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大学の国際化と競争力

慶應義塾常任理事

坂本達哉
慶應義塾大学
グローバルセキュリティ研究所所長

竹中平蔵

大学間競争の時代
竹中

大学間の競争という言葉がにわかにキーワード

具体的には３つの基本方針を立てています。第一は、

になってきています。大学の国際競争力が重要だとい

国際社会における「独立と協生」の追求で、政治、経

うだけではなくて、知識社会あるいは知識経済におい

済、学術、文化の多様な諸領域においてグローバル社

ては、それが国の経済力そのものを意味するようにな

会を先導する人材を育成することです。第二は、その

ってきているからです。そこでまず、慶應義塾にとっ

ために全世界とりわけアジア、北米、ヨーロッパのト

ての国際化の意味についてお話いただけますか。

ップレベルの大学等との連携を戦略的に実現すること

坂本

です。そして第三に、慶應の国際的評価を高める活動

慶應義塾は1858年に福澤諭吉によって創設され

ました。これは明治維新に先立つこと10年前でしたが、

を機動的に展開することによって、国際社会における

早くも福澤は、国際的な学塾になることを目指して慶

大学としての「存在感」の追求することです。「日本に

應義塾を創立したと私は考えています。その意味で、

慶應あり」というように、世界の良識ある人々が慶應

慶應の原点には国際化というミッションが刷り込まれ

の名前や卒業生、研究者を知り、そのユニークな価値

ています。

を認めてくれるようにすることが目標です。

1890年に福澤は、文科、法科、理財科（経済科）と
いう３つの学部をつくります。福澤の発想は斬新で、

海外拠点 11、大学間協定 215

当時のハーバード大学学長のエリオットに依頼して、

竹中

初代学部長を推薦してくれるように頼んだのです。そ

ているのですか。

の結果、３つの学科の初代学部長は３人ともハーバー

坂本

ド大学の教授または卒業生でした。これは100年以上前

一番大きいのはニューヨーク学院（Keio Academy of

の話ですが、現在でも慶應は、グローバル化の中で世

New York）ですが、ロンドンと北京にも専任の担当者

界規模での国際連携をミッションとして実現しようと

を送って日常的な活動をしています。そのほか上海や

しています。

ソウル、サンフランシスコなど計８カ所に拠点を置い

具体的にはどのような海外展開の取り組みをし
現在、慶應は11カ所の海外拠点を持っています。
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坂本達哉（さかもと・たつや）
1955年東京都生まれ。慶應義塾大学経済
学部卒業。同大学院経済学研究科博士課
程修了。博士（経済学）。1982年同大学
経済学部助手、その後、日本学術振興会
海外特別研究員（グラスゴウ大学）、助
教授を経て1996年教授。2003年10月より
2005年9月まで大学国際センター所長お
よび大学日本語・日本文化教育センター
所長。2005年5月より慶應義塾常任理事
（国際連携担当）。著書・論文：『ヒューム
の文明社会――勤労・知識・自由』（創
文社）、『黎明期の経済学』（日本評論
社）、The Rise of Political Economy in the
Scottish Enlightenment (Routledge)など多数。
2001年 日本学士院賞を受賞。

