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I. はじめに 

 現代社会においては近年急速にグローバル化が進展
しており、国家間の境界を軽々と越えて物品・貨幣・人・
サービスの移動が行われている。この潮流に呼応するよ
うに、昨今の日本では官民問わず国際的な社会に対応で
きる「グローバル人材」と呼ばれる人材の需要が高まっ
ている。「グローバル人材」とは、政府の定義によると「伝
統と文化を尊重し，それらを育んできた我が国と郷土を
愛するとともに， 他国を尊重し，国際社会の平和と発展
に寄与する態度や，豊かな語学力・コミュニケーション
能力，主体性・積極性，異文化理解の精神等を身に付け
て様々な分野でグローバルに活躍できる」人材 1である。
文部科学省は上記の定義を基に、初等・中等および高等
教育という学校教育を通じてその基礎的能力を培う教
育方針を掲げている。また、「グローバル人材」に求めら
れるスキルとして、  
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を挙げている 2。  
 しかしながら、政府が示す「グローバル人材」の定義
が年を重ねるごとに少しずつ変容していることに加え、
企業などをはじめとする社会が求める「グローバル人材」
像との乖離も散見される。また、文部科学省において当
該人材の養成に関する予算や実施政策を整理すると、養
成すべき能力の一部のみに配分が集中しているだけで
なく、「グローバル人材に期待する能力」と銘打ちながら
手（予算）を付けてすらいない分野が存在していること
が判明する。これは総合的な「グローバル人材」の育成
につながらないばかりか、客体である国民に対して効率
的にアプローチすることを困難にしている。これは効果
の発現に長い年月を要する教育政策の効果発現を一層
後退させうるリスクと認識すべきであろう。  
 このような状況にも関わらず、現在行われている研究
等の大きな論点は「グローバル人材育成の効率的な方法」
に終始し、「そもそもグローバル人材とはどのような人
材であるのか」ということについての議論が欠落してい
るように思われる。  
 そこで本稿では、昨今のグローバル化の潮流を意識し
つつ、国際社会において「グローバル人材」とはどのよ
うな人材であるか、ということを需要の側面から整理す
る。また、この整理に基づき、「日本におけるグローバル
人材とはどうあるべきか」という論点を取り上げ、その
要素を提示する。その上で、提示した要素を有する「グ
ローバル人材」を総体として育成するために有効かつ効
率的な教育政策とはどのようなものであるかという点
について論じる。  

                                                                 
1 文部科学省『第三期教育振興基本計画』、2018 
2 グローバル人材育成推進会議、2011 

 
II. 前提及び制約条件 

 まず、「グローバル人材」と呼称する際は基本的に『第
三期教育振興基本計画』3の定義に基づくものとする。ま
た、ここで議論の対象として挙げる政策は各年度の文部
科学省予算案における「初等中等教育段階におけるグロ
ーバルな視点に立って活躍する人材の育成」及び「グロ
ーバル人材育成のための大学の国際化と学生の双方向
交流の推進」の枠内で行われているものを念頭に置いて
いる。確かに他省庁や他の予算枠組み（文化庁予算など）
で行われる政策において「グローバル人材」育成に寄与
する政策も多数あると考えられる。しかしながら、全て
の関連政策を挙げることにすると「何を関連政策として
位置付けるか」という議論が必要になるであろうし、文
部科学省のみならず経済産業省・厚生労働省にも検討の
範囲を広げる必要が発生する。広い範囲を網羅すること
は概観を掴むという点においては有益であるが、本稿で
は「文部科学省の政策としてのグローバル人材育成」と
いう特定の分野においての議論を展開することを目的
とするため、論点を絞る意味でも上記制約条件を置くこ
ととする。また、後半に述べる政策案に関しては、政策
の実現可能性を担保する意味でも、現行の政策を大きく
変更しない範囲で実施可能なものを中心に検討する。例
えば 2020 年度からの実施が決定している初等教育段階
における英語の教科化をこの段階でひっくり返すとい
ったことは現実的ではなく、実現の可能性も低いと考え
られるからだ。具体的には「全体的な予算規模を変更さ
せないこと」及び「現行教育課程に大幅な変更をもたら
さないこと」を前提として政策案の検討を行う。  
 

III. 先行研究 
 本編に入る前に、以下で先行研究について整理を行う。
前述したように、「そもそもの定義」についての研究はあ
ったとしても定義の制定経緯を概説したもの、もしくは
既出の定義を整理するものにとどまるため、ここでは周
辺分野である「グローバル人材」教育と企業との関係に
ついて整理する。「グローバル人材」に対する需要の発端
となったのは経済界からの要請が大きな要因であった
と考えられるからである。  
 藤野 4は「グローバル人材」の必要性が叫ばれはじめ
た背景事情として、日本企業の海外市場の拡大とその重
要度の向上、企業の国内外の収益構造の変容、人事評価
制度における「成果主義導入」の失敗という三点を挙げ
ている。国内市場の成長が鈍化していく中で海外に活路
を見出そうとする企業が求める人材として「国際社会で
主体的な役割を担う」者を希求するに至った、というこ
とである。この流れの中で、経済産業省は 2007 年に「産
学人材育成パートナーシップ」および「産学人材育成パ
ートナーシップ・グローバル人材育成推進委員会」を設
置した。この委員会において、今後一層のグローバル化
が見込まれる社会に対応するため、高等教育機関（主に
大学）が教育課程の中で育成すべき人材像を提示するこ
ととなった。それは、「多様性や異文化に対応し、リーダ
ーシップを発揮できる人材」の育成であると『産学連携

