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１．はじめに　教育国際化の実験

　高等教育の国際通用性が世界中で注目されてい

る中で，ひときわ注目すべき一連の活動をしてい

る国にオーストラリアがある。オーストラリアは

広い国土と豊かな資源を持ち，相対的に少ない約

２千万人の人口のため高い生活水準を保っており，

外から見ると何の不自由もなく，自足している国

に見える。そのオーストラリアが眼を見張るよう

な「国際化─多文化主義」を国是として種々の施

策を実施している。特に注目にあたいするのは教

育産業を未来を託すべき重要な輸出産業として歴

代のオーストラリア政府が位置づけていることで

ある。量的拡大，質的向上のために法制の整備，

支援予算の投入を含む多角的な展開を行っている。

その真剣さ，一貫性を見ると教育改革の実験を国

家的規模で行っているといってもあながち間違い

とは言えない。

　本報告はオーストラリアが行っている高等教育

の質保証と国際通用性の確保，海外学習者受け入

れの実践に関する情報を収集しまとめたものであ

り，現在我国でも活発に行われている高等教育の

質保証，国際通用性に関する検討への基礎的な参

考資料の提供を目的とする。資料の収集はオース

トラリア連邦政府が公開している各種資料のほか，

２００５年秋に実施したオーストラリア教育科学訓練

省（����）への訪問調査，在日オーストラリア

大使館国際教育機構への訪問調査などによってい

る。また，情報収集・整理の一部は����社に委

託した。

　第２節ではオーストラリアにおける教育の国際

展開のための基盤の構築について述べる。第３節

では高等教育機関の質保証とそれを担う主体につ

いて要約する。第４節では留学生受け入れの組織

化についてまとめる。第５節では多様化の容認・

促進と教育水準の維持の両立のための努力と今後

の課題について述べる。オーストラリアにおける

課題はどの国でも直面する共通の課題である。第

６節はまとめである。

　後述するようにオーストラリアが行っている試

みは完成したものではなく，年を追う毎に進展し

ている。そのため，継続してその進展を調査する

必要がある。さらに，我国における教育改革の試

みを先方に伝え，共に考える双方向的な交流も必

要である。本報告をそのような本格的な情報交流

への序奏と見ていただければ幸いである。

２．オーストラリアにおける教育の国際
展開のための基盤の構築

　

２．１　オーストラリアにおける多文化主義の推進

と教育

　まず，基本的にアングロサクソン民族を主体と

し，長らくヨーロッパ系民族中心主義といえる通

称白豪主義を国是としてきたオーストラリアが近

年積極的に多文化を受け入れる方向に転換した事

実に注目する必要がある。���������大学政治学

教授������氏の近著１）によれば，第２次大戦後

に貿易対象国としての英国およびヨーロッパ諸国

の重さが徐々に減ってきたこと，一方で国際経済

のブロック化が進む時代の中で北米自由貿易協定

にもヨーロッパ自由貿易協定にも入ることができ

ず，国際化への国家的な取組を促す動機となった

ことを指摘している（２０ページ）。実際，�����

政権のもとで１９８９年にアジア太平洋経済協力機構

（����）が推進され，アジア太平洋地域の主力

メンバーとして国の舵取りをすることが目指され

た（３２ページ）。１９８３年─１９９１年の�����政権，

１９９１─１９９６年の�������政権を通じて白豪主義か

ら多文化主義へと国の方向が変更され，多くのア

ジア系移民の国籍取得が認められるようになった。

教育国際化の実験国家オーストラリア

─試みと課題─

神谷　武志＊

＊　学位審査研究部
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続く������政権はオーストラリアの伝統的なア

