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1.はじめに
本稿はフランス・ドイツ・スイスにまたがるライン川上流域にある 5 大学によって構成されて
いる Eucor‐ヨーロッパキャンパスという国際大学間連携プログラムについて紹介・考察するも
のである。国際的かつ地域に根ざしたこの大学間プログラムについては、創設が 1989 年とかな
り古いが、日本ではまだほぼ知られていないだろう。事実筆者もストラスブールに赴任する前ま
では全く知らなかったが、近年そのプログラム内容は大きく変貌し、歴史上初の「ヨーロッパキ
ャンパス」を名乗るまでになった。
ストラスブールはドイツと国境を接しており、欧州議会・欧州評議会が存在している。またス
トラスブール広域圏を「ユーロメトロポール」と称しており、この街にいれば否が応でもフラン
スという国家を超えたヨーロッパという集合体について意識することは多い。欧州は政治的・経
済的な面だけではなく、教育・学術・科学という側面でどのような協力関係を築こうとしている
のか。すでにボローニャ・プロセス 1やエラスムス計画 2など、欧州全体で学生の流動性を高めた
り、研究活動の国際化を推進する取り組みがなされてきているが、さらに国境を越えた大学間連
携の一例としてこのプログラムを取り上げてみたい。
また、現在日本の大学を取り巻く環境は厳しいものであり、昨今においては国際競争力の低下
について指摘されることも多いが、大学間連携はこの困難な状況を乗り越えていくにあたり、有
効な手段の一つとなりうるだろう。
本稿ではまず Eucor‐ヨーロッパキャンパスの概要・沿革・取り組みを示した上で、大学の実
務担当者へのインタビューを通じこのプログラムの特性、および現在抱えている問題や将来へ向
けた方針などについて提示するものである。そのことが日本の大学における国際大学間連携につ
いて考える一助となれば幸いである。

1 1999 年のボローニャ宣言から始まった欧州の高等教育システム改革に関する一連の流れを指す。欧州高等教育における学位
制度を比較可能にすること、教育の質保障、単位交換制度の導入による欧州内学生の流動化の促進などを目的としている。
2 1987 年に開始された学生・教員の流動化促進のための計画。2014 年からはエラスムス・プラスとして学生の留学支援や知識
交換のための支援などを行い、2020 年まで 7 年間の予算は 147 億ユーロ、400 万人以上に教育や職業訓練等の支援をするとし
ている。欧州委員会の web サイト: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en （2018 年 2 月 5 日アクセス）
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2．Eucor‐ヨーロッパキャンパスの概要と沿革
2．1 構成大学の位置関係と概要
本章では、Eucor‐ヨーロッパキャンパス構成校の概要と、このプログラムの歴史的な経緯に
ついて紹介したい。まず、プログラム名の Eucor とはフランス語で Confédération Européenne
des Universités du Rhin Supérieur 、 英 語 で European Confederation of Upper Rhine
Universities の頭文字を取ったものである。日本語に訳すと「ライン川上流ヨーロッパ大学連合」
であり、その名の通りこの連合はラ
<<ライン川上流地域の位置関係>>

イン川上流に位置するフランスのス
トラスブール大学及びオート・アル
ザス大学（ストラスブール近郊のコ
ルマール及びミュルーズにキャンパ
スを持っている）
、ドイツのフライブ
ルク大学及びカールスルーエ工科大

フランス
ストラスブール

カールスルーエ

学、スイスのバーゼル大学の 5 大学
から構成されている。
ライン川は最終的にオランダを経

コルマール

ドイツ
フライブルク

由して北海まで注ぐ国際河川で、古
くから沿岸地域の交通の大動脈で

ミュルーズ

あった。また、特に上流地域は政治
的・経済的に重要な地域であると同

バーゼル

時に、50 の研究施設、60 を超える

ライン川
スイス

高等教育機関の本拠地があり、科
学・学術の分野においても欧州の中
での重要な拠点地域の一つとして考えられている。
ライン川上流域においては、川がそのままフランス・ドイツ・スイス間の国境を兼ねており、
各大学所在地間の位置関係は図の通りとなる。一番離れているカールスルーエとバーゼルの間で
すら距離にして 190 キロ程、電車で移動しても 100 分程しかかからない。その他の大学間であれ
ば様々な交通機関を使ってなおさら容易にアクセスすることができる。Eucor‐ヨーロッパキャ
ンパスはこの地理的に優位な条件を活かしながら、5 つの大学が教育・研究面で国際的に連携し
ていくことを目指したプログラムとなっている。
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Eucor‐ヨーロッパキャンパスを構成している各大学の現在の基本データと概要は下記の通り
となる 3。

