Brexit が英国大学の留学生獲得政策にもたらす影響
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1.

はじめに

2016 年 6 月、英国にて欧州連合（EU）からの離脱の是非を問う国民投票が行われた。投票の
結果、僅差で EU からの離脱派が残留派を上回り、英国の欧州連合からの脱退（ブレクジット:
Brexit）が決定的になった。日本でも、このニュースは大きく報道されていたことが記憶に新し
い。2019 年 3 月 29 日に、いよいよ欧州連合からの離脱を迎えることになる英国であるが、筆者
がロンドンに派遣された 2018 年度中、Brexit を目前に控えた英国では、連日 Brexit 関連の話題
がニュースを賑わせていた。
英国は国を挙げて留学生獲得政策を実施してきた歴史があり、現在までにそれが功を奏してい
ると言える。世界中からの留学生の獲得は、英国経済にも影響する重要な収益となっているが、
今回の Brexit が英国大学の今後の留学生の獲得にマイナスの影響を及ぼすことは避けて通れな
い問題となっている。現在は人気の留学先としてその地位を確立させている英国であるが、今後
Brexit により、その状況が変わってしまうかもしれない。自国に多大な影響を与えうる重要な局
面を迎えている英国大学に危機感はあるのか、また大きな変化の中でどのように生き残っていこ
うとしているのか。英国大学は留学生の獲得に関して、今後の Brexit を見据えた上での動きや戦
略を持っているに違いないという予想の下、ウェブニュースや新聞記事では分からない大学担当
者の生の声を聞いてみることにした。
なお、本稿での「英国大学」とは英国全体ではなく、イングランドにおける大学を指すものと
している。1

1 英国（United Kingdom）は、イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドで構成されている連合王国であ
り、それぞれ異なった教育制度がある。
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2.

英国の留学生受け入れ状況と獲得政策

2-1 英国の留学生受け入れ状況
現在英国の留学生の受け入れ総数は約 45 万人であり2、世界において米国の約 100 万人3 に次
いで留学生の受け入れが多い国となっている。4

図 1 は EU 加盟国（図 1-1）と、それ以外の

国（図 1-2）について、それぞれ留学生受け入れ総数上位 10 カ国の 2013/2014-2017/2018 に置

図 1-1 英国の留学生受け入れ総数 上位 10 ヶ国（EU 加盟国）
Top ten European-Union countries of domicile (excluding the UK) in 2017/18 for HE student enrolments Academic
years 2013/14 and 2017/18（HESA）https://www.hesa.ac.uk/data-and-analysis/students/where-from より筆者が作
成

HE student enrolments by domicile 2013/2014 to 2017/18 / HESA (2019 年 1 月 30 日アクセス)
https://www.hesa.ac.uk/data-and-analysis/students/where-from
3 Number of International Students in the United States Reaches New High of 1.09 Million
/ The Institute of International Education (IIE) (2019 年 2 月 7 日アクセス)
https://www.iie.org/Why-IIE/Announcements/2018/11/2018-11-13-Number-of-International-Students-Reaches-New-High
4 Education at Glance 2018/ OECD (2019 年 1 月 27 日アクセス)
https://read.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2018_eag-2018-en#page230
2
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ける変遷を表している。EU 加盟国（図 1-1）ではイタリア、フランス、ドイツが上位に位置して
いる。2013/2014-2017/2018 の間で、受け入れ数が上昇している国、下降している国と様々であ
るが、近年、イタリアからの留学生数の大幅な上昇が一際目立っている。次に EU 以外の国（図
1-2）を見てみると、中国からの留学生数は突出しており、次にインド、米国、香港と続いている。
他国の増加率が横ばいまたはマイナスとなる中で中国の留学生数は近年、着実に増加しており、
際立って上昇傾向にあることが分かる。中国という留学生の巨大な市場は英国にとって最も重要
視するべき市場のうちのひとつである。5

図 1-2 英国の留学生受け入れ総数 上位 10 ヶ国（EU 加盟国以外）
Top ten non-European-Union countries of domicile (excluding the UK) in 2017/18 for HE student enrolments Academic
years 2013/14 and 2017/18（HESA）https://www.hesa.ac.uk/data-and-analysis/students/where-from より筆者が作成

Roundup: China most important market for British universities: APPG report/ Xinfua net(2018/11/7)
（2019 年 2 月７日アクセス）
http://www.xinhuanet.com/english/2018-11/07/c_137586973.htm