イデンティティを強調し，多文化主義の部分的な

後退が見られるが全体としては国際化の流れを止

めるものとはいえない。

　海外の学生への教育サービス（��������	


���������	
�����������������＝����）制度につ

いては後述するが，その第３者評価の報告書２）の

第２章（７ページ）にオーストラリアの教育輸出

産業の成り立ちが簡潔にまとめられている。第２

次大戦後，オーストラリアの地政学的な施策とし

て国際教育が考えられた。当初地域支援を主体と

するコロンボ計画の枠組みで近隣諸国からの学生

がオーストラリアの大学で学ぶことによって国際

教育が根付いていった。海外の学生を受け入れる

ことはオーストラリア大学にとっても近隣国家と

のつながりを深め，相互の文化を理解し，寛容の

心を養うというメリットの自覚が育っていった。

１９８６年にオーストラリア政府は授業料を全額納入

する海外からの学生を全面的に受け入れることと

した。この時期では世界的に見ても国際教育を推

進するパイオニアの役割を果たした。その後の国

際教育の急進展の中でオーストラリアは健闘を続

け，受け入れ留学生の統計で英語国中の世界第３

位（シェア７％）の地位を占めている。ちなみに

第１位は米合衆国（シェア３５％），第２位は英連邦

（シェア１５％）である。オーストラリアが受け入

れた留学生が使う金額は２００２年の統計で約５０００億

円となり，第３の輸出産業に位置づけられる。

２．２　海外の学生への教育サービス（����）制度

　����法は１９９１年に制定され，２０００年に大幅な

改正がなされた。改正の主要な点は文献２（１９

ページ）によれば，（１）教育機関が破産した場合

の留学生保護の不備，（２）誠実でない教育機関の

存在，（３）各州が実施する教育質保証の不ぞろい，

（４）教育機関と留学生によるビザ詐称，などの問

題を解決するための一貫性のある規制の整備で

ある。新法には教育機関の登録義務，登録機関

の遵守事項，学費補償義務，����保険基金，罰

則規定，実施大綱などが盛り込まれた。これを

受けて連邦政府の教育科学訓練省（����������	

��������	
�����
������������
�
�������）は２００１

年に国家実施大綱（���������	�
������������）３）

を定めた。主要なポイントは，留学生受け入れ教育

機関登録制度（����������	
�����	���������	�	��

����������	�
�������������������
��������

������）の制定と，登録機関の遵守義務の詳細

な記述である。申請機関はフルタイムコースであ

ることを証明するほか，修了年限，収容定員，教

育施設などを申告しなければならず，登録の有効

期限は５年とされている。遵守義務には適正な教

員団の確保，適正な教育施設・設備の用意，適切

な広報と学生受け入れ，適切な学生へのサービス

の実施，適切な学習履歴の判定，学生の学習歴の

記録，返金規定の明文化等が含まれている。また，

これらへの違反に対する罰則も定められている。

３．高等教育機関の質保証とそれを担う
主体

　

　前節では海外の学生へのサービス制度について

述べたが，ここでは高等教育の質保証を行う制度

がどのように組み立てられているかを主体別に見

てゆくこととする。

表１　AQFが管理する資格の種類

資格名セクター名

・��������	
�����・����������	
�		高等教育

・���������	
�����・����������	���

・���������	
����・���������	
����

・�������・���������	���
�
����

・�������・����������	
������	�������職能教育

・�����������	
�・����������	
������

・�����������	


　�����������

・�����������	

・���������	
����

・�����������	


・������������	
����������
������	�������高校教育
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３．１　オーストラリア資格フレームワーク