創立

学生数

学部数

ストラスブール大学

1538 年

約 51,000 人

19

オート・アルザス大学

1975 年

約 8,500 人

4

フライブルク大学

1457 年

約 25,000 人

11

カールスルーエ工科大学

2009 年

約 26,000 人

11

バーゼル大学

1460 年

約 13,000 人

7

○ストラスブール大学
フランスの大学の中でも規模が大きく、国内で最も国際的な大学の一つで、20%の学生は国
外からの留学生である。ストラスブール第一（ルイ・パストゥール）大学、ストラスブール第
二（マルク・ブロック）大学、ストラスブール第三（ロベール・シューマン）大学と 3 大学に
分かれていたが、2009 年に統合された。IDEX（エクセレンス・イニシアティブ）という国家
投資計画に採択され、多くのノーベル賞受賞者を輩出している。
○オート・アルザス大学
1975 年の創立と比較的新しくできた大学だが、フランスで最も古い歴史を持つ化学学校等が
その前身にあたる。ミュルーズとコルマールの数箇所にキャンパスを持ち、20 種類以上の教育
プログラムが 2 ヶ国語あるいは 3 ヶ国語で開講されている。
○フライブルク大学
正式名称はアルベルト・ルートヴィヒ大学フライブルクであり、ドイツで 5 番目に古い大学
である。広い学問領域をカバーするドイツ屈指の名門大学で、ヨーロッパで最も大きな附属の
医療センターを持つ。23 名のノーベル賞受賞者がこの大学で学んでいたか研究・教育活動を
行っていた。
○カールスルーエ工科大学
2009 年の創立だが 1825 年創立のカールスルーエ大学と 1956 年創立のカールスルーエ研究
センターが統合したものでる。教職員数は約 9300 人、年間予算は 8 億 5000 万ユーロにのぼ
り、自然科学および工学の高等教育研究機関としてはヨーロッパで最も大きなものの一つと
なっている。
○バーゼル大学
スイス最古の大学であり、生命科学、視覚文化論、ナノ科学、サステイナビリティとエネル
ギー研究、ヨーロッパ・グローバルスタディの 5 つの分野に特に強みを持っている。学生の約
24%は 100 カ国以上の国外からの留学生である。
データおよび概要は各大学 web サイト（文末参照）と Eucor 学生用ブローシャー “Étudier au cœur de l’Europe”
http://www.eucor-uni.org/sites/eucor-uni.org/files/brochure_pour_des_etudiant-e-s.pdf（いずれも 2018 年 2 月 5 日アクセス）
を参照して作成。
3
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2．2 Eucor‐ヨーロッパキャンパスの沿革
ストラスブール大学、フライブルク大学、バーゼル大学に関しては創設が 16 世紀以前であり、
当時は特に学問の共通言語としてラテン語が用いられていたため、これらの大学間でも学生・教
員達の交流があったようだ。しかし時が経つにつれ使用言語が各国語へと変遷していき、またア
ルザス・ロレーヌ地方が政治的な係争地となったため、大学間の交流は後退してしまう。
1980 年代に入ると、欧州諸共同体(EC)の発足など欧州の経済面での統合へ向けた動きに呼応
するように、ライン川上流域でも大学間交流の機運が高まる。1984 年、現在の Eucor を構成す
る 7 大学（当時ストラスブール大学は 3 校に分かれていたため）の学長達により、ライン川上流
大学長会議（Conférence des Recteurs et Présidents des Universités du Rhin supérieur）が結
成され、大学間の協力を推進していくことが確認される。
そして 1989 年 10 月、この学長会議が大学連合を構成する協定 4を結び、ついに Eucor が誕生
することとなった。この協定において、教育・研究すべての分野での大学間交流をより容易にし
ていく旨が宣言される。具体的には、各大学で得られた知識と経験の共有、大学構成員同士の交
流、共通課程や共同プロジェクトの実現等が挙げられている。実際それ以降、学生に関しては
Eucor 内の他大学の授業を履修し、自らが在籍している大学の単位として取得することが可能と
なり、研究面に関しても大学間共同プロジェクトが実施された。また、ストラスブール第一（ル
イ・パストゥール）大学によって創設されたストラスブールバイオテクノロジー大学校 5を 1989
年からフライブルク大学・カールスルーエ工科大学・バーゼル大学との共同教育機関として再構
成し、
現在も学生数 180 名と小規模ながら各大学間のパートナーシップに基づき運営されている。
その後 20 年以上、Eucor は大学間連携プログラムとして存続するが、2013 年からさらにこの
連携を加速しようとする動きが高まる。
2013 年 10 月には 5 大学の総長がフライブルクに集まり、
ただの大学間ネットワークではなく、初めて一つの「ヨーロッパキャンパス」を作るという方針
を打ち出した。その翌年には当時のフランス大統領フランソワ・オランドがストラスブールを訪
れ、ヨーロッパキャンパスの創設を支持することを表明している。
そして 2015 年には名前を「Eucor‐ヨーロッパキャンパス」として、Le groupement européen
de coopération territoriale 6（以降 GECT・領土間協力ヨーロッパグループ）の一つとして活動
を行うことになった。この GECT とは 2006 年に欧州議会及び欧州評議会によって創設されたも
ので、そのグループメンバーに法人格を与え、欧州内で国境を越えた活動をより容易にし、推進
していくことを目的としている。2017 年 11 月時点で認可された数は 69 7あり、通常国境を越え
た近接した地域間で構成されることが多いが、Eucor‐ヨーロッパキャンパスは大学間で構成さ
れるものとしては初めてのもので、以降この大学間連合が一つの高等教育機関と同等の権限を持
4