5
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また、表 2 は、英国の各高等教育機関の出身地別 First year（初年度、つまり新入生）在籍留
学生数である。ここでも中国からの留学生が多いことが見て取れる。その数は、EU 全体の国か
らの留学生数を上回っている。今や留学生の約 4 人にひとりは中国人留学生である。
EU 諸国からの留学生数は 2012/2013 から、中国に追い抜かされているものの、それでもその
他の地域からの受け入れ数と比べると依然として非常に多く、英国における留学生総数の大部分
を占めているということが分かる。

図 2 英国における国・地域別 新入留学整数
First year non-UK domicile students by domicile Academic years 2006/07 to 2017/18（HESA）
https://www.hesa.ac.uk/data-and-analysis/students/where-from より筆者が作成

2-2 英国の留学生獲得政策
英国は 1999 年、英国政府主導による留学生支援政策（PMI: Prime Minister’s Initiative）を
発表した。この政策は今後のグローバル化を見据えて、2000 年から 2005 年の 5 年間で留学生数
を 5 万人増加させることを目標として掲げ、教育の質を高めること、「Education UK」 という
包括的なブランドを擁立することによるマーケティングコミュニケーション戦略、諸外国とのパ
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ートナーシップ強化等に注力した取り組みを行った。6 結果的に 2005 年には目標数値を 7 万人
も上回ることに成功し、2006 年には PMI 第二期（2006 年-2011 年）の実施もされている。国を
挙げての留学生支援政策により、英国で教育を受けることが一種のブランドとして確立され、様々
な国からの留学生の獲得に成功したのである。

3.

留学生が英国へもたらす経済的影響

留学生の獲得政策を実施し、世界中から多く
の留学生を集めることに成功した英国であるが、
その留学生が英国経済にもたらす影響は大きい。
Universities UK が発行した「The economic
impact of international students」（2017.3）
の中でも、
「英国が経済的に成功するためにも、
EU からの学生、EU 圏外からの学生（つまり
留学生）の重要性は、政府の戦略の中でも認識
されている。」7と記述があるとおり、英国は、
留学生を自国経済の観点からも重要な存在して
位置づけていることがわかる。
留学生が英国経済にもたらすものは大学の授
業料収入のみではない。留学生がものを購入し
たり、サービスを利用したり、彼らの大学内外、
両方で生じる消費活動、また、彼らの家族、知

図 3 The economic impact of international students /Universities UK
https://www.universitiesuk.ac.uk/policy-and-analysis/reports/Documents/20
17/economic-impact-international-students-final-WEB.pdf より一部抜粋

人が学生のもとを訪れること、そして訪れた際
に生じる経済活動のすべてが英国経済に貢献し
ているのだ。2014 年から 2015 年にかけて、留学生と彼らの訪問者が生み出した総生産額は 258
億ポンド（日本円で約 3.7 兆円8 ）にも上り、彼らの経済活動によって、英国内で 206,600 人の
フルタイムでの雇用が生み出されている。
（図 3 参照）また、この経済活動と雇用の創出により、
英国は 10 億ポンド（日本円で約 1,430 億円 8）の税収を得ている。この額は 25,000 人の警察官

6 英国政府主導による留学生支援政策（PMI）に関する情報/ British council (2019 年 1 月 27 日アクセス)
https://www.britishcouncil.jp/programmes/higher-education/trends/pmi
7 The economic impact of international students、Page1 / Universities UK (2019 年 1 月 27 日アクセス)
https://www.universitiesuk.ac.uk/policy-and-analysis/reports/Documents/2017/briefing-economic-impact-international-stu
dents.pdf
8 1 ポンド＝143 円（2019 年 1 月 29 日時点換算レート）として計算。
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の給与に相当するほどのものだという。9 ポーツマス大学副学長の Graham Galbraith 教授は
『留学生がもたらす経済的恩恵は英国全土に広がっている。留学生の獲得を促進することは、産
業的戦略の中核をなすものであり、ブレクジットを控える英国にとって重要なものとなる』と述
べている。10

4.