3 文部科学省、2018 
4 藤野、2012 



によるグローバル人材育成推進に関する当面の考え方』
に記載されている。一方で、大学は従来外部からの要請
に対応する形ではなく、「内発的なイニシアティブ」によ
って人材育成の方針を策定する場所であった。しかしな
がら、グローバル人材に関しては大学ではなく経済産業
省ならびに経済界といった外部者によって育成するべ
き人材像が規定されている。これを小井川ら 5は大学と
いう場所の自主組織性に鑑みると異例なことであると
評しており、この人材育成を実施するために大学組織の
改革までも求められている点を見ると、大学改革を強力
に推し進めようとする産官の意図が窺える。  
 また、吉田 6は「グローバル人材」もその育成も当初
は「企業経営の内部に閉じた課題」であったものが高等
教育の課題に変換されていったと考察している。曰く、
国際的な競争に打ち勝つためには成長分野におけるリ
ーダーの育成が必要である、という産業界のニーズがそ
のまま「社会のニーズ」であると論じられ、「社会のニー
ズ」としての人材育成を大学の課題であると展開したと
いうことである。ここで大学が負った課題は、英語力不
足と内向き志向という二つの問題を解消するものであ
った。その一方で、企業は従来、自社の内部教育システ
ムを活用して人材育成を行ってきたことを鑑みると、企
業が大学に育成業務を「委託しようとした」ものである
と評している。  
 以上の先行研究からわかるように、「グローバル人材」
の需要の大元は国際展開を目論む日本の企業であり、従
来自社内で国際的に活躍できる人材の育成を行ってい
たものの、様々な理由で余力がなくなり、社会に最も近
い教育機関である大学にその機能を転嫁しようとした
ものであると言えるだろう。  

 
IV. グローバリゼーションと「グローバル人材」需要 

1) グローバリゼーションの概観  
 「グローバリゼーション」あるいは「グローバル
化」は冒頭で説明した通り、「ヒト・モノ・カネ」の
動きが国境による縛りから解放され、全世界に広が
る現象である。歴史を振り返れば 18 世紀英国で起
こった産業革命がその発端ではあるとされるが、現
代におけるグローバリゼーションは質・量ともに当
時とは比べ物にならない規模で進行している。本稿
は「グローバリゼーション」という単語を以下「現
代のグローバリゼーション」の意味で使用する。「現
代のグローバリゼーション」は主に第二次世界大戦
終結後、冷戦期に米国を中心として国境を越えて活
動する多国籍企業の出現により徐々に発展したと
される。その後、冷戦の終結を機に旧東側諸国もそ
の潮流に参加し、世界全体を巻き込む形で本格的に
進行した。現在、この流れは発展途上国の急速な国
際化のもと一層加速しており、おおよそ全ての主体
（国家・政府・企業・個人）はグローバリゼーショ
ンを前提とした営為を余儀なくされている。つまり、
かつては革新的であった潮流が時とともに全世界
に遍く拡散した結果「通常状態」と化している、と
いうことである。伊豫谷はグローバリゼーションと

                                                                 
5 小井川・藤岡・飴野、2017 
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いうものを「課題をグローバルに捉える」7ことであ
ると記すが、これは今やどんな些末な事象であって
も「グローバルな問題」となりうることを示唆して
いる。  

2) 国際社会における「グローバル人材」需要  
 ここで、国際的な視点から文部科学省の言う「グ
ローバル人材」およびそのような人材に期待される
能力とその要請にとられている手法を整理する。た
だし、前提として欧米諸国において「グローバル人
材」の育成を皆教育的に行うことはほとんどなく、
明確にエリート教育として位置付け、意欲と能力の
ある者に施していることが多い。  
 本章の整理においては、海外で「ビジネスシーン
においてグローバルに活躍する人材」に期待される
能力の整理を行う。この整理に際し、求められる能
力をハードスキルとソフトスキルに分類する。この
二種類の能力では身につけ、示すためのアプローチ
が根本的に異なるからである。前者は定量的・具体
的に示すことが可能であるものであるのに対し、後
者は定性的に示すことしかできない。ここでは、文
部科学省が提示している定義における語学力をハ
ードスキルに、主体性やコミュニケーション能力、
異文化理解の精神をソフトスキルに分類する。また、
これ以外にも学位はハードスキルに、経験はソフト
スキルに分類することとする。以下の表に一部国際
企業の求人情報から一部を抜粋したものをまとめ
た（表 1）。表を見るとわかるように、欧米の企業で
はアジア圏における採用活動では英語を扱う能力
が要件として挙がっており、楽天以外の日本企業は
採用要件に TOEIC スコアの基準を設けている。  
 

 

a. ハードスキル  
 日本では外国語能力がハードスキルの代表格で
あると認識されているが、グローバリゼーションの
発端である欧米諸国において国際的に活躍するこ
とが期待される人材に要求するスキルとして強調
されることはあまりない。それよりも学位や専門資
格といったものが求人要件に入っていることが多