て教育研究活動に利用しています。

究科、システムデザイン・マネジメン

を呼ぶための活動、交換学生としてヨ

ト研究科）では、いずれも英語のみで

ーロッパや中国を訪問している学生た

修了可能なカリキュラムが予定されて

ちのサポート、研究者が海外で研究活

います。

動をするときの支援などです。また、

また、創立150年記念の募金の一部

大学独自のイベントやシンポジウムな

（10億円）を使わせていただき、修士

どを定期的に行なっています。2006年

課程に入学する留学生専用の「未来先

９月にはニューヨークでの創立150年

導国際奨学金」として、この４月から

記念講演会で安西塾長が講演し、2007

運営を開始することになっています。

年７月には神経科学の最先端の研究者

これは、文部科学省の国費留学生を上

として世界的に有名な岡野・安井両教

回る水準のフルスカラーシップで、学

授が出席して、創立150年記念シンポ

費全額免除プラス生活費月額20万円を

ジウムをロンドンで開くなど、質の高

２年間保証するというものです。

いイベントを定期的に、世界各地で開
催しています。

いかにアクティベイト
するのか

ていることも、慶應の海外展開の特徴

竹中

さらに、地域的なバランスを重視し

実は10年近く前、SFCでゼミを

で、アジア、北米、ヨーロッパを主要

持っていたときのことですが、経済学

地域とし、バランスよく協定を結んで

部の島田晴雄ゼミと合同で台湾に行っ

います。文科省によれば、日本全国で

て、台湾国立大学の学生と交流したこ

は中国と韓国の留学生が80％を占めて

とがありました。そのときに、台湾国

いますが、慶應では両国の留学生が占

立大学の学生やファカルティメンバー

める割合は60％程度です。これは、留

に、「あなたの大学のライバルはどこ

学生の国籍・地域が多様化しているこ

また、国際化のひとつの指標として

ですか」と聞いたところ、異口同音に

との表れで、短期の留学生を含めて、

大学間協定数がありますが、慶應は

「シンガポール国立大学です」という

北米やヨーロッパからも多くの留学生

2001年５月に安西塾長が就任して以

答えが返ってきました。慶應は国際展

は来ています。つまり、「交流の多様

来、協定校は２倍強に増え、現在215

開をしているとはいうものの、「ライ

化」が慶應の特徴といえます。

の海外の大学や研究機関と協定を結ん

バルは？」と聞かれて、海外の有名大

かつて福澤は脱亜論を唱えました

でいます。それを受けて留学生の数も

学の名をあげるというメンタリティに

が、その真意は、当時のアジアが独立

着実に増大し、過去５年間に毎年100

は、残念ながらまだなっていない。

国として世界の仲間入りしていくこと

人ペースで増え、現在は870名の留学

そういう観点からいうと、今ある11

を望んでいたわけで、いまようやく世

生を受け入れています。さらに創立

カ所の海外拠点と215の大学間協定を

界の情勢がグローバル化し、いろいろ

150年記念事業が完了する2015年には

いかにアクティベイトするかというこ

問題はありますが、大枠としては、福

1500名程度の留学生を受け入れたいと

とが重要になっていると思います。

澤が夢に描いていた「グローバルな文

考えています。これは、他の日本の大

坂本

11拠点という数は決して多いも

明社会」が、基本的には実現する方向

学に比べると決して多い数ではありま

のではなく、トップクラスの国立大学

にあります。まさにその流れに棹さす

せんが、数の多さを求めるのではなく、

は100近い研究拠点をもっています。

かたちで、慶應は国際交流を進めてい

「慶應には世界中から優秀な留学生が

しかし、その多くは教授レベルの拠点

きたいと考えています。

集まっている」という評判を損なうこ

で、個人的な研究パートナー同士が研

とのないように、慶應独自の留学生政

究がらみで拠点にしていくというもの

策で、留学生数を着実に増やしていき

です。もちろん大学がオーソライズし

ゴールは多様性の追求

たいと考えています。

てはいますが、逆に言うとサスティナ

竹中

先日のダボス会議でフランスの

現在、留学生のために、英語による

ビリティがない。つまり、その先生が

フィヨン首相が、今後５年間で世界の

国際プログラム（学部修了証・修士

退官しまうと、面倒を見る人がいなく

大学トップ100の中にフランスの大学

号・博士号）やダブルディグリー・プ

なって拠点が消滅してしまうわけで

を10校入れると宣言して話題になりま

ログラム（修士号）があり、さらに学

す。それに対して慶應の場合は、ニュ

した。日本は現在４校で、中国も４校

位は出ませんが、年間50を超える英語

ーヨーク学院を含めて、法人主導の拠

入っていますが、慶應も地道な努力に

による講座が学部の短期留学生のため

点形成が行なわれてきました。

加えて、たとえば「世界のトップ100

に国際センター講座で開講されていま

それぞれの拠点では、慶應のプレゼ

に入る」という具体的なアジェンダを

す。さらに、2008年度開学予定の２つ

ンスを最大限に上げるための諸活動を

決めて国際化を進めていくのもひとつ

の大学院（大学院メディアデザイン研

行なっています。具体的には、留学生

の手だと思いますが……。

Keio University Global Security Research Institute
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坂本

