たらと思います。

このことはもう既に現在文部科学大臣のほうで
も頭にあるようで、今月発行された中央公論の中

永田 どうもありがとうございます。

のエッセイでは、国立大学、地方の大学は統合し

具体的なお答えをしたほうがいいと思うので、

ろということをおっしゃっている。

フィロソフィは先ほど言ったトランスボーダー、

多分昔の私だったら反発したと思うのですが、

それが制度的な壁というのが一番実は厳しいです。

現に地方の大学にいて、そこで今日の永田先生の

国を越えるほうがずっと楽なのですが、設置形態

お話だったものですから人口減少を目の当たりに

の違う国公私立ということは、制度というのはな

し、いや、それも１つの手かなと思うようになっ

かなか難しい。

ています。

やはりそこは制度を変えなければいけないと思

１つの問題は、やはり先ほど、日本人のために

うのです。変えるために大きく動かすには、やは

金を使うべきだというよりも、日本の将来のため

り実績だと思います。

に金を使うべきだというのと同じこと、その縮小

こういうことをやったらこんなふうに教育がよ

版が県立大学であります。県民のために使うべき

くなったとか、いい人が育ったという意味で、先

であって、よそから来た学生には金を使うなと、

ほど１つ出しましたが、現実的には私立大学のあ

授業料に差をつけているわけですが、そういう財

るところと本学と今一緒に新しい教育プログラム

政の基盤とか設立形態の違いというのが何か障害

を動かそうとしているのですが、そのときの概算

になりはしないかという面も現実問題としてあり

要求に、私学にこちらからお金を払う部分まで入

ます。ですから、その辺について何か、今までの

れています。つまり、学費が違いますので、例え

企業との関係でもいいのですが、
ご提案というか、

ば学部だと、文系だったら倍ぐらい違うかもしれ

解決方法というのがあったらぜひ教えていただき

ません。そういうものも含めて、政府を動かさな
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い限りだめだと思うのです。

やはりもっと学生たちに来てもらえるようなこと

ただ、それをいきなり大きな数でやると言った

も考えなければいけないのです。そうすると、授

ら誰もうんと言わないのですが、
こういう新しい、

業料ということを考えますと、単にマイナスなこ

この設置形態のこれだけではできないことを一緒

とだけではないと思います。

にやるので、ここの部分についてはそれを越える

先ほど私立大学と公立大学のモビリティの問題

ための支援が欲しいというのは、実は概算要求上

について話がありました。台湾についてちょっと

出していて、一生懸命説得しているところです。

ご紹介したいのですが、ある大学が経営難に陥っ

それがやがて今度は大学間同士で話になればい

たというような場合に、教員、学生とも多分、公

いと思うのですね。互恵的になるために、ここは

立大学のほうに統合されるというのは、学生たち

何とかやっていけるのではないかということを、

としては喜ぶ、先生たちも喜ぶということだと思

やはり見出すべきだと思います。

います。というのは、公立の学校というのは研究

いいモデルをうまく成功させて、ちゃんとショ

型の大学が多いですし、またそれまでやはり留学

ーケースとして見せていく努力を僕らはしないと

の点数が高いということで、入りにくい大学とい

いけないと思います。そういう意味で全く難しい

うような認識があるために、私学がもし公立のほ

ことではなくて、チャレンジは始まっています。

うに統合されたら喜ぶと思います。ただ、経営難
でもないのに、もし統合しようとかしないとかい

傅 私も今のご質問について、私からもコメント

う話になったら、私立大学の先生方はやはり反発

させていただいてよろしいでしょうか。

すると思います。

先ほど国際化という話がありました。お金をど

ただ、今は経営難の大学も出てき始めていると

こに、何のために使うのかというようなお話でし

いうことから、大学の中でも教員のいろいろな労

た。もちろん、自分の国あるいは自分の地域だけ

組のようなものも出てきています。ですので、公

ではなく、ほかの国の学生にもこのお金を使うと

立の大学が私立大学を統合して吸い込むというこ

いうこと、それはイエスなのか、ノーなのか、両

とであれば、やはりそれについては一定の、例え

方だと思います。つまり、国際化する研究型の大

ばその資金を出している人たちとかステ－クホル

学というのは、もちろん自分の国でお金をたくさ

ダーという人たちの同意をきちんと得なければい

ん使いますが、それでも海外からの一流の頭脳、

けないことになっています。

知能というのを導入することができ、それを活用

これはとても簡単なようであるけれども、実は

することも可能なのです。ですから、このお金は

大変複雑なプロセスでもあります。例えば国全体

決して無駄ではないと思うのです。

の利益というものを考えなければいけないけれど

ただ、地方の大学の国際化ということですが、

も、そのような側面から大学の統廃合というのが
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行われるのか、それはその大学そのものの利益だ