7 伊豫谷、2016 



い。これは、国際共通語である英語やフランス語と
いった言語が欧米諸国の言語であることに起因し
て彼/彼女らにとって「習得しやすい言語」であっ
たことも一因であると考えられるが、それ以上にグ
ローバリゼーションの発信元である欧米において
は元来国境を接する他国との往来が一般的であっ
たことが大きな原因であると考えられる。隣接する
他国との往来の中で様々な言語に触れる機会を持
ちながら発展したことで、最低でも隣の国がどのよ
うな言葉を使うのかということを理解し、さらに生
活の中で利用する可能性も高いため、当然のように
幼少期からの複言語教育が浸透している。この結果
として各国一般市民レベルでも言語の壁が低いた
め、コミュニケーションが一定程度取れることを前
提とする考えが背景にあると考えられる。  
 言語に関するハードスキルの要請が大きくない
欧米諸国において最も一般的なハードスキルは「募
集職種に関連する分野の学位」である。それも、「ど
この大学で」「どのような成績を修めた」のか、と
いうことが重要視される。また、多くの求人で「学
位と実務経験」を同時に満たすことを要求している。
このことから、欧米諸国を中心とした国際社会で働
く上では「良い大学で学び、更に実務でその知見を
磨く」ことが求められているものと解釈できる。こ
の傾向は非欧米圏でも観測されるものの、強調され
る度合いは低いことが多い。  
 一方、非欧米圏（特にアジア）においては我が国
と同様、外国語能力に対する要請は極めて高い。例
として韓国では、独自のカリキュラム裁量を持って
各分野に秀でた人材を養成する英才教育を行う「英
才学校」や科学・外国語等特定の分野について深く
学ぶ「特殊目的学校」を設置して外国語能力を技能
と紐付けて教育として提供し、卒業生を海外の大
学・大学院に送り出すことを目指す体制を整えてい
る 8。初等教育段階から個々人の習熟度に合わせて
機会を提供することで自主性を大切にしつつ国際
的な活躍を見据えた教育を施すことができる点に
おいては韓国の「超学歴社会」の風潮と相まって一
定の成功を収めていると言える。一方、このような
ハイスペック人材は育成に成功した場合、海外に活
躍の拠点を求める「外向き志向」が発現することが
多いため、育成した人材を国内に還元する仕組み・
体制を整える必要があることは論を待たない。  
 また、日本企業におけるグローバル関連の職種で
の求人を見ると「目に見える形で外国語能力を示す
こと」が求められることがわかる。これは採用担当
も外国語話者ではなく、外国語能力を測る術が無い
ために採用の場で測る必要のない試験における成
績で代用しているということも一因として考えら
れるが、外国語の必要性を強く認識していることは
確かであろう。  
 このように非欧米圏に属する我が国で「グローバ
ルに活躍することが期待される人材」というと外国
語（一般的には英語）が頭をよぎるのはある種当然
と言える。これは「国際的に活躍できる」前提とし

                                                                 
8 岩渕『韓国のグローバル人材育成力』2013 

て英語をはじめとする外国語（彼らにとっては母語
ないし親しみのある言語な訳であるが）を身につけ
る必要がある、という意味では極めて真っ当である
ものの、実際に国際的な場面を経験する者は総数か
ら考えるとごく一部にとどまるため、果たして皆教
育的に外国語を教えこむ必要があるのかについて
は議論の余地がある。  

b. ソフトスキル  
 諸外国ではハードスキルよりもこちらの方が重
要視されていることが多い。特に多く見られるのは
「コミュニケーション能力・関係構築能力」である。
これは、どんなにハードスキルを備えていても「周
りを巻き込み、引っ張る力」を備えなければ成果に
結びつかない、という考えからであろう。自分だけ
でなく周囲まで動かすためには自らの考えを表現
する必要がある。その上で他者の考えを知り、新し
い価値を生み出していくことが求められる。そのた
め、動かさなければならない人数が増えるに従って
要請されるコミュニケーション能力は上がってい
く（Good, Strong, Excellent, Exemplary…）。実際多
くの国際企業が募集要項に実績や資格といったハ
ードスキルに加えてリーダーシップ・主体性・コミ
ュニケーション能力を必須要件として挙げている。
当然コミュニケーションが取れる程度の言語能力
は必要になるものの、逆に言えばそれ以上の要求は
なされないことが多い。  
 このようないわゆる「対人スキル」の類のものは
教え込もうとして身につけることができるような
ものではなく、社会生活の中で様々な経験を重ねる
ことによって徐々に形成され・発達していくもので
ある。また、個人によって修得の仕方や程度が異な
ることも多く、画一的な方法による教授も極めて困
難であるため、個々人が自力で自分に合う形で体得
する必要がある。このため幼少期から様々な物事に
触れ、経験の総量を増やすことがソフトスキルの涵
養には不可欠である。  

 
V. 日本における「グローバル人材」の定義と政策の変遷 

 本章では「グローバル人材」の育成に対して政府がこ
れまでどのような政策を実施してきたかということを
概観する。これに際し、①1999〜2006、②2007〜2012、
③2013〜現在という三つの段階に分割して整理する。
「グローバル人材」というものの必要性自体は国内需要
の拡大が頭打ちになることが予見されはじめた高度成
長期終盤もしくはバブル期以降、日本の産業における国
際競争力維持の観点から長期間にわたって継続的に議
論の俎上に上がっていた。しかし、具体的な動きを伴っ
て本格的な育成を試行しはじめたのは 1990 年代中盤か
ら後半にかけてであり、かつ初期段階では産業界が主な
育成主体であった。  
1) 初期（1999〜2006） 

 最も早期に「グローバル人材」という単語が観測
されたのはトヨタ自動車株式会社が 1999 年にグロ
ーバル人材とローカル人材を別個に採用する方針
を打ち出した際 9である。この当時の「グローバル