イギリスのタイムズ紙の大学ラ

いくかというのはきわめて重要になっ

ンキング（THES；The Times Higher

てくると思います。

Education Supplement）でいうと、

坂本

慶應は現在、120位から160位の間にい

ていて、海外在住者だけで約5000人い

ます。日本の文科省は、30位以内に複

ます。これは把握されている数だけで、

数のトップ校が入ることを目指してい

実際にはもっと多いはずです。

慶應の卒業生は今30万人を超え

るようですが、１位から50位まではほ

先日、インドのデリーに60番目の海

とんど差がないくらい素晴らしい大学

外三田会ができました。会員はインド

です。そこで慶應としては、短期的に

在住の約60名で、そのうちの約30人が

はコンスタントに100位以内に入るよ

集まって発会式が行なわれました。す

うにすることをめざし、長期的には、

でにデリーでは、如水会や稲門会など

「安定50位以内」という目標を持って

も活動していますが、規模ははるかに

います。仮に慶應がそういう状況にな

小さいと聞いています。そのほかの地

れば、ランキングなど気にせずに、慶

域では、ニューヨーク三田会が約600

應独自のミッションと教育・研究を打

名、ロンドン三田会が400名、北京・

ち立てればいいと思います。

上海の三田会は、それぞれ300名から

竹中

400名ずつといった具合です。

とてもエンカレッジングな話で

竹中平蔵（たけなか・へいぞう）
1951年和歌山県生まれ。一橋大学経済学
部卒業。博士（経済学）。日本開発銀行
入行後、大蔵省財政金融研究室研究官、
ハーバード大学客員准教授、大阪大学経
済学部助教授、慶應義塾大学総合政策学
部教授などを経て、2006年11月より慶應
義塾大学グローバルセキュリティ研究所
所長・教授。2008年4月より慶應義塾大
学メディアデザイン研究科教授を兼任。
2001年４月から2006年９月まで、小泉内
閣のもとで経済財政政策担当大臣、金融
担当大臣、総務大臣などを歴任。2007年
より世界経済フォーラム・ダボス会議ボ
ードメンバーを務める。著書：『研究開
発と設備投資の経済学』（東洋経済新報
社）、『構造改革の真実』（日本経済新聞
社）など多数。

すね。ところで、ついこの間、ニュー

三田会の特徴は、卒業生が独自に組

ヨークとロンドンを回ってきたのです

織を運営していて、慶應本体からは一

が、その両方で、「世界中どこでも金

銭もサポートするおカネが出ていない

融機関の中にたくさんの国籍の人が働

ことです。しかもこれだけの組織力を

いているのに、日本の銀行には外国人

もっている。大学としても、三田会の

はほとんどいない」といわれました。

自立性を尊重し、大学の下部組織のよ

なるほどと思いましたが、大学につい

うに使わないことにしています。逆に、

人卒業生全員を塾員として遇しなくて

ても同じことが言えますね。

それをすると三田会の本来の力、自律

はいけないし、海外の三田会には外国

坂本

まったくその通りです。

的に広がっていく力を損なうことにな

人卒業生を塾員として受け入れていた

竹中

先ほどうかがった話で言うと、

りかねません。その辺の微妙なバラン

だきたいと思っています。

慶應の初代学部長は３人ともハーバー

スを150年間続けてきたわけです。

大学としては、この地域にはこれだ

ド大学関係者ですから、そういう精神

国際化については海外三田会の力は

け卒業生がいるという情報を定期的に

に立ち返って、もっと積極的に多様な

とても大きいと思います。たとえば、

提供するとともに、その人たちが定期

キャンパスをつくっていくことをアジ

その地域の社会や政治経済、あるいは

的に集まる機会を提供していきたいと

ェンダに設定することも考えられます

教育についての直近の情報を入手でき

思います。中国や韓国では、それがす

ね。

ることです。大学の情報にしても、北

でに現実になっていて、ソウルには会

坂本

おっしゃるとおりです。ゴール

米とかヨーロッパは大学の評価は固ま

員500人の韓国人卒業生だけの三田会

がまさに多様性の追求であるとすれ

っているのですが、それ以外の地域に

があります。大学はいろいろなかたち

ば、キャンパスの中における研究や教

おける大学の評価はなかなかわかりに

で外国人卒業生を幅広くネットワーク

育に反映されているはずで、そういう

くいものです。ところが、現地の日本

し、それを三田会が現地でサポートす

意味ではまだ不十分だと思います。

企業は現地の大学の卒業生を採用して

るという具合にしたいと考えていま

いて、いわばデータベースを持ってい

す。

るので、最近はどの大学がいいのか直

竹中

近の最新情報がすぐわかるわけです。

ソフスキー教授はよく、「大学はソサ

ただ、これからの三田会について重

エティだ」といっていましたが、多様

きた者として私が思うのは、慶應が強

要なことは、外国人卒業生の問題です。

性というのは、まさにローカル情報が

力なOBのネットワークを持っている

慶應では在校生を塾生、卒業生を塾員

グローバルな意味を持つということ

ことです。それが今の慶應義塾の強さ

と呼んでいますが、これまでは外国人

で、それがグローバル・ソサエティと

を支えているといってもいいかもしれ

卒業生を十分に意識してこなかったと

いうことですからね。

ません。大学にはいろいろなステーク

いう反省があります。しかし、いまや

坂本

ホルダーがいるわけですが、OB・OG

800人から1500人の留学生を受け入れ

な情報の中にグローバルな動きが反映

ネットワークの力は大きいと思いま

ようという段階です。留学生は卒業後、

されているということだと思います。

す。そこで、この国際化の中において

自国に帰る人、日本にとどまる人、別

竹中

三田会のネットワークをどう活用して

な国に行く人とさまざまですが、外国

三田会をどう活用するか
竹中

ところで、慶應に後から入って

ハーバード大学のヘンリー・ロ

まさにそのとおりで、ローカル

ありがとうございました。
（2008年３月５日収録）

Keio University Global Security Research Institute
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「アジア型安全保障システムの研究」
プロジェクト
プロジェクトリーダー