いはほかの大学にこちらが出ていくというふうな、

けなのか、あるいは教育全体の利益なのか、グロ

大学同士の相互交流という辺りにまでもう進んで

ーバルな利益なのか、そういうことも考えなけれ

いるということをおっしゃいましたし、傅先生も

ばいけないと思います。

大学連合あるいは連携あるいは合併という辺りま

とにかく何か行動する、それが我々の社会、そ

で考えていらっしゃるということがございました

して若い人たちにとって役立つものなのか。役立

が、この辺りはいかがでしょうか。

つのであれば、試みるべきだと思います。逆に何
らか役に立たないということであり、むしろマイ

永田 もう１つ一緒に動いているのがありまして、

ナスだということであったら、
それはやめていく、

少子化と国際化と、実は地域の活性化、これをオ

そういう改善が必要だと思います。

ールインワンで考えられればいいわけです。
１例だけ申し上げます。筑波大学も茨城県にあ

鈴木 先ほど永田先生のほうから、少子化と国際

るので、
ある意味、
地方にある部分があるのです。

化はもう同時進行なのだというお言葉がございま

中小企業で一番の高いニーズは母国語ですね、ど

した。これは本当に数といいますか、数値的に考

こかの国の。それと、英語と日本語で専門を持っ

えれば、国内で学生の数が減っていくということ

ている学生。
これは中小企業にとっては、
１人で、

ですから、その分を国外に求めるというか、それ

例えばタイならタイにすぐにも事務所が置けると

は当然の帰結、可能性としてあることだと私は思

いうことなのです。

うのです。

ですから、決して都会にあるとかではなくて、

ただ、その少子化が国内で起こりながら、国際

地域の中でそういう貢献を、国際化と少子化と、

化あるいはグローバル化が同時に起こっていると

それからその国益も含めて、実はオールインワン

いうことに対して、学長としてこの国際化にどう

かなというふうには思っています。

いうふうなリーダーシップをもって対応していく
べきか、この辺のところをお伺いできればと思い

鈴木 ありがとうございます。

ますが、いかがでしょうか。

田中先生、いかがでしょうか。

これは、先ほど田中先生も、とにかく世界の大
学にならなければいけないということ、しかも、

田中 私もそう思いますが、確かにそこで教員た

いい大学にならなければいけないということをお

ちをどう説得するのかというのは非常に大きな問

っしゃっておいでですし、永田先生もキャンパス

題でして、今までのやり方と全く違うのです。

インキャンパスというふうな言葉をお使いで、と

例えば、地域の問題で言いますと、あと２年後

にかく大学の中にほかの大学が入ってくる、ある

に首都圏の大規模大学は定員の厳格化が起こりま
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す。それは何のためかというと、地方の私立大学