9 吉田、2014 



人材」はトヨタ自動車内で「国際舞台で働く従業員」
と「国内で主に働く従業員」を分類し、一元管理す
る際の前者を示すものであった。これとほぼ同時期
に打ち出された『教育振興基本計画』10では、「グロ
ーバルに活躍できる人材の育成」と称して留学生増
加計画を打ち出しており、日本社会において海外で
活躍できる人材に対する需要が顕在化しはじめた
ことが窺える。この時期の経済界と政府との関係性
はまだ弱く、「グローバル人材」の養成は主に国際展
開している企業の内部教育によって行われるもの
であったということが窺える。しかしながら、この
時期から少しずつ企業が自社戦略として国際社会
で活躍できる人材を育成する、という構図から産学
官の三者が連携して育成する構図への転換を行う
必要性が主張されはじめた。  
 また、この少し前から「留学生 30 万人計画」と称
して日本人学生の海外留学を推進する動きも見ら
れるようになったことで、日本人学生が海外に留学
する基礎を作りはじめた時期であったとも言える。 

2) 経産省の影響力増大・民主党政権期（2007〜2012） 
 2007 年に経済産業省が「産学人材育成パートナー
シップ」および「産学人材育成パートナーシップ・
グローバル人材育成推進委員会」を設置したが、こ
れはグローバル化の進行する社会に対応できる人
材をどのように養成していくか、ということを主眼
に置いたものである。また、これらの委員会等は政
府が産学の間を取り持って設置したものであると
いう背景に鑑みると、産業界の学校機関に対する要
請が顕在化したのはこの時期であったと考えるこ
とができよう。この 2 年後、2009 年に自民党から民
主党へと政権交代が行われたこともこの流れに拍
車をかけた。同年 11 月に「グローバル人材育成委員
会」が発足したことで、「グローバル人材」育成政策
を推進する基礎を築くこととなった。この頃、事業
仕分けと称して様々な取り組みの中で予算削減、適
正化を標榜した仕分けが行われていたが、この政策
はそのような時期に新規政策として打ち出された
ものであり、重要な政策であると認識していたこと
が窺える。一方で、実際に「グローバル人材」育成
に関する政策が実行に移されるのはこれ以降のこ
とである。2011 年 4 月に出された産学連携によるグ
ローバル人材育成推進委員会の最終報告書では、
「グローバル人材を育成するためには、大学自体が
世界に開かれた大学となり、その上で日本人学生の
海外留学や外国人留学生の受入れのための体制を
整備する必要がある」11とし、「グローバル人材育成
の必要性について同じ意識を持つ」産学官での協力
が必要であると報告している。そして、同報告書で
指針として挙げられているのは大学の教育力を磨
きつつ世界展開力を強化する・世界的な学習フィー
ルドで日本人学生を育てる・日本の高等教育を世界
に発信する・グローバル人材育成に合った社会環境
に変革するという四点である。  
 これらの事項を見ると、産学官が総力をあげて人
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材の養成を行うべきであるとした報告書ではある
ものの、大学の変革に依存するところが極めて大き
いように見受けられる。企業が行うべきこととして
採用環境の複線化や海外留学に対する奨学金の設
置などが、国が行うべきこととして連携強化やプラ
ットフォームの構成が挙げられている。しかし、こ
れらはそもそも「グローバルな大学に変革を進める
こと」が前提にあり、これを推進する事業を大学が
行った上でその周辺分野で産官が動く、という構図
になっている。  
 先述したように本来大学は内発的なイニシアテ
ィブによって人材育成の方針が立てられるもので
あったため、外的な要請による人材育成方針の変革
に対する対応力はそこまで高くない。また、大学で
養成されるのはもともとアカデミアで活躍する人
材が主であったため、「社会で企業のために働く人
材を育成する」ことを中心とした教育体制にも馴染
みがない。だからこそ産官が学校に対して助言を行
い、連携して変革を実行しようとしていたのであろ
う。実際に大学等を見てみるとこの指針に則った形
でカリキュラムを構築・改編する動きや研究以外の
目的での企業との交流の増加も発生しており、大学
機関を動かすことには一定程度の効果をあげたと
いうことができる。  
 グローバル人材の育成に関しては民主党から自
民党へと政権与党が変わっても大きな変更なく政
策として引き継がれているところをみると、この期
間に「グローバル人材」育成の基本的な方針が決ま
ったものとして考えても差し支えないであろう。ま
た、2012 年に発表された『教育振興基本計画』 12で
は、成果目標として「社会全体の変化や新たな価値
を主導・創造できる人材等の養成」を掲げており、
その指標として語学力と学校機関の国際的な発展
を置いている。  

3) 政策の実施拡大（2013〜現在）  
 先述したように、2012 年までの時期にグローバル
人材育成の方針が大方固まったことから、この時期
は様々な施策を打ち出す実行のフェーズに移行し
ている。また、当初は大学機関が主な養成の現場で
あったが、この頃から初等中等教育にもその養成範
囲が拡大し、義務教育段階のカリキュラムにも「グ
ローバル人材」の育成を志向したものが組み込まれ
ることとなった。これによって、これまで以上に産
業界が担ってきた人材育成機能を学校界に転嫁す
る動きが強まった。社会に出る頃にはいわゆる「即
戦力」として初めから活躍することが期待され、求
められるという状況もリーマンショックの頃から
現れはじめた傾向ではあるものの、より強まったの
はこの頃である。この頃から現在に至るまでに文部
科学省が発出した教育振興基本計画（第二期・第三
期）では一貫して効果測定指標に外国語能力のスコ
ア（大学卒業時までに TOEFL-iBT80 以上、TOEIC 
730 以上など）や海外留学者数を盛り込むなど、社
会に出るまでに一定程度の語学力・海外経験を有す

