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阪大国際化への５つの課題
高部英明

レーザーエネルギー学研究センター

理・物理学専攻＆宇宙地球科学専攻協力講座

高部先生を囲んでの国際交流を語る会

日時: 6月2６日(金)1３:00‐1５:00
場所: 吹田キャンパス生物工学国際交流β棟3階会議室(β303)

なお、10月１日より所属は

Helmholtz Zentrum Dresden Rossendolf（HZDR)
Dresden, Germany

高部の国際関係履歴

• 西ドイツ・マックスプランク・プラズマ物理学研究所(1980‐81)

• 米国アリゾナ大学工学部原子エネルギー工学科(1981‐82)

• 米国物理学会フェローの称号（2000）、米国原子力学会エドワードテラー賞（2003）

• 日本物理学会理事(2004‐2007)、アジア太平洋物理学会連合理事(2003‐2009)

• 全米科学財団(NSF)審査委員(2004, 2008)

• 中国科学院国家天文台栄誉教授(2006‐2011)、上海交通大学客員教授(2008‐2013)

• 米国リバモア研究所NIF基礎科学審査委員(2010‐2013)

• G30国際物理特別コース(IPC)の設立・同コース長(2009‐2014)

• 「自己組織化による宇宙衝撃波生成実験」を提案。日、米、欧、中の研究者からなる組織

「ACSEL」による国際共同研究・実験実施中(2010‐2018)

• 純粋・応用物理学国際連合（IUPAP）計算物理国際会議議長・委員(2012‐2015)



2015/6/26

2

I move to Dresden, Germany
(Aug. 22, 2015)  for about 10 years

100km north from 
Prague, 150km south 

from Berlin

Historical place as 
the capital of 
Sachsen Kingdom

聖母教会
（FrauenKirche)

大阪大学のグローバル大学化の基盤形成を目指す活動の現状
２０１５年 ３月９日（月） １３：００−１６：３０

吹田キャンパス 銀杏会館

公開討論会



2015/6/26

3

日本の大学の国際化への今後の課題
（高部のG30推進での経験から）

1. 教員の国際化がなかなか進まない（文科省の認識も同じ）。ボラ
ンティアからの脱却、理学系は職務命令なし。インセンティブを。

2. 奨学金無くして質を保証できる優秀な留学生を確保できない（日
本で最低限の生活には、生活保護者の受給額月額13万円）

3. 阪大の物理学生・院生が英語での会話を避ける。日本の歴史、
文化などに興味津々の留学生に説明する「教養」が欠けていて、
会話が成立しない（結局、留学生のコミュニティが出来てしまう）

4. 事務と連携した留学生の受け入れ体制。英語が堪能な事務職
員で希望するものは、国際部に10年以上は所属する制度。

5. 阪大教員の国際関係個人情報のデータベース化。たとえば、イ
ンドと連携の実施のある教員が、「検索」で一目でわかる。

１．教員の国際化

a. 教員の国際化がなかなか進まない

b. 文科省の認識も同じ（高等学術局）

c. ボランティアからの脱却

d. 理学系は職務命令なし

e. インセンティブを
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単行本：1993年4月刊

共同体化した国立大学の体質から、機能体への進化を

解決策

•国際化への対応を個人の評価対象とする。

•公募の際に「英語による講義をする」条件項目を入
れる。面接で英語での模擬講義も。

•博士後期学生に英語での講義をさせ、給料を出す。

•教科書を配布して講義を行う。（次参照）

•教科書がない場合は、英語の資料を作成し、配布し
て、講義する。
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英語の教科書を使った講義をする(IPCの場合）

２．奨学金無くして質を保証できる
優秀な留学生を確保できない

•十分な生活援助なくして優秀な留学生は阪大
に来ない

•日本で最低限の生活には、生活保護者の受給
額月額13万円は支給すべし（７万円で滞在ビザ
は不見識）

•米国の大学の財務力を見よ
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University Systems and Huge Difference 
between Japan and the US

Hideaki Takabe (Aki) 
in corporation with 

Leland McKnight Jameson (Lee), NSF
10-12 AM, July 12 (Friday), 2013 at Handai

11http://homepage2.nifty.com/AkiTakabe/Download freely PPT at

Lee entered MIT in 1982

12
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目次

1. 世界でトップ１０の研究総合大学を目指す

2. 米国のトップ１０大学は皆、私立大学

3. Leeの母校、MITでの教育と財政

4. 米国の大学は日本の約100倍以上の基金を持つ

5. 米国では大学への寄付金総額が年、3兆円

6. だれが大学へ寄付をするのか

7. UCへの寄付

8. UC Berkeleyの場合まとめ
13

Osaka University 2012 MIT 2012

Total: $1,535,2 million
($1=100JPY)