くるというのは、
ある程度手当はできるけれども、

や公立大学にもっとたくさんの学生が行くためな

全員というわけにはいかないのです。専任教員を

のですが、本当にそういう効果があるのかという

それに充てなければならない。それをやってくだ

ことについては疑問に思っています。

さいと言うと、じゃあこっちのコマ数を減らして

むしろ首都圏の大規模大学がやるべきこととい

くださいという取引になるわけです。

うのがあって、それはやはり地方の小規模大学と

コマ数を減らしてくれるのだったら努力します

連携することだと考えています。今、やっている

という、それはもし私だったらやはりそう言うだ

ところもあるのですね。

ろうと思うので、
気持ちはわかるのですね。
でも、

ところが、何が起こるかというと、その地方の

財政的にはそうはできないわけです。
そうすると、

大学から首都圏の大学には来るけれども、首都圏

研修を受けてもらって、あなたの能力が上がって

の学生が地方の大学に行かないということ。

いきますという、そういう説得になるわけです。

ですから、この２つの学生交流だけではおそら

つまり、教員というのは研究者でもありますか

く無理なので、そういうことではなくて、例えば

ら、もともと知的好奇心が強い。つまり、自分に

フィールドワークの拠点にするということや、そ

能力をつけたいという気持ちを皆持っています。

れから、もちろん地方の大学からは単位互換をで

そうすると、大学が負担して、あなたにプラスア

きる形で首都圏の大学に来る。そして首都圏の大

ルファの能力をつけてもらいますから、それを活

学からも単に１人２人というふうに行くのではな

用してくださいというようなことが必要になって

く、プロジェクトを組んで、研究型で行くとか、

きます。つまり、何のメリットもないことを、教

さまざまな形が本当はあり得るのですが、今そこ

員たちに、もちろん職員もそうなのですが、強要

までやっていません。

していくことはできないのですね。

そのように、大学間連携をするということにな

そういうようなときに、リーダーシップという

ったときに何が起こるか。ゼミの教員は何を考え

のは、教員全体の能力が上がってくる仕組みをど

るか。つまり現場の教師の発想と行動ということ

のようにつくるのかということや、それから教育

を常に考えなければならないのです。

というものがただの教育ではなく、それが本当に

現場の教師はいろいろなことをしなければなり

教員にとっての教育的な喜びにつながっていくた

ません。例えば先ほどお話ししましたが、英語で

めに何をできるかということ、また、今までのよ

授業を受けて、単位をとり、英語の授業だけで卒

うな大規模教室での講義だけではなく、少人数教

業できるようにするというプログラムを今つくっ

育の中でどのようにいい教育があなたはできるよ

ているわけです。

うになりますということなど、外に対する約束だ

そうすると、外からそれができる教員を呼んで

けではなくて、内に対する約束をしていかなけれ
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ばなりません。

まして、例えば台湾の大学では、あるいは大学の

それは単にトップが考えるだけでは無理なので、
話し合いを続けるしかないです。結局はその現場

行政者はどんなふうにお考え、あるいはおやりに
なっているのでしょうか。

ですから、現場を抱えるということのリーダーシ

傅先生、
何かありましたら、
お願いいたします。

ップというのは押しつけでは絶対にできない。む
しろどうやったらできるのか、常に話し合うため

傅 ありがとうございます。

のプロジェクトをつくっていく必要があります。

皆さんご存じのように、大学において、教員や

今申し上げたのは地方の大学とのやり取りや、

教授、准教授、講師を含めて、彼らにはそれぞれ

あるいはもちろんそれは国際的なやり取りにもつ

の特徴があります。とてもおしゃべりなのです。

ながっていくのですが、それが大学をこのように

ですので、こういったおしゃべりの人の中で彼ら

よくしますということと、個々の教員がこのよう

のコンセンサスを得るのは難しいのです。

に能力がつきますということ、その両方をトップ

ハリウッドの映画の「ミッション・インポッシ

としては想定しながら提示するということが必要

ブル」というタイトルと同じように、なかなか難

になってくると思います。

しい話だと思います。もちろん、一部の人にとっ
てプラスになる、一部の人にマイナスになる、マ

鈴木 ありがとうございます。

イナスになるような人たちにとって反対の意見も

今、
田中先生からお話しいただいたことは、
私、

出てくるわけなのです。

次にご質問申し上げようかなと、まさに思ってい

そういう意味で、どのような政策を実施しよう

たところでした。いろいろな学長のリーダーシッ

としても、ＷＨＹとＷＨＡＴを十分に理解した上

プということが必要になってくるわけです。

で、そして理論づけもきちんとできた上で、最も

この学内のコンセンサスをどう確保していくの

大事なのはＷＨＹ、なぜなのかを彼らに説明する

かということはなかなか難しい問題で、これを浸

必要があると思います。彼らは、自分にとって不

透させていくということが非常に重要だというこ

利である、マイナスであるというふうに思うと、

とをおっしゃっていただきました。

なかなか難しいと思います。

その中でやはり現場の教師の、あるいは現場の

少子化によって先生が過剰になるのではないか

先生方の理解と協力、それからその先生たちが教

という意見があるわけですね。ですから、その先

育の喜びを感じるということ、それからいい教育

生たちのリサーチの能力、教える能力、あるいは

とは何なのだということも、理解とそれに対する

海外で調査する能力はどうなのか。

協力が必要だという、幾つかのキーワードをいた

ですから、リサーチが少ない人は、あるいは教

だいたのですが、その学内のコンセンサスにつき

える評価、良くない先生たちの、やはり自分の少
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ない、足りない部分に対して、やはり反対する意