5

6
7

Convention Fondatrice（創立協約） :
http://www.eucor-uni.org/sites/eucor-uni.org/files/convention_fondatrice_eucor.pdf（2018 年 2 月 5 日アクセス）
L’École Supérieure de Biotechnologie de Strasbourg（ストラスブールバイオテクノロジー大学校）の web サイト:
http://esbs.unistra.fr/（2018 年 2 月 5 日アクセス）
GECT の web サイト : https://portal.cor.europa.eu/egtc/Pages/welcome.aspx（2018 年 2 月 5 日アクセス）
Register of European Groupings of Territorial Cooperation :
https://portal.cor.europa.eu/egtc/CoRActivities/Pages/welcome.aspx（2018 年 2 月 5 日アクセス）
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つようになった。GECT となる以前以後でどのような変化が生じたのか、また現在のガバナンス
体制については、後述のインタビューも参考にされたい。その後、EU によって創設された基金
であるライン川上流領域間財政支援プログラム 8（Interreg Rhin Supérieur）より 2016 年から
2018 年の 3 年間資金援助を受けることが決定し、予算面でも大きな変化を遂げている。
現在、5 大学を合わせた規模としては、学生数約 12 万 3500 人、教員・研究者数約 1 万 5000
人、博士課程学生約 1 万 1000 人、予算額合計は約 23 億ユーロとなっている。