Brexit がもたらす影響

2019 年 2 月現在も Brexit に関する今後の政策・方針について国内での議論や EU との交渉が
引き続きなされているところであるが、Brexit がもたらす結末は、「ソフトブレクジット」、「ハ
ードブレクジット」、「ノーディールブレクジット（合意なき離脱）」のいずれかになると言わ
れている。ヒト・モノ・サービス・カネの移動を自由に行える EU 単一市場から英国が離脱する
ということは、この単一市場にアクセスできなくなることであり、これまでの自由なヒト・モノ・
サービス・カネの流れが制限されることを意味する。「ソフトブレクジット」とは、ヒトの移動
（すなわち移民）は制限するが、関税同盟や、EU 単一市場に残留すること、「ハードブレクジ
ット」はヒトの移動を制限し、かつ関税同盟や EU 単一市場から脱退することである。11ソフト
ブレクジットについては、移民の制限をしながら単一市場に残留するいうことは成立しない、と
いう声もあり、ハードブレクジットが現実視されてきた。しかし、Brexit までの期日が迫ってい
るにも関わらず、EU との交渉がうまくまとまらない状況の中、ハードブレクジットでもなく、
一切の取り決めもない状態の「合意なき離脱」という結末も考えられるようになってきた。合意
なき離脱になった場合、これまでに行われていなかった関税手続きが発生することにより、スム
ーズな輸出入が妨げられ、モノの不足を引き起こし、英国経済に大きな混乱をもたらす可能性が
ある。また、経済的な影響だけでなく、英国大学の留学生・研究者にとっても「合意なき離脱」
は影響を与えることになる。主に次のような影響が出るということが懸念されている。

9

The economic impact of international students/ Universities UK (2019 年 1 月 27 日アクセス)

https://www.universitiesuk.ac.uk/policy-and-analysis/reports/Pages/briefing-economic-impact-of-international-students.as
px
10 New study shows the benefits of international students are ten times greater than the costs – and are worth £310 per
UK resident / Higher Education Policy Institute (2019 年 1 月 27 日アクセス)
https://www.hepi.ac.uk/2018/01/11/new-figures-show-international-students-worth-22-7-billion-uk-cost-2-3-billion-net-gai
n-31-million-per-constituency-310-per-uk-resident/
11 What is the difference between hard and soft Brexit? Everything you need to know（2016.10）/INDEPENDENT
(2019 年 2 月 7 日アクセス)
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-hard-soft-what-is-the-difference-uk-eu-single-market-freedom-mov
ement-theresa-may-a7342591.html
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＜合意なき離脱となった場合

12＞

・EU からの学生の授業料が値上げに伴う学生数の減少
・EU からの資金へのアクセスが不便になることによる人材の流出
・EU 内での教育・研究に関するコラボレーションの減少

EU からの留学生の授業料が値上げに伴う学生数の減少
英国大学の授業料は、「英国または EU からの学生」と「それ以外の学生」の 2 つに区分され
ており、「それ以外の学生」は、「英国または EU からの学生」より高額な授業料を支払うこと
になっている。英国出身の学生とその他の国・地域出身の留学生、という区分にはなっていない
ため、EU からの学生は、英国出身学生と同額の授業料を支払っている。それが Brixit 後、英国
は EU 加盟国でなくなるために、授業料の区分が英国出身の学生と、それ以外の国・地域出身の
学生となる。これまで英国出身者と同等の授業料でよかった EU からの学生にとっては、今まで
以上に費用がかかることとなり、その学生数が減少することは避けられないだろう。留学生の大
部分を EU 出身学生が占めていることからも、英国大学にとっては今後の懸念事項となる可能性
がある。

EU からの資金へのアクセスが不便になることによる人材の流出
現在英国は EU へ多くの拠出金を支出し、同時に EU から多大な研究資金を受領している。具
体的には、2007 年から 2013 年の間に EU 加盟国からの総収入のうち 10.5%に当たる 777 億ユー
ロを拠出し、EU 加盟国への総支出の 6%に当たる 475 億ユーロを受領している。13
合意なき離脱となれば、これら EU からの資金へのアクセスもできなくなるために、EU から
のファンドを得ている英国大学の研究者にとって、非常に大きな問題となる。
EU から英国への今後の資金配分が保証できないために、英国のパートナーは、コンソーシアム
から除いておくことが推奨されていたり、英国の研究者が EU の資金を受けたプロジェクトの辞
任を求められているケースもあるようだ。14