　　　（���������	
�����������	


　　　　　　　　　　　���������	
��）４）

　連邦政府及び州政府教育大臣会議（����������	


�����������	
��������	������������������������

���������	
�����������）は１９９５年に義務教育以

降のすべての教育課程に関する統一的な資格管理

制度を定めた。これには高等教育セクター，職能

教育セクター，高校教育セクターが含まれる。そ

れぞれのセクターが責任を持つ合計１７種類の資格

を表１に示す。

　このような統一化によって横断的な学習経路へ

の途を拡大し，特に教育コースと職能訓練コース

をまたがった移動をしやすくする効果が期待でき

る。それぞれのセクター毎に異なる質保証のメカ

ニズムが構築されている。

３．２　オーストラリア大学質保証機構

　　　（���������	
�	�������
�������


　　　　　　　　　　　　　���������	�）５）

　����は�������によって２０００年に設立され

た政府とは独立の行政法人であり，運営資金は連

邦政府及び州政府によってまかなわれている。そ

の主要な任務は高等教育機関（主として大学）お

よび各州政府が持つ高等教育認証機構の品質審査

を５年周期で行うこととされている。これに付随

して，大学設置基準や大学以外の高等教育機関が

発行する資格の認定に関する意見を述べることも

任務とされている。

　審査（�����）の基本的な考え方として，（１）各

州が行う認証プロセスが「高等教育認定過程に関

する国家基準」（���������	
���������
�����
�������

����������	
��������）６）に沿ったものであるかを

見る；（２）大学の審査は自己評価書と訪問調査に

基づく全学審査とする；（３）審査の観点は大学の

主要な活動である教育，学習，研究，運営管理に

関する自己評価メカニズムが適切に機能している

かを見る。２００５年に発行された����年次報告

書２００４５）によれば，����は１０名の常勤スタッフ

と１０４名の非常勤審査員とで構成され，審査委員

の種別比率は国内学界から４９名，国内産業界から

２８名，外国から２７名と，公平さを強調している。

実際の審査プロセスは審査マニュアル（�����

��������	��
）に従って行われる。

　なお，高等教育認定課程に関する国家基準には

５種類のプロトコルが定められているが，プロト

コル１は大学認定に関わる基準であり，次の６つ

の判断基準大綱が示されている：

（�）各種学位を国内，国外の大学の水準に合わせ

て授与すること；

（�）先端の知識・課題を教授すること；

（�）基本となる事項の教授から研究や独創的営為

による新知識の創造に至る学術的風土を保持

しつづけること；

（�）問題の解決及び学術知識の進歩に教員，研究

者，課程設計者，評価者が従事すること；

（�）上記を実現するため，管理組織，運営規則，

学生受け入れ方針，財務計画，品質評価プロ

セスが整備されていること；

（�）計画された種々のプログラムを実施するのに

十分な財源が確保されていること。

３．３　オーストラリア学長会議

　　　（���������	
�������	�������


　　　　　　　　　　　　�����������	��）

　各州の教育省に置かれる質保証機構は大学以外

の教育機関の質保証に対して責任を負っており７），

一方大学は自分自身で質保証を実施することが義

務付けられている８）。また，����による審査も

大学自身の自己評価を基に実施されている。この

ように教育の質保証には大学自身の主体性が極め

て重要である。大学学長会議も各大学の自己評価

活動を支援するとともに，共通項としての各種ガ

イドラインを定めている。

　特に２００５年４月には「海外学生への教育の供

給のためにオーストラリアの大学が守るべき実

施大綱とガイドライン」（�����������	�
��������

�����������	���
����������������������������	
�

����������	
��	���������	������������）９）という文

書が公表された。これは����国家実施大綱をさ

らに詳細に記述したもので，各大学が具体化を図

るために有益であると考えられる。一般的なガイ

ドラインの章では（１）入学勧誘，（２）入学業務委

託業者，（３）入学選考，（４）入学前の情報提供，

（５）留学直後のオリエンテーション，（６）学生へ

の情報提供，（７）大学のインフラストラクチャー，

（８）学生支援，（９）職員支援，（１０）留学生の帰国，

（１１）共同経営者（パートナー），の諸項目が取り
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上げられている。一例として「入学」の項目を見