3．Eucor‐ヨーロッパキャンパスの取り組み
3.1 学生交流・モビリティの促進
（１）授業の履修と単位の認定
では現在 Eucor‐ヨーロッパキャンパスでは教育面・研究面においてどのような取り組みがな
されているのか、本章で提示してみたい。
教育面でまず掲げられているのは学生のモビリティの促進であり、学部レベルの学生に関して
は他大学の授業を履修し、それを学士課程修了に必要な単位として認定することにある。Eucor
の学生向けブローシャー “Étudier au cœur de l’Europe” 9（ヨーロッパの中心で学ぶ）におい
ては一学期、あるいは一年間連続して他大学の授業を履修する以外に、この 5 大学が提供する授
業の中から「一時的に」あるいは「アラカルトで」自分が履修したい授業を、一つの授業から、
自由に組み合わせて履修することができ、その際かかった交通費の援助を受けることができると
記されている。そのために具体的にどのような手続きが必要になるのか、フライブルク大学の要
綱 10では以下のようなプロセスを取るように指示されている。
・Eucor student ID card 、つまり Eucor の共通学生証を作成すること。
・他大学のホームページにアクセスし、提供されている授業についての情報を得ること。
・授業が始まるまでに、自分の所属学部か大学の事務室で、その授業が学位取得の際に単位と
して認められるかを確認すること。
・様式をダウンロードし、受け入れ先大学の教授に授業を受けることを認める旨記入してもら
い、また授業終了後には授業に出席した証明、また成績について記入してもらうこと。最後
に受け入れ先の大学の公印を押印してもらうこと。
・他大学に行った際の交通費の申請をすること。
Interreg Rhin Supérieur の web サイト:
http://www.interreg-rhin-sup.eu/projet/eucor-le-campus-europeen-structures-transfrontalieres/?cat=256-207（2018 年 2 月
5 日アクセス）
9 http://www.eucor-uni.org/sites/eucor-uni.org/files/brochure_pour_des_etudiant-e-s.pdf（2018 年 2 月 5 日アクセス）
10 フライブルク大学の web サイト:
http://www.studium.uni-freiburg.de/studienbewerbung-en/austausch-en/eucor-en/eucor.html-en?set_language=en（2018 年
2 月 5 日アクセス）
8
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その他大学ごとの注意（履修登録の時期・相談窓口・申請締め切り時期等）についても言及され
ている。以上のプロセスを経ることにより、学士取得の際の単位の獲得、および交通費の補助を
受けることが可能になる。また共通学生証により、他大学の図書館および学食も利用することが
できる。
（2）ダブル／トリプル・ディグリープログラムとコチュテル
Eucor‐ヨーロッパキャンパスでは 10 の共通課程を設け、その内の 7 つの課程で修了者に対し
ダブル／トリプル・ディグリープログラムを授与している。例えば現在学部生へ唯一提供されて
いるプログラムは Regio-Chimica 11という化学分野に関するもので、一年目はミュルーズのオー
ト・アルザス大学、二年目はフライブルク大学、三年目はそのいずれかの大学で学び、その両大
学からダブル・ディグリーを得るというプログラムになっている。修士・マスターのレベルでは
現在 6 つのプログラムがあり、国際経営学、政治学・ジャーナリズム、ヨーロッパ比較法、化学、
ナノサイエンスなどに幅広い分野から提供されている。
また、博士課程学生に対してはコチュテルという博士論文の 2 カ国の大学による共同指導プロ
グラムを提供されており、最終的に Eucor‐ヨーロッパキャンパスの 2 つの異なった（2 カ国の）
大学から学位が授与されるというものである。指導教官、口頭試問、審査員もすべて 2 カ国の大
学のメンバーによって構成され、このプログラムの博士課程学生は基本的にフランス語またはド
イツ語のどちらかの言語で論文を執筆し、その要約をもう一方の言語で執筆することになってい
る。

3.2 共同研究の促進
（１）共同研究プロジェクト
一方、研究面に関しては、構成校の間でいくつもの共同研究プロジェクトが立ち上げられてい
る。Eucor‐ヨーロッパキャンパスは、研究面で優先度の高いものとして、4 つの分野（量子技
術、プレシジョン・メディシン、持続可能な開発、古典研究）を挙げており、例えば、持続可能
な開発に関しては Upper Rhine Cluster for Sustainability Research (URCforSR) 12というライ
ン川上流地域のサステイナビリティを研究する集合体（クラスター）が創設されている。ガバナ
ンス・エネルギー・資源マネージメント・異文化共存などテーマごとに Eucor 構成校所属の研究
者ネットワークが構成され、共同研究を行ったり、国際学会を開催したりしている。その他にも
神経科学に関する 100 以上の研究室の共同プロジェクトである Neurex13（Neuroscience Upper
Rhine network）や自己免疫や口腔の稀少疾患を扱う RARENET 14など、数多くのプログラムが
ありそれぞれが Eucor とは別にライン川上流領域間財政支援プログラム（Interreg Rhin
Supérieur）の資金援助を受けている。
11
12
13
14