14
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3‐2．Leeの母校、MITでの財政

•約1兆円の基金を運用。その利益か
ら550億円を運営に（阪大：運営費は
465億円）

•授業料収入も270億（阪大の倍）

•運営への寄付が150億円

15

阪大IPC（修士）から米国エール大学（博士）へ。経済支援
年額3万ドル獲得。かつ、学部生の講義も担当。給料あり。

Ex‐IPC student, Alexsander Rebaneの場合

at NY, April 2013
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Lee and I named it “ Robin Hood system”

• You and I discussed the cost so I will tell you how it will work for 
us.  (Computational Science, C. Melon Univ.)

• the full price is $63,000 per year. I sent my information about 
our family income and our assets.

• The result is that my son will get
• $22,500 in grant aid (free money)
• $ 8,500 loan where the interest does not start adding up until 

he graduates
• $30,000 I must pay.

• This is common in the Robin Hood system.

Foundation; top 10 in US

http://www.usnews.com/education/best-colleges/the-short-list-
college/articles/2012/11/27/10-colleges-with-largest-financial-endowments 18



2015/6/26

10

19

http://image.guardian.co.uk/sys‐files/Guardian/documents/2012/02/15/colleges.pdf
20

年間3兆円、米国の大学には寄付がある
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図５ 我が国の予算の

分野別内訳推移。1980
年代に比べ科学予算は

約半分近くに割合は減

っている（防衛関係は

増えている）。国債の

利息と社会保障費を何

とかしない限り、科学

技術の予算捻出は論理

的には難しい。
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図３ 税収と予算の年推移。経済バブルがはじけた（平成3年、1991年）後、税収は
上がらないのに、与党は予算をバブル以前の右肩上がりで組んできた。それが、赤
字国債の累積へ。この傾向を続ける限り、日本のデフォルトは間近である。

図 ４ （累積赤字）／（年間総GDP）を示すと図の
ように太平洋戦争末期の値にまで達している。
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まとめ：米国のトップ大学

25

基金・寄付金 優れた研究者

多くの外部資金

優れた院生学部教育

少人数教育

（数は日本より少ない）

（５つの省が支援）

（教育は最高の勉強、院生の生活支援）

（30人以下クラス）

寄付が100倍以上多い

財政基盤の確保：提案

• 「基金」の桁違いな差

• 基金化の行動の壁、財務省。 単年度会計から複数年度会計
制度への世論を喚起。

• OECD加盟国で単年度会計は:  スイスと日本だけ

• 募金運動の市民への展開

• 大阪大学が市民から愛され自慢される大学へ（DESYの場合）

• お金はお年寄りが、寄付は必ずしも富豪だけでない。行動を。

• 寄付には名前を。
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３．学生の国際化：教養力そして会話力

•阪大の物理学専攻の学生・院生が英語での会話
を避ける。

•留学生は日本の歴史、文化などに興味津々

•阪大生に「教養」が欠けていて、留学生に説明で
きない、会話が成立しない、留学生から逃げる

•結局、留学生のコミュニティが出来てしまう

適塾の教育（阪大HPより）
• 適塾は元来は医学、医療を教育する塾であったが、青雲の志熱き
若者である塾生たちにとってはオランダを通じてもたらされる最新の
知識、技術には一々驚くものがあったのだろう。関心の赴くままに、
各種の本をどん欲に読んだようで、その基礎となったのは、適塾で
行われていた蘭書の会読であった。判らぬ言葉の意味を探して、適
塾に一冊しかなかったヅーフ辞書を奪いあうように利用した。そのた
め、辞書をおいた部屋はヅーフ部屋と呼ばれ、明かりが消える間が
なかったといわれている。

• 塾生たちの勉強ぶりはすさまじかったようで、福沢諭吉にして、自伝
の中で「凡そ勉強ということについてはこのうえにしようもないほどに
勉強した」と述懐しているほどである。

• このような自由闊達な塾風が、幕末から明治初期にあって各分野で
活躍する多様な塾生を数多く輩出したのである。
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問題提起（そもそも論）