ると，「入学許可条件の明示には個別のコースに

必要な要求事項，単位移算等の情報を含むこと；

申請者に要求する英語能力を明確に示すこと；申

請者からの質問には迅速に回答できるシステムを

構築すること；大学院課程への申請者に対し指導

者，研究室，研究環境に関する情報を迅速に書面

で通知すること」など詳細な記述が見られる。教

育サービスに対する消費者保護の観点からのコメ

ントも随所にあらわれている。さらにガイドライ

ン文書の後半では学費返還のルールが詳細に定め

られている。

３．４　オーストラリア政府　教育科学訓練省，国際

教育機構

　　　（����������	
�	������
��	�������

　　　�������������	�
�����������������

　　　　　　　����������	��
������－���）

　質の保証がなされたオーストラリアの教育機関

への留学を促進するために，主要国のオーストラ

リア大使館には　����─���の各国支部が設置

され，留学希望者へのガイダンス，助言等を行っ

ている。日本支部を例にとって主要な活動を概観

すると，（１）日本の教育機関および一般留学希望

者を対象とした教育・留学セミナー・イベントの

開催，（２）定期的な留学ガイダンス，（３）オースト

ラリア個別教育機関の学校案内，最新資料の展

示・提供，（４）電子メールニュースレターの発行，

（５）日本語による留学情報冊子の発行，（６）留学

生向けホームページの管理（７）奨学金支援などが

挙げられる。特に最新資料として注目されるのは

「オーストラリアの教育におけるクオリティー保

証」１０），��������	�
�����		���	�
��
�����������������

�����������	
������	���１１）という冊子で「オース

トラリアは世界有数の教育大国であり，世界中の

国々から３０万人以上の海外留学生を受け入れてい

ることもその優れた教育が国際的に広く認められ

ていることを証明しています。」「高い教育水準を

維持するため，オーストラリアでは資格やコース，

教育内容，教育機関を評価対象とした包括的な全

国クオリティー保証システムを採用しています。」

という序文に続いて，上記の保証フレームワーク，

留学生のための法整備（����法），オーストラリ

ア大学管理委員会（����），オーストラリア職業

専門教育資格システム（���������	
�������
���	�

��������	
�������），全国英語学校認定制度

などが紹介されている。

４．留学生受け入れの具体化

　本節では留学生の受け入れに関する具体的な取

組みについて紹介する。

４．１　消費者保護の観点からの学費返還保険制度

　１９９０年代に起こった学校倒産の事例への対応と

して１９９４年に学費補償制度（���������		�
����

����������）が定められた１２）。����２０００法の制

定によって消費者保護の観点がさらに強められ，

３層に渡る保証が用意されることとなった。第１

層では学校側ないし学生側の契約不履行で学習が

中断した場合，全学ないし一部の学費返還が当事

者の間で行われる。第１層の解決が不調の場合，

第２層では学生を他の教育機関に移して学習の継

続を可能とする仲介がなされる。これも不可能な

場合には第３層として学費返還保険制度によって

学費を返還するか，継続学習の経費がまかなわれ

る。このようにして留学生の立場の弱さから不利

益な取り扱いがおこることを防止しようとしてい

る。２００１年から２００４年までの間に５３名の学生に総

額約３４００万円の返還が行われている。

４．２　留学生受け入れ管理政策

　留学生を国内の学生と区別する最も大きな点は

前者の滞在は就学ビザに基づいていることである。

修学目的で入国した学生は滞在中にフルタイムで

学校に通い，該当する教育プログラムで期待され

る着実な学習を続けなければならない。このこと

を具体化するために教育機関が個々の学生の就学

状況を移民・多文化・少数民族省（����������	

���������	
����	�����
����
��	��	�����������	
�

���������	
	�）に報告する電子伝達システムが稼

動している。このシステムは電子的就学確認システ

ム（����������	���
��������		�
	�����������������

���）１３）と呼ばれ，政府が行う入国管理と教育支

援業務を橋渡しする役割を持つ。このシステムに

よって，就学目的で入国しながら，学校に通わず

就労したり，犯罪に手を染めたりする危険を未然

に防ぐことが期待されている。もし，留学生がフ

ルタイムで就学していないことや，学業の進歩に
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著しい停滞があることが明らかになれば，ビザ取