Regio-Chimica の web サイト : http://www.regiochimica.uha.fr/（2018 年 2 月 5 日アクセス）
URCforSR の web サイト : https://www.sustainability-upperrhine.info/de/home/ （2018 年 2 月 5 日アクセス）
Neurex の web サイト: https://www.neurex.org/（2018 年 2 月 5 日アクセス）
RARENET の web サイト ： http://www.rarenet.eu/（2018 年 2 月 5 日アクセス）
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（２）資金援助プログラム“Seed Money”
“Seed Money”は Eucor‐ヨーロッパキャンパス自身が提供する最初の資金援助プログラム
で、2018 年 1 月から開始された。教育分野及び研究・イノベーション分野から 5～10 の Eucor
構成校による共同プロジェクトを選び、それぞれのプロジェクトに対し最高 6 万ユーロを援助す
るものとなっている。
2018 年から 2020 年までの合計で 100 万ユーロの予算が投入される予定で、
教育・研究分野での流動性をさらに高めていくことを目的としている。
2018 年の募集に対しては、38 件の応募があり、各大学の専門家達で構成されるチームによる
選考の結果、その中から教育分野の 3 件、研究・イノベーション分野の 5 件の計 8 件の共同研究
プロジェクトが採択された 15。採択されたものの例としては下記のようなものがある。
（教育分野）
○植物科学分野での優れた研究者養成のためのキャンパス間共通課程の設立
○キャンパス間 e ラーニング開発プロジェクト
（研究・イノベーション分野）
○コンピューター計算と研究改良のためのデータ分析プロジェクト
○北欧におけるプロテスタンティズムの美学研究

4. 担当者へのインタビュー
本章では Eucor‐ヨーロッパキャンパスの実務担当者への聞き取り調査を抜粋して紹介したい。
資料や web サイトを調べるだけでは分からなかった各担当者の役割・実務レベルで生じる問題・
将来的な見通しなどを中心にインタビューを行った。
○インタビュー１
実施日：2017 年 12 月 14 日
対応者：Ms. Aurelle Garnier（Eucor‐ヨーロッパキャンパス
ストラスブール大学 コーディネーター）
Q.

Eucor‐ヨーロッパキャンパスの組織と、その中でのあな

たの具体的なミッションについて教えてください。
A. このプログラムの組織には 3 つのレベルがあります。一つ
目は学長達のグループ。彼らは年に 2 回会合を開き、課題を決