充分な研究環境が整っていない、と研究者が判断

すれば、研究者の英国外への流出がおき、優秀な人材を集めることは難しくなる。優秀な研究者
‘No deal’Brexit: implications for universities and minimising risk/ Universities UK(2019 年 1 月 27 日アクセス)
https://www.universitiesuk.ac.uk/policy-and-analysis/brexit/Pages/no-deal-brexit-implications-for-universities.aspx#summ
ary
13 The UK and EU research funding/ The Royal Society (2019 年 1 月 27 日アクセス)
https://royalsociety.org/topics-policy/projects/uk-research-and-european-union/role-of-EU-in-funding-UK-research/uk-andeu-research-funding/
14 UK scientists dropped from EU projects because of post-Brexit funding fears/ The Guardian
(2019 年 2 月 1 日アクセス)
https://www.theguardian.com/education/2016/jul/12/uk-scientists-dropped-from-eu-projects-because-of-post-brexit-funding
-fears
12
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の流出には、その研究者の下で学びたいと考える学生の流出も伴うと考えられるため、研究者・
学生、両者の流出を引き起こすことにつながるだろう。

EU 内での教育・研究に関するコラボレーションの減少
英国と EU 間では学術交流も盛んに行われているが、現在実施されている EU の教育・研究に
関するプロジェクト、Horizon202015 や Erasmus+

16

への参加についても、EU を離脱した英

国の、今後の関わり方について再考しなければならない。最悪の場合はプログラムや英国への資
金が打ち切りになる可能性も出てくるだろう。このように、資金面での問題からも、合意なき離
脱になれば EU 諸国が英国とのパートナーシップに消極的になることが予想される。
以上のように合意なき離脱により懸念される点をいくつか述べたが、英国の Brexit 後すぐにこ
のような状況に至ってしまうわけではない。現状を直ちに変化させることによる多大な混乱を防
ぐため、当面の配慮がされているものもある。例えば学生の授業料についてだが、在学生と、2019
年度新規入学者の EU からの学生についてはこれまで通りの授業料が適用される。12 その他の
様々な懸念事項についても、英国大学はできるだけ混乱を回避すべく、政府に働きかけを行って
いる。Russell Group17 は、2019 年 1 月 4 日、合意なき離脱が行われた場合の学術界へ及ぼす多
大な影響について、政府に対する警告書面を送付した。書面の中で、Brexit については、現時点
で不確定な要素が多く、EU からの多くの学生、スタッフ、研究者を巻き込んだ様々な問題が発
生しうる可能性、また知の交流、流動という観点からも英国の学術界は計り知れない深刻なダメ
ージを受け不利益を被ることを挙げ、合意なき離脱は避けなければならないこと、今後の適切な
措置と保証を整えることを要求している。18
合意なき離脱を回避できたとしても、Brexit が実行される以上、EU 諸国からの学生がこれま
で通りの恩恵を受けることができなくなるということは避けらない。将来の展望が見えないこと
の不安も相まって、EU 諸国からの留学生数は全体的に見ると減少するだろうと考えられている。

EU の研究やイノベーションにおける協力関係を目的とする最大の研究開発プログラム。2014 年から 2020 年の７年間にか
けて約 800 億ユーロの資金提供が行われている。
What is Horizon2020? / European Commission (2019 年 1 月 27 日アクセス)
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/what-horizon-2020
16 2014 年から 2020 年の７年間にかけて人的流動性を高めることを目的とした EU の教育助成プログラム。学生には学業、ボ
ランティア、職業経験における様々な経験を積んでもらうことが主な目的。個人支援だけでなく、民間、公的機関の支援まで
幅広い助成制度を含む。
Erasmus + (2019 年 1 月 27 日アクセス)
https://www.erasmusplus.org.uk/about-erasmus
17 Russell Group: 1994 年に設立された、英国の 24 の有力大学により構成されている団体。詳細については JSPS London
Newsletter No.57, P20（2018）にまとめている。
http://www.jsps.org/newsletter/JSPSNL_57.pdf#page=21
18 Warning against no deal Brexit 04 January 2019/ RUSSEL GROUP
(2019 年 2 月 1 日アクセス)
https://russellgroup.ac.uk/news/warning-against-no-deal-brexit/
15
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5.