によるグローバル人材育成推進会議、2011 
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ることが期待されている状態が出来上がった。 
 これまで大学機関が主な主体であったグローバ
ル人材育成が初等中等教育に拡大したということ
の最も卑近な例は 2020 年度から始まる小学校段階
における外国語教育（主に英語であるが）の教科化
であろう。これまで小学校での外国語といえば「総
合的な学習の時間」における一つの要素として ALT
（Assistant Language Teacher）と呼ばれる外国人教
員を招聘し、コミュニケーションのベースとなる部
分を体験するという性質のものであったが、必修化
によって体系立てて学ぶこととなった。対象となる
のは小学校 3 年生以降であり、3･4 年生の間は「話
す・聞く」という技能を、5･6 年生になると「話す・
聞く・読む・書く」ことを学ぶこととなる。これに
よって本格的に外国語の学習が始まる中学校に入
る段階で「外国語を使う」ことに対するハードルを
下げ、習得しやすくする狙いである。  
 

VI. 現行政策にみられる問題点 
 ここまで見てきたように、政府は「グローバル人材」
の育成のために様々な政策を打ち出している。しかしな
がら、現在の政策だけでは多くの要素を併せ持つグロー
バル人材を総体として育成することは叶わない。なぜな
ら、文部科学省が打ち出す政策が外国語能力の養成や国
際経験に偏重している一方で「我が国の文化伝統に対す
る深い理解」や「主体性・積極性」といった要素の育成
に力を入れることができていないからである。当然「グ
ローバル人材」として求められる能力にも重要性の濃淡
があることは否定できないが、それを差し引いても外国
語能力や国際経験と残り二つの要素の間で差が大きす
ぎるのではないだろうか。「我が国の文化伝統に対する
深い理解」に関しては年額 1000 万円前後、「主体性・積
極性」の涵養に関しては何ら手がつけられていない、と
いうのが現状である。  
 以下に表示する四つの図は初等中等教育及び高等教
育における「グローバル人材の育成に関する費用」とし
て文部科学省が計上している予算の概要である（図 1〜
図４）。これは、かつては国際教育課関連予算として計上
されていたものが 2014（平成 26）年度から「グローバ
ル人材育成関連費用」として別枠で計上されるようにな
ったものである。この予算が経年でどのように変化して
いるかということを、初等中等教育段階における国際
化・高等教育の国際化・我が国の文化伝統に関する教育・
在外教育施設教員派遣事業の四つに分類して表示した。
この分類によって各分野にどのような配分で予算が使
われているのかを可視化するとともに、「グローバル人
材」の定義において育むことが期待される要素ごとに分
類することができる。図 1 及び図 2 は外国語能力の向上
と国内外の留学生支援に関する予算をまとめたもので
ある。図 3 は我が国の文化伝統に対する深い理解を得る
ことに資する教育を開発するための予算を、図４では海
外に居住する子女を対象とした在外教育施設に対する
教員派遣事業に対する予算を表示している。ここからい
くつかの課題を抽出して論じる。  
1) 外国人留学生の誘致に対する多額の投資と日本人
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正規留学生数の伸び悩み  
 「グローバル人材」育成関連費用の中で最も多く
の予算を注ぎ込んでいるのは外国人留学生の戦略
的誘致である（図２）。これは、海外から日本にやっ
てくる優秀な外国人留学生の力を借りて日本人学
生が日本の大学にいながら外国人との交流を通し
て国際化に対応する礎とすることを目論んだもの
であろう。2018（平成 30）年時点で国費外国人留学
生は 9400 人余り在籍し、彼/彼女らに対しては月額
145000 円程度の奨学金に加えて学費は受入れ大学
が負担する形態を取っている 13。このように外国人
留学生に対しては多くの奨学金や居住支援などの
経済的な支援が充実しており、日本の大学に留学し
た際の経済的な負担が小さく抑えられる仕組みが
構築されている。しかしながら、日本人学生の海外
留学に関して同じレベルでの支援が整っていると
は言い難い。現在国費外国人留学生と同程度の給付
が受けられる学位取得型の奨学金受給者は 330人程
度しかいない。当然海外の大学には独自の奨学金シ
ステムなど個人の負担が抑えられるような制度は
あるが、奨学金の可否は合格後に決まることも多い。
そのため、折角留学先が見つかったとしても経済的
事情によって断念せざるを得ない状況も考えられ
る。政府が「日本国民をグローバル人材として育成
する」ことを目指すのであれば、このような機会損
失を減らすためにも海外留学を志す日本人学生に
対する支援をより手厚くするべきであることは言
うまでもない。  

2) 在外教育施設等に対する教員派遣事業の予算移動  
 次点が在外教育施設に対する教員派遣事業関連
支出（図４）であるが、これは簡潔に言えば海外に
ある日本人学校等に派遣される教職員の給与や諸
手当である。従来から在外教育施設は多く存在し、
そこに教員を派遣していたため予算は付けられて
いたが、2014 年度からどういうわけか突然「グロー
バル人材育成関連費用」として計上されることとな
った。そのため結果として「グローバル人材育成関
連費用」は総額として 200 億円近くに上り、力を入
れているように見えてしまう。現在初等中等教育に
おけるグローバル人材育成関連予算の 9 割近くがこ
の事業に使われていることになるが、そもそもこの
予算をなぜ元の予算枠組みから移動させたのか不
明である。また、海外子女は 2016（平成 28）年時
点で 8 万人弱であり、国内に居住する同年代の児童
生徒 1100 万人弱 14に対してかなりの少数にとどま
るにもかかわらず、国内での外国語教育の強化に関
する予算の 10 倍以上の予算が割り振られているこ
とも費用対効果の面からも不可解である。加えて、
海外子女に関しては各居住国の言語を学ぶ環境が
あるため、日本に居住する児童生徒よりは語学の習
得が容易であると想定される。そのため、グローバ
ル人材の育成と冠して教員を派遣する必要性は日
本に帰ってきたときに適応することを容易にする
以上の意味を持たないように思える。従って、この
事業に関しては「グローバル人材育成関連予算」の