に敏感になっているのです。台湾の場合、学費は

見も出してしまうかもしれません。

公立大学の２倍になっています。私は国立大学出

ですから、こういった人達にその理由、なぜな

身で、社会人になって最初の 20 年、国立大学で教

のかを事前に教えてあげる必要があると思います。

えています。私立大学よりも教員の資源、リソー

事前に彼らに説明することは非常に大事です。そ

スも潤沢でありまして、いろいろな研究もしてい

の場合、マジョリティの立場に立つ必要があると

るわけです。しかし、私立大学の場合はそんなに

思うのです。マイノリティの立場に立つと、学長

経費が潤沢ではありません。一部ポケットマネー

としてはなかなか自分の意見も言えなくなってし

も出さなければなりません。

まうと思います。

また、国立大学の場合は倒産ということがあり

ただ、前提条件としては、まず法律に合致する

ませんが、私立大学の場合は、何か経済が落ちて

こと、守ること、２つ目、彼らの理に適うことが

しまうと、学校も経営難に陥ってしまいます。そ

必要です。例えば、昼食の前に先生が「あと３点

のときに、もし講師たちの生存あるいは生活にマ

話さなければならない」と学生に言うと、普段で

イナスの取り組みを出した場合は、もちろん彼ら

あれば学生さんも受けるのですが、お昼休みの前

の同意を得られるわけがないと思います。

に先生がそういうことを言ってしまうと、生徒た

それ以外に、先ほど申し上げましたタイミング

ちが皆もう聞きたくない、遅くなれば食堂がもう

は大事です。どの場面で話すのか、それも大事で

満席になって、
御飯が食べられなくなってしまう。

す。普段は自分の考え方をスムーズに、彼らの同

学生たちから不満が出る。それと同じように、適

意を得るために、やはり場面、タイミングを考え

切な時期、タイミングで言わないと、受け入れて

る必要があるかと思います。

もらえないと思います。そのため、タイミングは

私のスローガンなのですが、
自分が負けた場合、

大事です。

あるいは自分が考えていない場合は、代償を払わ

台湾では長年来ずっと民主主義を実施してきま

なければならないと思います。それは念頭に置く

した。学部の会議において、皆の同意を得て採決

必要があるかと思います。

して、何か意思決定をするわけです。もし十分な
票をとれなければ、意思決定はできないと思いま

鈴木 最後に、３先生に、学長先生あるいは総長

す。ただ、多くの票をとるだけではなく、大半の

先生として一番大切なことと、
一番大変なことと、

人の支持を得るために、もちろんマイノリティの

一番うれしいことを１分ずつご披露いただければ

人達も同意をしてくれれば一番いいのですが、そ

と思います。

れが難しい局面もあるかと思います。

どなたでも結構ですが、永田先生、いかがでし

先ほど申し上げましたとおり、私立大学は非常

ょうか。
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ントの意味です。同じ発音、中国語では副の発音
永田 大変なことは、やはり実社会に近いことな