Ms. Aurelle Garnier

定したり今後の戦略について話し合います。二つ目のグループは Eucor の副学長達のグループ。
各大学から 1 名ずつ選ばれた副学長が、それぞれの担当する教育、研究、文化交流等の分野の今
後の戦略などについて月に 2～3 回話し合っています。実質的には彼らがプログラムを提案して、
15http://www.eucor-uni.org/fr/2018/01/08/le-campus-europeen-accorde-un-financement-initial-de-300-000-euros-huit-projet
s（2018 年 2 月 5 日アクセス）
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学長達が承認するという流れになっています。そして各大学のコーディネーターのグループがあ
り、定められた戦略・プログラムを各大学で実行していくことになります。私はストラスブール
大学のコーディネーターですので、決定されたプログラムを学内関係部署に説明したり調整した
りしています。
またこの大学内でのプログラムの窓口でもあります。例えば他の Eucor メンバー校と共同研究
しようと考えている研究者に対し、その大学のコーディネーターに連絡したり、また考えられう
る資金援助について提案したり、
共同研究できそうな研究室があるかなど、
情報提供しています。
その逆に他の Eucor メンバー校からの照会に応じることもあり、つまり他の大学にとっての窓口
でもあるわけです。
Q. 組織内には学生の評議会もあるようですが、私には興味深く感じます。
A. フランスの大学組織ではよくあることですよ。各大学の学生から成り、学生達を代表して要
望を伝えたり、イベントを計画したりしています。例えば昨年は Eucor フェスティバルを開催し
ました。各大学のメンバーでバンドを組んだりしていましたよ。
Q. いつからこのポストで働いているのですか？
A. 2015 年 1 月からで、3 年になります。その時に初めてこのポストが作られたのです。それま
では国際部署の一人が担当していただけでした。私は Eucor のためだけに勤務していますが、他
大学のコーディネーターでは 50％を Eucor、50％を大学の事務という人もいます。
Q. あなたが業務をする上でどのような困難な事がありますか。
A. このプログラムは 1989 年からありとても古いのですが、あまりうまくはいっていませんで
した。約 3 年前から再構築しようという機運が高まったのです。現在副学長以上の戦略的・政治
的レベルではうまくいっていますが、それを下支えし、実行する部門ではすべきことが飛躍的に
増えました。各大学間でどうコミュニケーションをとっていくのかというのも問題です。
また、プログラムの手続きの面でも問題があります。例えばストラスブール大学の学生がフラ
イブルク大学の授業を週に一回受講しようとした場合でさえ、たくさんの書類が必要になります。
私たちは今手続きを簡略化しようとしているのですが、これが大変な仕事なのです。学生を支え
るシステムについても大学間で差があり、例えばドイツの大学では授業のシラバスをすべて web
で閲覧できますが、フランスではそうではありません。フライブルクの学生がストラスブール大
学で受けたい授業を探すのはとても困難なわけです。その解決策を見つけ出すことは簡単なこと
ではないのですが、各大学の国際部や人事部など、関係部署の責任者と交渉をしています。
Q. そのようなに他国の担当者とやり取りをする場合言語は障壁になりませんか。話し合いはど
の言語でしているのでしょうか？やはり英語でしょうか。
A. 基本的に Eucor の担当者はみなドイツ語とフランス語両方を喋れます。ただ研究者や大学の
事務担当者はそうではないので英語で話したり、通訳をお願いしたりすることもありますね。
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Q. このプログラムの資金・財源について教えてください。
A. まず各大学が資金を拠出しています。総額は年間 50 万ユーロくらいで、人件費や広報、旅
費、事務所の賃料などプログラム運営のために当てられています。各大学それぞれ Eucor のため
の予算を持っており、学生数に応じて各大学の拠出額が決められています。ストラスブール大学
は学生数が多いので、額も多いです。さらに各大学このプログラムのための財源を持っています
が、それは大学によって大きく異なります。ストラスブール大学は IDEX（エクセレンス・イニ
シアティブ）
、あるいは国、地域、市からも援助を受けていますが、ドイツの 2 大学は国からは
援助を受けていませんし、スイスのバーゼル大学は外部からの援助をまったく受けていません。
また EU からの資金援助もあります。ライン川上流領域間財政支援プログラム（Interreg Rhin
Supérieur）は EU による資金援助の基金ですが、Eucor はそこから支援を受けています。GECT
となり、状況はこの数年で大きく変わりました。しかし同時に私たちは多くのプロジェクトに取
り組み始めたので、他の資金の可能性についても探っている最中です。
Q. このプログラムの特異性はどこにあるとお考えでしょうか。他にもエラスムスなど、ヨーロ
ッパには流動性・国際性を高めるプログラムは存在していますが。
A. まず挙げられるのは各大学間の近接性です。端から端まで 200 キロしか離れていませんし、
唯一障害となりうるのは国境だけですから。これだけ近い大学と連携するのは、日本の大学と連
携するのと容易さが全く異なります。例えばある研究者が研究を進めるにあたり、特別な実験装
置を探していたとしましょう。それがアメリカにあるのか、このヨーロッパキャンパスの中にあ
るのかで、その研究者の労力が全く違なることが想像できると思います。
国際性については、この 5 大学を一つのキャンパスと見れば、すでにフランス・ドイツ・スイ
スの国境をまたがったものになっています。私たちはこの国際性をさらに高めようとしています。
今すぐは難しいのですが、理想的には、例えばバーゼル大学へ国外から学生が留学してきたら、
その学生がこの 5 大学すべての授業を履修できるようにしたいのです。それは各大学の国際性を
高めるだけでなく、その留学生にとっても大きな利点になるはずです。この 5 大学すべてのイン
フラにアクセスできるのですから。
Q. 具体的に年間何人の学生がこのプログラムを利用していますか。
A. 例えば他大学の授業履修については約 1000 名が登録しています。
博士課程レベルでは約 100
名がコチュテルを受けています。その他にもセミナーに参加したり、共同研究をしたり、様々な
プログラムがあるのですが厳密な数字は把握していません。いずれにせよこれらの数字を伸ばし
ていきたいと思っています。
Q. このプログラムと各大学の自律性との関係についてはどうお考えでしょうか。自律性を尊重
しなければいけない場面もあるかと思いますが。
A. 各大学とも自律性を保っています。このプログラムは補完的なものなのです。ただ将来的に
は、5 大学の共通項をもっと増やしていきたいですね。例えば各大学所属ではなく、この「ヨー
ロッパキャンパス所属」の研究者をリクルートできるようになれればいいなと思っています。た
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だ、各大学、各国の規則は違いますし、給与のことなども問題になってくるでしょう。いずれに
せよ各大学が自律性を保ちつつ、競争をするのではなく、助け合える関係を作ることが重要だと
思っています。