り消しの判断が下されることになる。前述の

����評価報告書第８章（１５１ページ）で詳しく分

析しているように，毎年３０万人の留学生のうち８

千人程度についてビザの取り消しが行われた。た

だ，���は大量の留学生受け入れにともなう問題

を最小にする先進的なシステムであるが，十分完

成されたものとは言えない。入国管理の責任を担

う�����はビザ申請条件を満たさなくなったも

のにはビザの取り消しを行う権利および義務があ

る。一方教育機関では教育的配慮から，出席率が

低迷していたり，学業の進歩が順調でなかったり

する学生にも再起のチャンスを与える，という配

慮から���への報告を遅らせる場合がしばしば

見られた。両者の任務の違いから一定の緊張関係

があることはやむを得ないものの，何をもってフ

ルタイムの就学と認めるのか，学業の進捗状況が

著しく悪いとはどういう状態をさすのか，などに

ついて，学校内部のみならず入国管理の担当部局

とも意見の統一を図ってゆくことが重要である，

としている。

４．３　国別教育事情データ

　　　（��������	
���������������	�）

　教育・訓練の国際化が進んでくると，専門知

識・経験を海外で獲得した後オーストラリアに来

る（戻る）人について獲得した専門知識・経験を

公やけに認定することが必要になってくる。海外

からの留学生を受け入れる際に母国でどの水準の

教育を受けて来たかを判断すること（学習履歴の

認定）は学生受け入れにおける重要な作業の一つ

である。このような業務を支援するために�����

���の内部に国立海外能力認定事務局（���������

�������������	
��
�����
������������������）が

設けられている。種々の活動の中でひときわ重要

なものとして国別教育事情データ（���）と称す

る冊子シリーズがある。

　具体例として２００３年に改訂された「中国」分冊

を取り上げよう１４）。�５版６６ページの小冊子であ

るがコンパクトに中国の教育システムが記述され

ている。「中国の高等教育の変化」と題する章で

は，中等後教育の普及傾向が続いていること（１８

才以上の就学者比率が１９８０年代初めの２％から

２００２年には１４％，２００５年の推定値は２０％），１９９５

年に開始されたモデル大学を育てるプロジェクト

２１１によって約１００の大学が選ばれ，重点的な投資

がおこなわれたことなどの傾向が示されている。

「質比較のインディケータ」と題する章では入試

難度による比較，各水準学位の特徴の記述ととも

に代表的な１３０の大学名リストが掲げられている。

「���������の評価ガイドラインを理解するた

めに」の章では中国の各学位・資格の水準とオー

ストラリアの学位・資格（表１参照）との対応性

について述べている。ただし，教育制度の違いに

よって対応性を言うことが困難な場合にはより詳

細なデータを提供しているウエブサイトを紹介し

ている。末尾に付された義務教育後の教育システ

ムを示すチャート，主要教育機関名の原語との対

応表，引用文献リストは具体的で有用である。

　これらの冊子は既に２３カ国について出版され，

約５年毎に改訂されるほか，２００５年よりオンライ

ン化が開始された（有料）。これらを用いて各大学

のアドミッションオフィスでは個別の留学生申請

者の学習履歴を調査し，判定している。

４．４　外国で開設した教育機関の質保証

　３節ではオーストラリア国内の高等教育機関に

関する質保証のシステムについて記述したが，こ

れを海外で展開している分校にも広めてゆこうと

する計画が進行中である。すなわち，２００５年４月

に����から公表されたオーストラリア国際教

育・訓練への国家質保証政策に関する討論資料

（���������	�
��	���������������������������

������������	
��������
���
��������）１５）において，

これまで実績を積み重ねてきた国内教育機関に対

する質保証のシステムを海外分校等に発展させる

ためにとるべき方式が複数提示され，それらの利

害得失が論じられている。約半年の意見聴取を

行った後，政策立案へ進む予定のようである。こ

のように海外展開する教育機関にも質保証を適用

しようとする動機には，オーストラリアの教育機

関が高い水準で質の保証に努力していることを海

外の拠点で示すことによってオーストラリアの教

育の認識が高まる；海外分校の教育の質が高ま

る；海外諸国政府との関係を良好にする；海外の

学生を惹きつける；などが挙げられている。候補

となっているシステムとしては（１）現行の国内教

育機関に向けた質保証のシステムを少し拡張して
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海外教育拠点にも適用する方法；（２）海外分校の

評価基準を審議する諮問委員会を設置する方法；

（３）現行の国内教育機関に向けた質保証のシステ

ムを維持し，そこから海外へ審査団を派遣する方

法；が検討されている。

５．多様化の容認・促進と教育水準の維
持の両立

　