と私の傅の名字は同じなのです。ですから、バイ

のですが、田中先生が同窓会から駆けつけました

スプレジデントと中国語での副大統領は同じなの

とおっしゃったように、同じように私も同窓会を

です。

歩かないといけない時代になっています。基本的

私は 11 年も学長をやりましたが、
好感を持って

に国立大学といえども、やはりその経営というの

いる人は「学長先生、こんにちは」
、私にちょっと

は非常に大変だと思います。

不満を持っている方はわざと「傅校長、こんにち

それから大切というのは、筑波大学というのは

は」と、傅を強調するのですね。それが私の毎日

研究所が多いので、
割と対象化しやすいのですが、

の学長時代の気持ちを物語っています。

学生がいるから大学ですよ、という１点です。い

喜びは、やはり学生のために何かできた、学生

なければ研究所になってしまうので、先生方に、

が成果を上げたことです。私達の卒業生はたくさ

殺し文句なのですが、研究も教育も皆忙しいと言

ん活躍している人がいます。ビジネスで成功した

うのだけれども、大学のアイデンティティって何

人もいれば、ほかの分野で成功者もいます。帰っ

ですかというときに、やはり学生なのです。出来

て来てくれたら、私はとてもうれしいです。365

の悪い学生がいても、出来が良い学生がいても、

日、１年、１日たりとも、誰か卒業生に感謝され

それはそうだと思います。

たら、それはとてもうれしいことです。できれば

ですから、うれしいことは何かというと、その

毎日のように、365 日を喜びの日にしたいと思い

学生たちが何らかの成果を上げること、
２番目は、
いい新しいイノベーションを、あるいは研究を出

ます。
また、悩みも同じです。日々経費、研究経費、

してくれればうれしいのですが、
いずれにしても、

イベントの費用が欲しいという声が多いです。人

本当に学業の上でもスポーツの上でも学生たちが

間というのは限界があります。能力に限界があり

やっている全ての活動から、彼らが満足できる成

ますように、研究経費、財政に限界があります。

果を出す。これは何にも増してやはりうれしいと

それを意識しなければなりません。もし私も今若

いうことです。

い人であれば、
彼らの気持ちがよくわかるのです。
これが難しい点だと思います。

鈴木 傅先生、お願いします。
田中 やはり大切なことは学生そのものです。こ
傅 学長になるというのは、私は非常にラッキー

れは大切なことと大変なことと重なっていくので

なことだと思います。私の名字の傅、日本語では

すが、例えば学生の安全を守るということを１つ

どうかわかりませんが、中国語では副、アシスタ

取り上げますと、バス事故が起こって、法政大学
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は最も多くの犠牲者を出したのですが、実はそれ

もう１つは、教職員とともに目標を１つにして

だけで終わりではなく、これからメンタルケアが

何かに取り組むという経験ができることです。総

必要になってくるのです。

長にとってうれしいことは、教員のことだけでは

そういうときにいち早く対策本部をつくり、対

なく、職員の存在なのですね。教員の世界しか知

策を立て、そして現地に行くとか、あるいはメン

らなかった教員の時代と、それから理事長になっ

タルなケアを手厚くしていくとかいうときには、

たときの、
その職員が見えてくるということとは、

何の躊躇もなくどんどんやっていくということが

やはり大学の景色が全く違うのです。

必要です。

その中でいかに職員が力になってくれるのか、

それだけではなく、例えば建物、たくさんの建

いかに有能かということがわかってきます。その

物があり、それが老朽化していきます。とてもお

職員たちと一緒にその１つの目標を持って取り組

金がかかりますが、
それが耐震に問題があったり、

むことができるというのは大変うれしいことです。

老朽化をそのままにしておいたりということはで
きないので、相当お金をつぎ込んでも安全性は守

鈴木 ありがとうございました。

らなければなりません。

３先生、本当にこの経営の方針あるいは経営の

しかし、安全性を主眼として学生をちゃんと守

責任者としてどうあるべきかということから始ま

り、いい教育をするという一方で、大学はこうい

って、少子化の中で国際化も、教育の質の向上も

う時代だからこそ飛躍しなければならないのです。

という、本当に多方面なマルチファンクショナル

これは研究の飛躍、教育の飛躍、いろいろな意味

なマネジメントをおやりだということが、皆さん

で、まさに世界の大学になっていかなければなら

とシェアできたと思います。

ないわけなのですが、財政的にその両方にどうい

時間がまいりましたので、以上で終了させてい

うふうに配分するかというのは非常に大変な問題

ただきます。３先生、どうもありがとうございま

です。

した。拍手をお願いいたします。

でも、
やはり優先していくのは学生のことです。
そしてその次に研究も含めた飛躍と、この順番に

司会 パネリストの皆様、またモデレーターの鈴

なるのはもう仕方がないと思っています。

木先生、どうもありがとうございました。

そして、うれしいこととしては、もちろんお２
方の先生と同じように、学生がいい成果を上げる
こと、それからもう１つは、いい成果を上げなく
ても、法政大学で勉強できて本当によかったと言
ってくれることなのです。
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【閉会挨拶】
佐藤 東洋士
大学基準協会副会長
桜美林大学理事長・学園長