○インタビュー2
実施日：2018 年 1 月 22 日
対応者：Dr. Joern Pütz （Eucor‐ヨーロッパキャンパス 副学長
（研究分野担当）
・ストラスブール大学 副学長代理）
Q. Eucor‐ヨーロッパキャンパスの副学長と同時にストラスブー
ル大学の副学長代理を兼務されています。具体的な業務内容につい
Dr. Joern Pütz

て教えてください。

A. ストラスブール大学には研究担当の副学長がいますので、その決定に従い、学内外との調整
を行っています。またそれと同時に Eucor の副学長として、5 大学の研究担当副学長と今後の戦
略等を話し合っています。つまり、ストラスブール大学を代表すると同時に Eucor の研究分野で
5 大学の取りまとめを行っているということですね。例えば研究分野に関して私たちは何を優先
していくべきか、どうすればコチュテルが容易にできるようになるか、学術セミナーをどう開催
するか等々、扱うことは多岐に渡っていますが、彼らとの会議で詳細をつめていきます。最後に
私は研究者でもあるので、研究活動も続けています。大学行政と半分半分位でしょうか。
Q. GECT となったことは歴史的な一歩、とのことですが以前から何が変わりましたか。
A. 1989 年から Eucor のプログラムはありましたが、それまでは各大学長が年に 1、2 回会って
話し合うくらいのネットワーク、つまり法的には何も意味を持たない集合体だったのです。2010
年、前ストラスブール大学総長 Alain Beretz が Eucor についてさらに交流を進めるべきだ、い
わば Eucor 2.0 を開始するべきだと言い出し、最終的に GECT となりました。
GECT になったということは、法人格を得たということで、ヨーロッパ委員会が国境を越えた
活動を容易にする資格を与えてくれたわけです。人事面でも、今までは Eucor の担当者は各大学
に張り付いていたのですが、そこから引き剥がすことが可能になったので、Eucor のためのポス
トが用意され、Eucor のためのチームを組織することができました。その他にも自分たちが従う
べき規則を決めることができるようになりました。
Q. このプログラムの特異性・特徴は何でしょう。
A. 研究面ではボトムアップ型の国際共同研究を推進している、ということができます。地理的
に非常に限られた範囲の中で、研究者同士が最初は簡単なブレインストーミングをして始まった
ものを、大きな結晶にしていく作業を推進しているのです。日本とフランスでもできると思うか
もしれないですが、同じヨーロッパキャンパス内でできるというのは重要なファクターです。近
いということはよりシンプルに物事が進むということを意味します。このシンプルさは共同研究