５．１　将来の大学像と認定プロセスに関する討論

　たしかにオーストラリアは国家的規模で教育の

水準・保持を確認する制度を整備し，これを武器

として海外の学生を招致して教育する「輸出産業

としての教育」において先進的な地位を占めてい

る。ただ，オーストラリア自身は現行の高等教育

システムが完成されたと思っていないようである。

２００４年３月に����から公開された討議資料「大

学の多様性を構築する：将来のオーストラリア高

等教育のための設置認可と認証評価の在り方」　

（���������	��
��������
���������������������	�

����������	
�
	����������������
����������	
��

��������	，編者の名前をとってガトリー報告

�������　������と略称）１６）では，現行の大学制度

は国際的に急激な変遷を遂げつつある大学像と比

較して硬い部分があり，将来の国際競争力を維持

するためには一層の多様性を容認する必要がある，

という観点から現行の「高等教育認定過程に関す

る国家基準」について検討を行い，多様性をもた

らす改訂の方向性を示して国民からの意見聴取を

開始している。このような問題提起をする背景と

しては，オーストラリアの大学が広い専門分野に

ついて研究，教育の双方について高い水準を保つ

ことが強く要求されているのに対し，多くの国で

はより広い範囲の教育機関を大学と認定する傾向

にあること，ヨーロッパの４０カ国以上が参加した

ボローニャ条約では高等教育の基準管理の相互協

調，共通の単位互換制度の推進などによってそれ

ぞれの国が持つ高等教育機関の認定・認証プロセ

スの共通化を進めようとしていること，また，国

公立の大学以外の私立教育機関の大学化にも目を

向けるべきこと，社会の急速な変化に対応して雇

用者も学生も大学に期待することが変化しており

それらに対応する変化が求められていること，な

どを挙げている。多様性をもたらすいくつかの変

革の試案が示されている。主要なポイントとして，

（１）研究，学問，教育のどれかを重点化するタイ

プの大学，（２）特定の狭い領域を深く修める専門

職大学などの可能性を挙げている。多様性を認め

ることによる利益と同時にリスクも存在すること

にも言及している。挑戦的な課題として国際競争

力のある質が維持できるかがあることを指摘して

いる。

５．２　企業としての大学に関する検討

　������大学教育学教授の���������氏と

���������大学政治学教授の���������氏は２０００

年に「企業大学」（���������	�
�����
���
��：�������

����������	��
	����������	��	��������）１７）と題す

る２７２ページの単行書を著した。大学改革の展開の

中で従来の専門家の寄り合い世帯であった教授会

による大学運営から，経営的な問題意識をもつ大

学執行部がリーダーシップを発揮する大学運営へ

の変化が着実に進行中であることを述べ，後者の

典型を企業大学と定義している。同書の結論の章

では企業的大学への近代化の意義を認めた上でそ

の限界を指摘し，それを超えた新しい大学像につ

いて論じている。国際競争性に関する部分を要約

すると（２１６ページ），近年オーストラリアでは学

費を全額払う留学生を積極的に誘致する大学が増

加する傾向にあるが，国際市場において競争力を

高めるには低価格化もしくは独自性の魅力を推進

することが必要とされる。他の英語国に留学する

より安く学べることを特徴としてキャンペーンす

ることは長期的に見た場合に大学の研究・教育へ

マイナスの影響をもたらす可能性が強い。した

がって独自性の魅力を高めてゆく努力が重要であ

る。大学の魅力を構成するものには高い水準の研

究活動，教育活動があることは当然であるが，そ

れとならんで長年の間に培われる大学構成員の文

化的特性および大学がもつ社会とのネットワーク

が重要である。これらを高める意識的な努力はこ

れまで企業的な大学へ向けての近代化の中で十分

でなかった，と指摘している。

６．まとめ　―　オーストラリアの教育
政策からの教訓

�

　高等教育の改革の必要性，国際通用性および質

保証の認識は我国でも近年強く意識され，種々の

方策が講じられ，また研究も進展しており，ここ
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で取り上げたオーストラリアの試みと対応するも

のが少なくない。ただし，一般的には我国では教

育は基本的に国内政策の一部として考えられ，国

際通用性についての実感がまだ十分ではなかった。

高等教育機関のパフォーマンスにおいて我国の大

学等が世界のフロンティアの一部を形成している

ことを疑うものではないが，オーストラリアが国

を挙げて行っている積極的な試みから学ぶべき点

も少なくない。本稿のまとめに代えて教訓とすべ

き事項を順不同に箇条書きする。

―　生活水準，文化水準が高い国家が将来とも

知的先進性を維持発展させるためには国策と

して教育を重視し，特にその国際化に戦略的，

系統的な施策を行っていること。

―　教育システムを進化するものとして捉え，

新しい制度を積極的に導入すると同時にその

有効性，問題点を定期的に見直し，改善を

図っていること。

―　質保証活動を単に研究・教育活動の不備を

見つける欠陥検査と位置づけず，教育分野で

の国際競争の武器として積極的に用いようと

していること。

―　アカデミックな教育と実際的な教育・訓練

とを統合的に捉え，それぞれの役割に応じた

学位，資格の区分を明確にすると同時に，そ

れらを横断する流動性の確保にも配慮してい

ること。

―　留学生に対して入国目的に従って勤勉に学

業に専念することを要求すると同時に，消費

者保護の観点から留学生の利益が不当に損な

われることのないよう，個々の教育機関およ

び国が留学生受け入れ制度の整備と運用に努

めていること。

―　世界的な高等教育の量的拡大のなかにあっ

て，大学の定義を見直し，従来の大学像から

の脱皮を模索しつ，質の維持を貫く方策につ

いて継続的な努力を行っていること。
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