大学関係者へのインタビュー

各大学は Brexit をどのように受け止めているのかを調査したく、インタビューを行った。また、
それぞれの大学の留学生獲得に関する取り組みについて伺ったものも紹介する。

インタビュー先
○University College London(UCL) 、Ms. Hannah Legg
○Coventry University、Ms. Carolyn Wynne
○London School of Economics and Political Science(LSE) 、Mr. Will Breare-Hall
○University of Oxford、苅谷剛彦教授
※インタビュー番外編：日本の大学のあり方について

●University College London(UCL)
訪問日：2018 年 11 月 29 日
対応者：Ms. Hannah Legg,
Senior Liaison & Recruitment Officer,
Student Recruitment Marketing office

大学概要：
1826 年、イギリスで 3 番目に古い大学として設立。在籍者数（学部・大学院合計）は約 41,000
名の大型総合研究大学。これまでに 29 名のノーベル賞受賞者を輩出している、ラッセルグルー
プ加盟大学。
ロンドン中心部に位置し、江戸時代末期には伊藤博文、井上馨、井上勝、山尾庸三、遠藤謹助の
長州五傑（長州ファイブ）をはじめ、歴史的に影響を与えた日本人が多く留学していた大学でも
ある。Times Higher Education、世界大学ランキング 2019 年度、14 位。

Ｑ 留学生を獲得するための方法は？独自の戦略はあるか。
Ａ それぞれの国や地域ごとに担当者が分かれており、各国の教育関連の政府の動き、大学情報
について細かなところまで情報収集し、データや情報に基づいたリクルーティングを行っている。
その国の学校、大学はもちろんのこと、時には資金援助団体ともネットワークを作るようにして
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いる。このネットワーキングは非常に重要だと捉えている。各方面との関係構築はすぐにできる
ものではないので、担当者が時間をかけてより深いコミュニケーションができるようにしている。
学生とのコミュニケーションにも同じことが言える。学生から多くの質問がメールで届くが、
ひとつひとつ丁寧に答えることも学生のリクルーティングに繋がると考えている。
また、学生とコンタクトした場合は、連絡先や面談内容をデータ化している。学生とも密なコミ
ュニケーションを心がけており、常にどのようなコースに学生たちの興味があるかを把握できる
よう心がけている。
各国担当者がそれぞれ年に数回担当国を訪問し、アルムナイに会ったり、学生向けに説明会を
行っているが、すべての学校・大学を訪問することは難しいため、例えば入学資格保持者へ説明
会をオンライン上で行ったりもしている。

Ｑ

学生のリクルートに最も効果的なコンテンツは何か。

Ａ

どれが効果的かどうか目立って感じることはないが、やはり多くの学生が情報を手に入れる

のは web サイトだと思う。しかし、素晴らしい web サイトがあっても、学生からの質問に対す
る回答に時間がかかってしまえば意味がないので、そうならないように心がけている。また、web
コンテンツの充実だけでなく、これに加えて日頃からの大学の宣伝や出張の機会等、すべての活
動をリンクさせて考えていくことが担当者として大切なことだと考えている。

Ｑ

Brexit の影響を感じるか？

Ａ

今の所、特に実感がない。政府が EU の学生のビザステータスや授業料の据え置きを保証し

ていることを発表しているため、すぐに何か大きな変化があるわけではない。留学生数が今後減っ
ていくかどうか、今の所、はっきりとは分からない。今後は様子を見ることになるだろう。確か
なことが決まっているわけでないのですべてが憶測でしかない状況である。
Brexit に関しては、影響がある可能性のある学生から多くの質問を受けるが明確な回答が難し
い。UCL としての方針や現在の状況をできるだけクリアにして学生の質問に回答したり、学生や
スタッフで影響を受ける可能性のある人向けの web ページに情報を載せ、正しい情報が伝えるよ
うにしたりということを心がけている。今後の政府の決定や動向次第で EU の学生に対するリク
ルートメントに影響する可能性もある。英国の大学は皆、今後の状況を把握することに努め、ど
のような動きになるかを注意深く窺っている状態であると思う。
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●Coventry University
訪問日：2018 年 12 月 10 日
対応者：Ms. Carolyn Wynne
Doctoral College Manager,
Doctoral College and Centre for Research
Capability and Development

大学概要：
1843 年、コベントリー・カレッジ・デザインとして設立され、ポリテクニック（職業教育を中心
に教育課程が編成されている高等教育機関。）を経て 1992 年、総合大学のコベントリー大学と
なる。在籍者数（学部・大学院合計）は約 31,000 名。
様々な産業界との連携が特徴であり、学生が大学外で学び、経験できる機会を多く提供している。
Times Higher Education、世界大学ランキング 2019 年度、601-800 位。