14 平成 28 年度総務省統計局  



枠組みで行うべきものではなく、従来の枠組みのま
ま行うべきであろう。  

3) 文化伝統教育の充実に係る研究の軽視  
 また、図３を見れば文化伝統に関する教育研究に
は年間 1000 万円前後という雀の涙ほどの予算しか
付いていないことがわかる。「グローバル人材」の要
件は「伝統と文化を尊重し」という書き出しから始
まるにも関わらず、である。国際社会で日本のため
に主体的な活躍を見せることのできる人材を育成
したいのであれば、このグローバリゼーションの進
行する社会においてはよりいっそう自国のことを
丁寧に教え、伝えていくべきである。これに失敗し
てしまうと定義次段に述べられているように「我が
国と郷土を愛する」心を育むことは叶わないだろう。
文化庁の予算において伝統芸能を体験する場を提
供するための予算が存在するため全くの無策であ
るとは言えないものの、こと「グローバル人材」の
育成においては多様性に満ちた世界の中で日本を
意識する必要があることからより深い理解が求め
られる。すなわち、単に体験するだけでは不十分で
あり、その背景などについての学びも必要であると
考えられる。これらのことを行うのは専ら文化庁で
あるとの見方もできるが、「グローバル人材」を育成
するためのパッケージとして見るのであればやは
り軽視すべきではないだろう。  

4) ソフトスキルの涵養（主体性等）  
 ここまでは文部科学省の予算配分の偏重に関す
る課題を提示してきたが、最も大きな課題はここに
あると考える。すなわち、「主体性・リーダーシップ」
などを育むための教育を開発し、発展させるための
予算・取り組みがこの枠組みに存在していないこと
である。「グローバル人材」の要件は大きく分けると
三項目あり、この全てを育むための教育体制を構築
するのであれば網羅した形でこれを整備するべき
である。確かに、主体性やリーダーシップといった
能力・素養は外国語能力などのハードスキルのよう
に数値として測ることが難しいソフトスキルであ
り、近年の EBPM（Evidence-Based Policy Making）
的な政策立案プロセスにおいて実施することが困
難であるという側面があることは否めない。  
 しかし、だからと言ってソフトスキルに対するア
プローチを放棄して良い理由にしてはならない。そ
もそも教育政策というものは本来的に政策の効果
が即時に出るものではないし、ましてや完全な形で
定量的に評価することが可能な類のものでもない
ため、このような政策立案過程にそぐわないもので
ある。その一方で、教育はその国家の将来を左右す
る極めて根幹的なものである。教育政策の「成功」
「失敗」は 20 年後、30 年後の国家運営に大きな影
響を与えうるものである。であるならば、教育に関
する政策を他の政策と同列の方法で評価すること
は適当ではないだろうし、その場その場の短期的な
トレンドに左右されて場当たり的な方策を打ち出
すべき領域でもないだろう。外国語やプログラミン
グといった現在需要が叫ばれている分野を初等教
育に組み込んだところで、彼/彼女らが十数年後に社
会に出る頃には既に陳腐化し、全く異なる能力が求
められる可能性が極めて高い。それよりも、社会の

変化に大きく左右されないソフトスキルを教育課
程で育むことが極めて重要であるのだが、現行の予
算を見る限り、この点が意識されているとは言い難
い。  

 

 

 

 

 

VII. 「日本型グローバル人材」と今後の政策の方向性 
 ここまで国際社会での「グローバル人材」需要及び日
本における「グローバル人材」の育成政策の現状を整理
してきたが、国際社会の需要を鑑みるとソフトスキルを
備えた上でハードスキルを身につけることが「グローバ
ル人材」として活躍するための素地となると考えられる。
しかしながら、英語などの外国語能力が必要であること



は現在の国際社会の環境や我が国がアジア圏に属する
国であるという点に鑑みると明白である。この点を考慮
すると、日本における「グローバル人材」とは「自分か
ら何かを考える主体性を持ち、それを国際社会の中で表
現する発信力を備える人材」であると考えられる。この
定義におけるグローバル人材に求められる能力は主体
性、何らかの専門的知見、そして発信能力に大別される。
これら三種類の素養を順に体得する必要はないが、主体
性を身につけた上で自らの関心・向き不向きに合わせた
専門知を得、さらにそれを国際社会で表現するために必
要となる発信力の一部として外国語を身につけるとい
う流れが理想的であろう。逆に言えば、これらの要素を
全て備えてようやく力を発揮できることになるため、一
つでも欠けてしまうと「国際社会で活躍する」ことは困
難になるだろう。  
 上記定義を置くのであれば、「グローバル人材」にとっ
て必要な素養自体は現在文部科学省が提示しているも
のとそうかけ離れているわけではないことがわかる。一
方で、育成する優先順位の面においては乖離がある。す
なわち、「自ら考え」るために必要な主体性の涵養が最も
重要な要素であり、この上に立脚した専門知や外国語能
力があって初めて国際社会で活躍できる「グローバル人
材」になりうるのである。  