- 250 -

においては重要なのです。そして近ければ信頼関係を構築しやすいですし、スピードを生み出し
ます。会いたいと思ったらすぐに会えるというのは大きなメリットで、何かしようとした時の障
壁が圧倒的に少ないのです。
Q. しかしプログラムを実行するにあたっては、各大学、国が違えば手続き上の違いも存在する
のではないでしょうか。何が障壁・問題となりますか？
A. それほどで違いがあるわけではありませんし、すべてを統合してしまうわけではないのです。
各大学は自律的な存在のままです。もし誰かが何かしようとした際、それが実行可能かすぐ分か
るようにしたいのです。事務手続き上もそうです。ですから Eucor の担当部署ができたというの
は大きなメリットです。以前はそうではなく、組織化されていませんでした。教員・研究者・学
生とも、Eucor のプログラムを使うにあたっては完全に個人ごとに動いていました。
問題があるとすれば各大学間の情報共有でしょうか。これも今はだいぶ良くなりました。そし
て財源の問題。これに関してはもっと増やさないといけません。今はやりたい計画をすべては実
行できておらず、いくつかプロジェクトを選択して財源を充てているという状態です。
Q. 何を優先課題としてお考えでしょうか。
A. まずはこのプログラムを持続可能なものにすることです。つまり、
安定した財源と人材です。
その都度、財源を探すようなことは避けなければなりません。そして各大学間の交流をより高め
ることです。学生の交流、研究者の交流、そして事務職員の交流も。
ヨーロッパキャンパスを可視化する作業も必要です。例えばインターネット上で、英語で履修
可能な授業やダブル･ディグリーを検索したりできるフォーマットを作ることなど。また研究者・
学生共にまだまだこのプログラムは知られていませんので、さらなる広報活動が必要です。
Q. EU の存在はこのプログラムに必要不可欠なものでしょうか。例えばもしフランスが EU を
離脱した場合でも、このプログラムは存続していくでしょうか。
A. GECT としてはヨーロッパ委員会から評価を受けていますし、EU は大きな存在です。資金
面でも EU から支援も受けています。今、人々は EU 内を自由に行き来していますが、未だに国
境というものは存在し、各国ごとに法律が存在してそれがこのプログラムを進めていく障壁にな
ることもあります。EU を離脱すればより困難になるには間違いありません。しかし、例えば
Brexit があっても、依然としてフランスとイギリスとの学術交流は継続しています。
Q. このプログラムの成否についてはどのように判断されていますか。何か判断基準をお持ちで
しょうか。
A. 今すぐに判断をするというのは時期尚早だと思います。本格的に始動してからまだ 3 年で、
ヨーロッパキャンパスを構造化している最中なのですから。しかし今後、大学間交流をする学生
やダブル・ディグリー、共同研究プロジェクトの増加を期待しています。今後は、もしかしたら
日本に向けて開かれたプログラムになるかもしれないのです。
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Q. 地理的にも歴史的にもフランスとはまったく条件が違いますが、日本ではまだまだこのよう
な国際連携のプログラムは少ないと思います。あなたの日本の高等教育研究機関の印象、また何
かアドバイスなどはありますか。
A. これはどの国にも言えることですが、異なる文化と交流するとなると言語の問題が生じます。
研究者は科学的な関心に基づいて海外へ行きますが、学生たちはどうでしょう。ヨーロッパ人の
学生でも、
やはり海外での経験は必要だと思います。
私の研究室へ来た日本人学生は素晴らしく、
私の研究の仲間や友人を見ていても、海外へ出て行くという情熱を持っているというのはとても
重要なことだと感じます。

5. おわりに
以上が、現時点での Eucor‐ヨーロッパキャンパスの概要と、聞き取り調査の内容である。3
カ国が接するライン川上流という地域に、それぞれ知的資源を持った大学が点在しているという
地理的特殊性と、ヨーロッパという国家を超えた存在がこのプログラムを生み出した要因となっ
ていることが分かった。
また、このプログラムは歴史的には古いものの、この 3 年間で大きく状況が変化しまだまだ発
展途上にある。過渡期であるがゆえに、内外で認知度を上げたり、安定した財源・人材を確保し、
異なる大学間で連携を高めていく作業に困難さが伴うということも、特にインタビューを通じて
分かったことでもある。しかしそれでも歴史上初の「ヨーロッパキャンパス」を作るという試み
は国際的な面でも、学術の面でも魅力的に感じられる。
地理的にも歴史的にも、アジアに属する日本では全く状況は違うが、個々の大学内にこだわら
ず、互いに協力できることがあれば積極的に連携し、そのための仕組みを整えていくという点に
おいては学ぶべきところが大きいだろう。大学の究極の存在理由は教育・研究であり、それがよ
り高いレベルで達成されるのであれば一つの大学内にこだわる必要はない。各大学が個々として
の力をつけていくことが大事なことに違いないが、その手段が限られつつある今、いかに他の大
学と手を携え連帯していくべきか、その方法論を考えていくことが重要なのではないかと感じた。
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