※Brexit に関して回答可能な方にお会いすることができなかったため、戦略や取り組みについて
の話を伺った。

Ｑ

留学生を獲得するための方法は？独自の戦略はあるか。

Ａ

力を入れていることは、ローカル、国、インターナショナルレベルでの大学のブランド力を

高めること。私たちは、大規模な研究型大学ではないため、専門的でニッチな特定の分野での研
究ができるということが留学生にとって魅力になると考えている。
大規模でないことの利点は例えばコミュニティ内で密なコミュニケーションをとったり、研究
について情報交換をしたりできることだ。コベントリー大学は、ローカルビジネスなどの産業界
との関係構築に力を入れている。学生が最先端の産業や、学外との連携によって学ぶ機会を得ら
れることは、コベントリー大学独自のもので、大学のルーツに関係していると言える。その他に
ついては大学のロケーションやマルチカルチャーな街の様子を宣伝することもしている。
また、教員にも研究と、その発信によって大学のブランディングを高めるために協力してもらっ
ている。それぞれの教員が持っている他機関との独自のネットワークも、大学のブランド力を高
める上で重要な役割をしていると考えており、彼らの活動を外へ発信することを意識してもらっ
ている。それが後の共同研究や関係構築につながっていくきっかけとなっている。
留学生のリクルーティングについても教員が持っているネットワークを活用している。例えば、
留学生が大学で学ぶ前からビジティングや共同研究で出会う学生と交流を持ってもらい、教員と
学生のつながりを作っておくことだ。もう一つは、インターナショナルオフィスの働きだ。ター
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ゲットエリアや国があり、それぞれに担当チームが存在している。それぞれの国でリクルーティ
ングのためのフェアに参加している。また、Facebook や Twitter、web ページなどのソーシャル
メディアも活用するようにしている。

Ｑ

留学生を獲得するために最も効果的だと思えるツールは？

Ａ

これは、私個人の経験に基づく憶測になってしまうが、それは課程によって異なるのではな

いだろうか。学部生には、ソーシャルメディアでの宣伝は有効である。博士課程の学生には、細
やかで行き届いた宣伝やコミュニケーションが図れるという点から、研究者自身のブランディン
グや、その研究者との個人的なつながりが最も効果的であると思う。研究者の業績は最も大きな
マーケティングツールである。研究者が、彼らの経験や知恵、そして良いスーパーバーザーとな
りうるかを示すことができれば、それが大学の魅力となるだろう。

●London School of Economics and Political Science(LSE)
訪問日：2019 年 1 月 9 日
対応者：Mr. Will Breare-Hall
Student Recruitment and Study Abroad Manager
Student Marketing and Recruitment

大学概要：
1895 年設立。ロンドン中心部に位置しており、在籍者
数（学部・大学院合計）は約 12,000 名。社会科学に特化した大学であり、在籍学生の約 7 割が
世界 150 カ国からの留学生であることが特徴。これまでに 18 名のノーベル賞受賞者を輩出して
いる。ラッセルグループ加盟大学。Times Higher Education、世界大学ランキング 2019 年度、
26 位。

Ｑ

留学生を獲得するための方法は？独自の戦略はあるか。

Ａ

私たちは一つの大きな戦略を持っているのではなく、それぞれのマーケットによって異なっ

た戦略をもってアプローチしている。有難いことに、LSE は知名度があるため、LSE とは何か、
から説明を始める必要はない。それゆえに、私たちの求める学生に来てもらえるように努力して
いる。大きなフェア等にはそれほど参加しておらず、そこに力は入れていない。英国を出て大学
の宣伝をする際は、ターゲットを絞って訪問するようにしている。実際に会ってみて話すことが
重要だと考えている。ターゲットは、現在の LSE の在学生、入学希望者がどこから来ているか
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を把握し、そのエビデンスに基づいて決めるようにしている。すでに日本のいくつかの大学とも
連携を行なっている。
学生は web サイト、ブログ、ビデオ、そして Twitter から情報を得ている。最も効果的なもの
は web サイトだ。そこにスチューデントビデオブログがあるが、様々な国からの学生に出演して
もらい、キャンパスライフや授業の一コマを紹介している。これは学生たちの生の声を伝えるの
が目的であり、将来的には多言語化されたコンテンツを提供したいと思っている。