 これからの社会は今まで以上の急速かつ大きな変化を
目の当たりにすることになるだろう。このような状況下
では、現行の政策のように外国語能力やプログラミング
能力の開発を行ったところで彼/彼女らが社会に出る頃
には陳腐化し、使い物にならなくなることも十分に予見
可能である。現に外国語能力に関して言えば既に高品質
な翻訳機や同時通訳機が市場に出回っており、代替が可
能になる日もそう遠くない。このことに鑑みると、これ
からの教育においては小手先の技術・技能といった「そ
の場のトレンド」に適合するものではなく、「一人の人間
（日本人）として」どのような素養が求められるか、と
いうことに注目して方向性を確立する必要がある。また、
大学教育に関しては各大学に裁量が認められていること
から抜本的な改革等は見込めないため予算配分によって
現状の変更を行うにとどまる可能性が高いが、初等中等
教育段階、特に義務教育課程は文部科学省が学習指導要
領によって規定することが可能であるため、大きく見直
す余地がある。  
 これらのことから考えられる政策は高等教育では現状
維持または日本人の海外留学の推進への方針転換という
二通り、初等中等教育では「総合的な学習の時間」の見
直しと改変を行うことが考えられる。  
 
 

VIII. 高等教育に関する今後の政策 
1) 高等教育における現行政策の継続  

 現行の予算配分をそのまま行い、引き続き外国人
留学生を積極的に日本の大学等に誘致していく方
向性である。この方策には国内の国際化を推進でき
る点、外国人留学生のグローバル人材化を見込むこ
とができる点にメリットがある。日本の大学に海外
から優秀な留学生を多く引き込み、大学内での留学
生比率を高めることによって日本人学生が留学生
と交流を持つ機会を増加させ、グローバル化に適応
する素地を養うことでグローバル人材の増加に努

めることになる。また、これと同時進行する形で外
国人留学生の日本への適応支援も進める必要があ
る。外国人留学生は日本人学生のグローバル化を手
助けしてくれるのみならず、将来的には何らかの形
で日本のために働く可能性を持つ「グローバル人材
予備軍」でもあるからである。  
 一方で、この政策には日本人の「グローバル人材」
としての育成が外国人留学生頼みになってしまう
点、誘致した外国人留学生が日本に定着せずに帰国
してしまう可能性が高い点、そして「国内の国際化」
が局所的なものに留まりかねない点が懸念点とし
て挙げられる。この政策は外国人留学生に重点を置
いた政策であるため、日本人学生に対する働きかけ
が十分に行えないことが想定される。これは日本人
を「グローバル人材」として育成することを脇に置
いてしまうため、日本人側の自助努力によるところ
が大きくなってしまう。また、留学生を受け入れる
大学は全国に均等に分散しているわけではないた
め、留学生の恩恵を受けられる地域と受けられない
地域の間に大きな格差が生まれてしまうことにな
る。これに加えて、外国人留学生に対して国費で
様々な援助を行ったとしても、卒業後すぐに帰国し
てしまうと援助を行った意味が薄くなってしまう。 
 これらを勘案すると、現行政策を維持するのであ
れば外国人留学生に対する援助を行う一環として
日本国内での就職・定住も支援し、国費留学生につ
いては、卒業後一定期間は日本で働くという条件を
付与することも検討すべきであろう。  
 しかしながら、これは国費留学生といえども外国
人の職業選択の自由を阻害しかねないものである
上に、文部科学省の政策として「外国人留学生に日
本のグローバル人材になってもらう」という政策を
行うことは合理的ではないため、この方向性を突き
進むことは現実的ではない。  
 

2) 高等教育における予算配分の見直し  
 高等教育におけるもう一つの方向性は、日本人留
学生の送り出しに舵を切り替えるというものであ
る。現在外国人留学生の誘致に割いている予算の一
部分を日本人学生の海外留学支援に転用すること
で、日本人学生に国際経験を通じた語学力・コミュ
ニケーション能力の開発を行うことが可能となる。
先述したように、現在日本人学生で国費外国人留学
生と同程度の給付を受けているのは 330人程度しか
いない。日本から送り出す国費留学生の募集人員を
増やし、より多くの学生に海外留学の選択肢を与え
ることで、彼/彼女らの主体性を引き出すことができ
れば、グローバル人材の育成は格段に進めやすくな
るだろう。また、日本人をグローバル人材として育
成することで、日本のために働いてくれることに対
する期待値は外国人留学生よりは格段に高く、日本
社会に対しても問題なく適応可能である。  
 しかしながら、韓国のように育った人材が海外に
そのまま流出してしまうことも十分に考えられる。
従来通りの日本の雇用慣行や労働環境では海外の
企業等と比較して劣後する点が多くあることから、
国際経験を積んだ学生が日本の企業ではなく海外
の企業等を選択する可能性が多分にある。また、当



然ではあるが留学の機会を全員に提供することは
不可能であるから、機会における格差が拡大してし
まうという懸念もある。  
 この政策を進めるのであれば留学を終えて日本
に戻った後、何かしらの形でその経験等を社会に還
元できる仕組みを構築すると同時に、伝統的な日本
の企業体質の転換を促すことも重要なポイントと
なってくるため、官学からの産業界に対する働きか
けも重要である。  