山本信人

G-SEC研究所副所長・法学部教授

本プロジェクトは、国際関係論、地

（国分良成編、慶應義塾大学出版会、

域研究、社会学などの学際的領域とし

2006年）にまとめ、世に問いました。

て「安全保障」問題を捉え、東アジア

2006年度の朝日新聞社との共同研究

地域研究や社会学の観点を強く打ち出

地域（北東・東南アジア）の地域的特

は、日本のイメージとソフト・パワー

す学際的研究であることを特色として

性を考慮しながら、アジアにおける安

の検討でした。成果としての学術書

きました。これは近年の安全保障の研

全保障システムの枠組み構築を行なう

『イメージの中の日本』は、2008年度

究が、軍事中心的なものに加えて、経

ことを研究課題としています。この研

早々に慶應義塾大学出版会から刊行予

済的安全保障、環境的安全保障、社会

究課題を達成すべく、これまでプロジ

定です。2007年度からは日本・韓国・

的安全保障、人間の安全保障などの言

ェクトリーダーである山本信人（G-

フィリピンなど東アジアの米軍基地

葉に表現されるようにその内実を多様

SEC副所長、法学部教授）と大石裕

「問題」とアメリカのプレゼンスをめ

化、複雑化させてきたことに対応する

（G-SEC上席研究員、法学部教授）を

ぐる比較研究に着手し、2008年度末の

ものです。本プロジェクトでは特にメ

中心に、以下のような事例研究を積み

完成に向けて現在調査研究を継続中で

ディアに表れる認識枠組みや報道のあ

重ねてきました。

す。

り方から、安全保障問題に接近すると

大きいといえるでしょう。
第二に、本プロジェクトの研究は、

2005年度には、同年春の中国におけ

一連の事例研究は、第一に、安全保

る大規模「反日」デモを、東アジア域

障をめぐる既存研究の空白を埋めるた

今後ともこうした学際的取り組みに

内秩序の不安定要因としてのナショナ

めに実施してきました。これまで安全

基づく実証研究を積み重ね、アジア型

リズムという観点から検証しました。

保障研究の領域では欧米を中心に数多

安全保障システムの構想という課題に

朝日新聞社との共同研究として行なわ

くの優れた業績が存在しますが、非西

力強く迫ることができればと考えてい
ます。

れたその研究成果は、『メディア・ナ

欧世界を対象とした実証研究の蓄積は

ショナリズムのゆくえ』（朝日選書、

手薄であったといえます。着実な実証

2006年）となりました。また、同年度

研究を積み重ね、政治制度、宗教、言

は、国際経済交流財団の委託研究とし

語、生活様式など多様な東アジアの現

て「台頭する中国」に関する研究を実

実を踏まえながら、「アジア型」安全

施し、その成果を『中国の統治能力』

保障システムを構想する意義は極めて

東館から幻の門に向かう坂道では、早咲きの桜のアーチが卒業
生を見送り、新入生を迎えます。幻の門の周辺には、1901年2月
の死まで30年間福澤諭吉が住んでいた屋敷がありました。ここは
現在、福澤公園と呼ばれ、都心の大学としては緑豊かで心和むス
ポットです。第二次世界大戦で逝った学友を偲ぶ「還らざる学友
の碑」
、戦没した卒業生たちの霊を慰め平和を祈念する「平和来」
、
図書館旧館の東館側には、佐藤春夫詩碑「酒、歌、煙草、また女
□三田の学生時代を唄へる歌」、吉野秀雄歌碑「図書館の前に沈
丁咲く」、久保田万太郎句碑「しぐるゝや 大講堂の赤れんが」、
1964年に歌舞伎座より移設された新劇の父・小山内薫胸像などが
あります。
（G - SEC研究所事務長 鎌倉ゆかり）
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いうアプローチを採っています。

烏谷昌幸
G-SEC客員研究員
武蔵野大学専任講師

去る3月4日、小島朋之教授（前総合政策
学部長）が逝去されました。小島先生には、
G-SEC研究所発足時よ
り、運営委員として、
また、学術フロンティ
アプロジェクト「政治・
ヒューマンセキュリティ」
リーダーとして、ご尽
力をいただきました。
心より感謝し、哀悼の
意を表します。

G-SECニューズレターはホームページ
（ http://www.gsec.keio.ac.jp ）からもご覧
いただけます。メールによる配信希望の方
は、ホームページからお申込みください。
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