• 大学の役割とは何か

• 「大学：大きく学ぶ」とは？ 阪大は「専門学校」ではない。

• 講義主体ではなく、学生が自分で調べ、考えをまとめ発表し、仲
間と意見をぶつけ合い、多様な意見があることを知り、能動的に
学ぶ。それも、政治経済社会含め。

• 阪大の源流「適塾」精神とは（福翁自伝）

• 緒方洪庵は場所と書籍や辞書（ズーフ）と食事を提供したが、自
ら教鞭は執っていない。

• 塾生が自学自習、互いに理解をぶつけ合い、その中から真理を
見つけていった。人間形成を行った。

• 阪大は「適塾精神」というが、その精神を実践していない。

IPCの英語の講義で単位が取
得できる魅力が先ずは欧州に
HPなどで広がった。短期留学の

増加

Acad. Y. 2013

Acad. Y. 2014
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IPC exchange study tour for Tohoku 
University G30 course

February 26, 2013

４．事務職員から国際的職員へ

•事務と連携した留学生の受け入れ体制。

•英語が堪能な事務職員の育成（月額1万円の手当）

•希望するものは、国際部に10年以上は所属する制
度

•アジア太平洋大学での経験

•立教大学での話

•運命共同体（連携なくして発展なし）の意識
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The IPC Visited APU, Beppu

February, 2011

目立つのは「国際化」が大きく離されている。日本の大学はこの点数が皆低い。国際化なくして世界ランク10位以

内はありえない。世界ランクでも欧米の大学に比べ、国際化で大きく引き離されている。その他も研究、被引用、
教育の質向上も課題です。国際化というのは阪大教職員6000人の意識改革改革（明治維新に相当）です。さて、
どうしてそれをなすか？

THEの大学ランキング（アジア）も発表されました。こちらは大阪大学は１８位、国内４位でし
た。QSに比べるとTHEは相対的に悪いです。大学ランキングは評価基準がそれぞれのラ
ンキングにより異なるということを認識しておく必要があるという好例です。少しづつ意識改
革をしながら、大学構成員がそれぞれの分野で本質的な研究をすることが大切です。そし
て優れた人材を育てて行き、「世界適塾」を目指します。（総長facebookより）
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OPINION, The Japan Times, June 16, 2015
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５．阪大教員の国際関係個人情報のデータ
ベース化

•たとえば、インドと連携の実施のある教員が、
「検索」で一目でわかる

•「国際交流の利権化」とも思える話を聞く

•「利権」＝「情報を隠す、独り占め」（阪大内の国
際族教員）

•少しの努力でデータベースはできる。これは、プ
ライバシーの侵害でなく、適材適所の合理
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おまけ： 高部は、なぜ、ドイツに行くのか？

• EU予算： EU as a global player  (約2兆円／年）

• ELI‐project, 2700億円の超高強度レーザー施設（4カ所）

• HZDR and HIBEF (Euro‐XFEL+Lasers) at DESY

• Junior Group on Computational Radiation Phsics: 約30～40

人の若手
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EUR 2 billion
For ELI

HZDR: 
ELBE, HIBEF

DESY: 
Euro XFEL

ELIs: 
Czech, 
Hungary, 
Romania

ELI-main
Where?
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3 mod. cost: ≈ 900M€

43

EU decided to use $2B（2700億円） for 
ELI +3ELI-modules

ELI cost: ≈ 1B€

ELI site decision:  
End of 2015

Welcome Dinner (April 23, 2015)

B. Kampfer夫妻、R. Saurbrey夫妻、高部夫妻、T. Cowan夫妻
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• Employee=1000, scientists=500,  
50 countries

• Nine institutes:  Institute of 
Radiation Physics

• Annual Budget: 100M euro = 
135億円／年

The HZDR offers high‐level education and training
programs to its scientific and technical staff in close 
collaboration with universities and colleges. We are 
committed to helping employees at our four research 
sites (Dresden, Freiberg, Leipzig, and Grenoble/France) 
achieve a sound balance between their professional 
and family lives.

HZDR

Junior Group Leader Computational Radiation 
Physics

Dr. Michael Bussmann

Our group is interested in simulating advanced 
radiation sources on high performance computing 
systems. We are part of the research group Laser‐
Particle Acceleration at the Institute for Radiation 
Physics

ゴードン・ベル賞 (Gordon 
Bell Prize) 2013年受賞
高性能計算 (HPC) 分野の

優れた性能の達成に対し与
えられる。IEEE Computer 
Societyとの共同事業。
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HIBEF @ XFEL:   Phase II (2017-2019 )  

SASE2

External laser building (after 2017)
kJ long‐pulse  (flash lamp pumped)
PW upgrade (diode pumped)
1.5 or 3 MJ magnet pulser
optional target chamber (expt prep) 
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自由討論へ