 
IX. 初等中等教育（特に義務教育）に関する今後の政策 

 前章で述べた二つの方向性は高等教育における方向性
であるが、高等教育に送り出す立場である初等中等教育
の変革を通じて本質的なグローバル人材の養成を目指す
方が重要である。特に義務教育段階では文部科学省が学
習指導要領を定めていることから、高等教育に比べて政
策が行いやすい領域であると考え、ここに最も大きな焦
点をあてる。  
 初等中等教育において行うべきことは「技能習得ベー
スの教育からの脱却」と「自ら学ぶ環境づくり」である。
昨今のグローバリゼーションや技術革新の傾向を見ると、
10 年も経てば技能は陳腐化し、新しい技能取って代わら
れることになる。このような時代において、特定の技能
を社会に出る 10 年以上も前の段階で教え込んだところ
で、彼/彼女らが社会に出る時点でどれほどそれらの技能
が社会の需要として残っているだろうか。むしろ、流行
り廃りの激しい何かの技能にとらわれず、社会及び自己
が必要性を認識した時々に自らの頭で考え学んでいく素
地を構築することこそがこれからの時代の義務教育に必
要ではないだろうか。子供が様々なものを学ぶ過程の中
で外国語の必要性を感じたら外国語を、科学の必要性を
感じたら科学の学習を、といったように様々な学習がで
きる環境を整えることが主体性を育むためには必要とな
る。  
 一方前提でも述べたように、2020 年度から始まる外国
語の必修化に対応すべく教育現場では準備が進んでおり、
これをひっくり返すことは今以上の混乱を招くことにな
るため得策ではない。そのため、これらに対する影響が
極力小さく収まるように配慮し、改変は対応可能な範囲
に抑える必要がある。  
 まず、課題⑶として挙げた文化伝統に関する理解につ
いてであるが、先に触れたとおり現状では文化庁がこの
ような伝統芸能等を実際に体験する場を創出している。
「グローバル人材」育成関連費用から拠出をすることで
これを推進することは可能であるかもしれないが、より
重要であるのはそのような場に置かれて「関心を持つこ
ども」を育成することであろう。また、予算枠組みを大
きく変えることなしにこの分野に対する有効な政策を実
施することは元の予算規模に鑑みると厳しいと言わざる
を得ない。そのため、本章では課題⑷として挙げた主体
性との涵養に論点を絞る。  
 この制約の中で主体性を涵養するために実施可能であ
ると考えられるのは「総合的な学習の時間」の使い方の

                                                                 
15 文部科学省、2008 
16 文部科学省
（https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others/de

改善である。「総合的な学習の時間」は 1998(平成 10)年
度からゆとり教育の中で「生きる力」を育む名目で設置
された。「変化の激しい社会に対応して，自ら課題を見付
け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、よりよく問
題を解決する資質や能力を育てることなどをねらいとす
ることから、思考力・判断力・表現力等が求められる「知
識基盤社会」の時代においてますます重要な役割を果た
すものである」15というのが文部科学省の説明であるが、
教科横断的な取り組みがなされてきた一方で、これらの
活動はあくまでもクラス・学校単位での活動であり、個
人に焦点が当てられたものではない。また、往々にして
運動会・文化祭の準備等の学校活動に当てられることも
多いようである。生徒の主体性をこの時間を通して育む
ためには、「自分で何を学びたいのか」を考え、「それを
学ぶにはどうすべきか」まで考えることが求められる「場」
を与えることが必要である。  
 現在行われている様々な学校での教育活動の中でこの
コンセプトに最も近いのは、夏季休業に課題として課さ
れることの多い「自由研究」であろう。自由研究は終戦
直後に一時は教科として組み込まれ、「児童の自発的活動
を促すために、児童が各自の興味と能力に応じて強化の
活動ではじゅうぶんに行なうことのできない自主的な活
動を教師の指導のもとに行なうための時間として設けら
れた」16ものであった。これが現在は形態を変え、主に夏
季休業期間に個々人の関心に従って何かしらのレポート
や工作といった一定のアウトプットを出すものを指して
いる。自由研究という課題において、題材はなんでもよ
い。例えば効率的な掃除方法の考案でもよいし、虫眼鏡
を貼り合わせた望遠鏡の作り方でもよい。このように題
材自体に大きな自由裁量が与えられるため、多くの生徒
は自分の関心事項を探すと同時にそれをどのようにアウ
トプットにつなげるか、ということについても思案する
ことになる。また、この自由研究を通じて得た学びを対
外的にアウトプットする場まで設けることができれば、
「他の生徒が何を考え、学んだのか」ということもイン
プットでき、自分の学びに対するフィードバックも得ら
れる。これを繰り返すことで自分の学びを深めるととも
に、学びに対する主体性を養うことが可能であると考え
る。  
 これを政策として行う際に考える必要があるのは、「主
体性は教えられるか」17ということである。主体性とは、
「ある活動や思考などをなす時、その主体となって働き
かけるさま」「他のものによって導かれるのでなく、自己
の純粋な立場において行うさま」 18を表すことからもわ
かるように、自らの考えで自発的に行動することが必要
である。一方で、学校教育では「総合的学習の時間」と
いう特定の場の中でこの主体性を発揮するように求めら
れることになるため、「与えられた場」であるということ
と「自己の純粋な立場」というものの間に矛盾が生じて
しまうように思われる。本来的な意味での主体性は教育
の場以外で育まれるべきであると考えられるが、その前
の段階として学校という場で「主体性発揮の擬似体験」
をすることには一定の意味があるのではないだろうか。  

tail/1317741.htm）  
17 岩田、2012 
18 広辞苑  



 
X. おわりに 

 ここまで本稿を通じて「グローバル人材」を需要・供
給両面から観察し、その育成と政府が行うべき政策につ
いて論考してきた。本質的な意味での「グローバル人材」
を養成するためには主体性やコミュニケーション能力と
いったソフトスキルの涵養が不可欠であることは本稿で
述べたとおりであり、それを早期に行う必要があること
は極めて明白であるが、昨今の EBPM の風潮を鑑みると
なかなか成果が定量的に測定できないかつ効果の発現に
数十年かかる政策に予算を大々的につけるのが難しいと
いう側面は否めない。しかしながら、これからの時代は
今まで以上に速く大きく変化していくことが想定される
ため、文教政策の本質をしっかりと見つめなおし、腰を
据えて未来の我が国を担う人材の育成を行っていくべき
である。  
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