Ｑ

Brexit の影響について、どう考えているか？

Ａ

これは個人的な意見だが、国は最悪の決断をしてしまったと感じている。Brexit で英国大学

は影響を受け、今後余計に複雑なコストがかかることだろう。英国大学にとって、それは愚かな
決断であると思う一方で、LSE にとってはチャンスであると捉えることができる。ひとつは為替
の影響で、現在の学費が留学生にとってより安くなる可能性が見込まれ、これによってより多く
の留学生を呼び込むことができることだ。また、LSE を含む英国トップの大学群は、EU からの
学生は、教育の質を求めてより下位のランクに位置する大学よりも上位大学を選択すると考えて
いる。したがって、EU からの学生のアプリケーションは Brexit 後には増えるだろう。それでも
EU からの職員のビザや、EU との共同研究費用、Erasmus 交換留学プログラム等、考えなくて
はならないが先行き不明の問題がたくさんある。
Brexit によって、留学生は歓迎されていないような印象を持たれてしまうと思うが、英国の大
学はそうではなく、留学生をこれまで以上に歓迎している、という姿勢を示していくことが必要
だと思う。

Ｑ

Brexit により予想される困難な状況を打開する策はあるか？

Ａ

正直なところ、答えは「No」だ。
2016 年に Brexit が決まってから、我々は様々な会議やセミナーで議論を重ねて来た。しかし、

今後どのような状況が待ち受けているのか、何ができるのか、誰にもわからない状況だ。したがっ
て、現時点で対策を講じることはできていない。しかし、そうは言っても、内部で今後の様々な
シナリオについて、現在できる限りのことを準備するようにしている。可能な限り迅速かつ効果
的な方法で対処ができるよう意識している。

Ｑ

英国大学は Brexit に対する明確な戦略を持っていると思っていた。

Ａ

不確定要素が多いことから、対策を取りたくても取ることができず、フラストレーションが

溜まっている。私たちは今後の状況について何もわからないのだ。ただ言えることは、Brexit に
よって、英国大学が世界に向けて、留学生を歓迎している、というメッセージを伝えるために多
大な努力をしているということだ。
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●University of Oxford
訪問日：2019 年 1 月 24 日
対応者：苅谷剛彦教授
Nissan Institute of Japanese Studies
School of Interdisciplinary Area Studies

大学概要：
11 世紀に設立され、現存する大学として世界で 3 番目に古く、英語圏では最古の大学と言われて
いる。38 の独立したカレッジと 6 つのホールを総称して「オックスフォード大学」という。在籍
者数（学部・大学院合計）は約 24,000 名。これまでに 50 名以上のノーベル賞受賞者を輩出して
いる。ラッセルグループ加盟大学。Times Higher Education、世界大学ランキング 2019 年度、
1 位。

Ｑ Brexit の影響について
Ａ 日本研究は EU との関わりが他に比べて少ないため、正直なところ、日本人教員としては影
響を感じていない。学生についてはビザや授業料の関係で影響が出ることは必須で、教員につい
ては、EU 諸国との共同研究や EU からの資金を持っていれば影響が出るだろう。Brexit に関し
て、今大学ができることと言えば国、議会への交渉や働きかけになると思われるが、それが、効
果があるかどうかはわからない。
学術界は Brexit には大反対であって、今回のような状況になるとは誰も予期していなかった。
ただ、教員個人レベルでは大学としての目立った動きを感じることはない。学内の会議で、話題
に上ることはあるが、危機意識を感じて議題にする、ということは行われていない。大学にとっ
て切実な問題という認識であるならば、何らかの対策や動きがあるのではないだろうか。結局、
すべては不確定要素が多すぎて、現時点では憶測に基づく議論しかできない、ということになっ
てしまう。今後は Brexit の影響がある中で優秀な人材を獲得し続けることができるかが大学の課
題だと思う。

苅谷教授は、日本の大学のあり方や国際化について多くの著書を出版されている。
今回は貴重な機会をいただくことができたため、英国の大学事情を熟知した苅谷教授に、日本の
大学のあり方についてもお話を伺った。その様子を番外編として以下、お届けしたい。
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インタビュー番外編：日本の大学のあり方について
Q オックスフォード大学は Times Higher Education 世界大学ランキング１位になっているが、
学内での状況をお伺いしたい。
Ａ