司会 最後になりましたが、大学基準協会の副会

公立、私立の壁を越えて、泊まりがけでいろいろ

長で桜美林大学理事長であります佐藤東洋士より

な議論をする場であります。

閉会のご挨拶を申し上げます。

今日いろいろな話を伺っていて、やはりこうい
うふうにお互いの壁をとりはらった中で、日本の

佐藤 今日は大学基準協会第３回学長セミナーと

大学の将来を語り合うということがとても大切で

して、
「今、学長が成すべきことは何か －改めて

はないかと感じました。

大学改革を考える－」ということを時間いっぱい

それと同時に、今日は傅勝利博士にも参加をし

話していただきました。

ていただき、台湾の大学のご経験について、また

最近は便利で、こういうスマートフォンで外の

ＴＷＡＥＡ、台湾評価協会の理事長としてのお話

天気がわかりますね。外は見えないのですが、実

も承りました。制度の違う国どうしでお互いに意

は雨が降り始めたとそうです。このあと夜半から

見を交換し、考えを共有するというのは、これも

雪になるということですから、九州あるいは遠隔

また大切なことであると思います。このような準

地からたくさんの方がお見えになっていますので、

備をしてくださった事務局の方々にも感謝をした

もう閉会をしなければいけないと思っております。

いと思います。

先ほど、静岡県立大学の鬼頭先生から、大学基

最近といいますか、昨年４月に発行された、中

準協会は国公私立の立場を越えて共通に議論ので

国時報という新聞で、
台湾では８年以内に 50 大学

きる場だというお話がありました。大学基準協会

減、私学の廃校加速もというような記事が出まし

は、構成も、理事は国立、公立から 14 名、私学か

た。今日お話を承っていて、もう少し日本も台湾

ら 14 名で、28 名ということになっております。

から学んだほうがよいのではないかと思ったこと

現在は、会長は永田先生、国立ですので、国立か

があります。実は私は大学設置審議会の会長とし

ら副会長１名、それから公立、国立で常務理事２

て創造学園の廃校答申を出したことがあります。

名、それから、私学から副会長１名、常務理事２

しかし、今日のお話を聞いていて、私が台湾か

名ということで、お互いにいろいろな情報がそこ

ら学ぶべきだと思ったのは、少子化で定員数調整

で議論できるようになっております。

に補助金を活用するということです。国立大学は

もう１つ、天城学長会議が毎年、夏に伊豆で開

５万台湾ドルを１人削減するごとに支給をする、

かれます。
これも人数は多くないのですが、
国立、

私学の場合は２万台湾ドルを助成するというお話
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でした。
日本の場合、
定員が集まらないというと、

ておりました。

補助金を減らすとか、どうも後ろ向きなペナルテ

できるだけ短くと思っておりましたが、余計な

ィのことばかり考えるのです。

こともお話し申し上げました。足元もだんだん悪

人数は余分になってもペナルティ、減ってもペ

くなってくるようですから、気をつけてお帰りく

ナルティ。けれども、そうではなくて、やはりど

ださい。

うやったらその大学が育っていくのか、質を向上

これは第３回ということですが、多分４回、５

させていけるのかというような政策をぜひ持って

回と続いていくことだと思います。積極的なご参

ほしいと思っております。

加をまたお願い申し上げて、閉会の挨拶といたし

そのような状況のなかで、台湾では教員の産業

ます。本日はありがとうございました。

界への進出を支援したり、あるいは廃校大学の支
援を手厚くしたり、いろいろなことをしていると

司会 佐藤先生、ありがとうございました。

いうお話を伺って、私学の当事者としては非常に

それではこれで第３回学長セミナーを閉会とさ

関心いたしました。

せていただきます。

もう１点は、永田会長のお話で、もう国立、公

また、佐藤先生からお話がありましたように、

立、
私立というような、
その境目を越した動きを、

来年第４回、また再来年第５回というふうに開催

小さな芽でもいいから動かしていくということが

継続していきたいと思います。こちらのほうでい

いいのではないかと思いました。

ろいろまたプログラムを考えて皆様にご提供した

地方の活性化など、いろいろな議論が行われて

いと思います。

いますが、私どもの学校でも一時期、沖縄国際大

足元が悪いようですので、どうぞお気をつけて

学の学生が１学期間もしくは１年間、40 人ぐらい

お帰りいただきたいと思います。どうもありがと

来ていました。ところが、田中先生のお話にあっ

うございました。

たように、うちの学生が沖縄に行くというのはほ
（了）

んの数人しかいない。そうすると、教授会はどう
してもバランスがとれないということを言うので
す。
ただ、バランスだけではなくて、やはり共同の
事業としてこれを行っていくことができれば、先
ほど永田先生から、キャンパスインキャンパスと
いう、国境を越えたところでのお話がありました
ように、国内でもそういうことができればと考え
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