これまで、2、3 位に位置している時は不思議なことに「1 位を目指そう」という雰囲気は何

もなかったが、1 位になった際には、大学本部より祝福のメールがきた。オックスフォード大学
は常に米国の大学を意識しており、大学ランキング自体を気にしているわけではない。日本の大
学の場合はまず、アジアの中での位置付けを確立することが優秀な外国人研究者や学生を日本へ
呼び込むために重要になる。
Q 日本の大学の国際化、今後について。何が重要で何をすべきなのか。
日本は近代化して約 150 年になる。非西洋圏でありキリスト教国でもない。唯一の被爆国で

Ａ

あり、敗戦を経験している。多くの犠牲を乗り越えて国を再建してきた様々な経験、歴史がある。
近代化する上で、西洋諸国に憧れを持ち、それを取り入れつつ独自性を持ちながら発展してきた。
このような特殊性がある文化の中でどんな社会、大学を作ってきたか、他国に参考となる経験が
あるはずである。非西洋語で、かつローカルな言語、（つまり日本語）で積み上げた学問的蓄積、
文化や教養を蓄えてきたという点では日本は世界のトップにいる。これが日本の強みであり、こ
れを人類の知の発展に繋いでいくこと、活かすことが重要だ。日本でしかできない研究を、興味
関心を持ってもらえるようにしなければならない。
Q その中でも私たち職員にできることは何か。
Ａ

大学への様々な情報は必ず事務職員を通している。職員の方々には、教員と学外を繋ぐブリ

ッジの役目を担ってもらうことが重要であると考える。
研究や教育以外で、教員の過度な負担を増やさないように、重要だと思われる事柄の取捨選択
を行い、外部とつなぐ対外的な窓口としての役割である。また、教員と職員で、どこを誰がどう
担当するのか、効率的に分業の舵を取ることができるのは職員の能力に拠るところだ。教員には
難しいかもしれない外部との交渉力や説得力、そして柔軟さがあると良いと思う。
オックスフォード大学や米国の大学では、職員に大きな権限がある。PhD を持っている職員も
多く、研究の世界にも精通しており、それゆえに教員と同じレベルで議論ができる、という構造
になっている。国立大学法人化後、職員の採用方法も変わってきているということで、この辺り
のことは今後ますます期待できるのではないだろうか。
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6. まとめ
日々ニュースを賑わす Brexit が英国大学に与える影響について、実態を知るべく、本課題を設
定しインタビュー調査を行なったところであるが、Brexit が決定してから 2 年以上経った今も、
Brexit 後の先行きは不透明であるという結論に至った。ニュースで得られる表面的な情報とは別
に、各大学では何か方針、対策が立てられているだろう、という当初の予想と異なる結果となっ
た。2019 年 2 月 1 日現在、Brexit を目前に控えているこの時期でさえ、最終的な政府の動き、
措置が決定するまで何も手が打てないというのが現状であるようだ。大学上層部ではもしかする
と何か対策が講じられているのかもしれないが、今回のインタビューからはそれを窺い知ること
はできなかった。しかし、不確定要素が多い中で、状況に応じて迅速に、効率的に対応が行える
ように各大学が準備をしていることは明白であった。実際の現場にいる方々の生の声を直接伺え
たことは大変良い機会だったと感じる。
LSE とオックスフォード大学では、大学が現状に振り回されることなく、堂々としている印象
を受けたことは大変興味深かった。やはり、世界的な知名度、ブランド力が関係しているのだろ
うか。インタビュー以外にも様々な英国大学を訪問し、話を聞く機会があったが、大学によって
Brexit への危機感は異なっていた。世界的に知名度の高い大学ほど、余裕のある印象を受けるこ
とが多かったように思う。
また、ラッセルグループの政府に対する警告書面を紹介したように、英国学術界は、学生、教
員、職員、研究活動ができる限り不利益を被らないよう、また、英国学術界の未来のためにも、
政府への働きかけ、交渉を全力で行っている。間違いなく言えるのは英国大学が、今、大きな変
化の局面を迎えているということだ。Brexit は英国大学が留学生を歓迎していないという印象を
もたらすかもしれない。そのような印象を払拭し、今後も留学生にとって魅力ある国、大学とい
う位置づけを保つために、英国大学は今後も留学生を歓迎している、というメッセージを発信し
ていくことが重要になるだろう。引き続き、Brexit 後の英国、英国大学の動きに注視していきた
い。
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