
 
 

研究×教育×社会貢献を架橋する<場>は誰がどのように創るのか 

 
黒川 麻実  

(広島大学大学院・院生) 

 

1. はじめに 

近年，大学が主催や後援する形で，大学院生や教員が自らの研究成果を公共の場で発信し，構成員

や市民と交流する事業が国内外を問わず見られるようになった。その背景には，高等教育機関である

大学が従来の役割である研究や教育に加えて，所属する地域や国家への貢献を求められる国際的な潮

流がある。このような研究交流事業はいかにして企画・運営され，どのような効果をもたらしうるの

だろうか。そして，そこに限界や，改善の可能性はないのだろうか。 

本ラウンドテーブルではこのような問題意識のもと，国内外の研究交流事業を対象に，公共性・継

続性といった観点から考察を行い，その後フロアと意見交流を行った。 

 

2. 企画者・提案者・コメンテーター 

(1)企画者 

 黒川 麻実（広島大学大学院・院生） 

(2)提案者および提案題目 

 黒川 麻実（広島大学大学院・院生） 「学生主体・単年度開催の研究交流事業の課題と限界」 

 山田 直之（広島大学大学院・院生） 「国内外の先進的な研究交流事業は，誰が・どのように 

運用しているのか？」 

 大坂  遊（徳山大学）        「研究と教育と社会貢献を繋ぐ「核」としての学会の可能

性」 

(3)コメンテーター 

 森 美智代（福山市立大学） 

 

3. 当日の議論 

 冒頭に大坂による本企画の趣旨説明と，「研究交流企画」を主題に取り扱う理由が説明された（スラ

イド 2～5 参照）。研究者はふだん，大学院生からベテラン研究者までを含む研究コミュニティにおい

て学術研究の成果を発表し議論している。しかし一方で，他の分野に所属する大学院生や研究者，あ

るいは地域住民や企業・自治体といった様々な属性の人々にとって「学会（界）」は開かれているとは

いえず，何らかの「場」の構築が必要であろうと提案した。 

 この趣旨に基づき，そのような「場」の構築に向けたアプローチとして，これまで企画者が行って

きた 3つのプロセスの成果を順に提案していった。まず黒川は，昨年度に実施したものの継続するこ

とができなかった研究交流事業の省察を通して，「私たちは何ができて，何が出来なかったのか？」を

総括した（スライド 6～18参照）。その後山田が，研究交流事業を継続的に運営し成果を上げている国

内外の研究交流事業の調査および参与観察の分析から，「研究交流事業が続く秘訣とは何か？」を考察

した（スライド 19～29参照）。最後に大坂が，「研究交流事業はただ継続できていればよいのか？」と

題して，研究交流事業を性質や対象別に分類し，研究と教育と社会貢献を繋ぐ「場」を構築するため

の条件と，その「場」となりうる「学会主催による研究交流事業」の可能性を提案した（スライド 30

～40参照）。 

 3名の提案に対して，コメンテーターの森氏からは 3名に対し，「大学ではなく学会が研究交流事業

を主催する意義は何か」「研究交流事業を自主企画として昨年度行った際，自身の主要なインセンティ

ブは何であったか」といった質疑がなされた。またフロアからは，「研究交流事業における“社会貢献”



 
 

とは，具体的にどのような成果に結びつくことを指すのか」「自主企画としての昨年度の研究交流事業

が継続できなかった外在的・内在的な要因は何か」「研究や学問の前提を共有しない人々との間で，交

流はどのように行われるのか」といった論点が提起され，他のフロアの会員を交えて意見交換を行っ

た。 

提案者らによる発表時の資料（一部割愛） 
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4. 振り返りと今後の展望 

 フロアとの議論を通して，発表の主要テーマであった研究交流事業そのものの意義と，それを学会

が主体となって引き受けることの可能性については，概ね参加者から賛同が得られた。ただし，「学会

主体の研究交流事業をいつ・どのような形で・誰が中心となって運営していくべきなのか」「研究交流

事業を開催して得られた結果をどのように評価し，学会の成果として発信していくことができるのか」

といった具体的なビジョンについてまで掘り下げた議論はできなかった。今後は学会主催の研究交流

事業の事例収集などを通して，具体的な運営ノウハウを体系化していく必要があるだろう。 



 
 

学生主体・単年度開催の研究交流事業の課題と限界 

―広島大学アカデミックコンテストの事例を踏まえて― 
黒川 麻実  

(広島大学大学院・院生) 

 

1. はじめに－大学院接続不良の解決のために出発した研究交流事業－ 

現在まで日本の大学院は，知識基盤社会における重要な役割を果たすため，様々な改革が推し進め

られてきた[中央教育審議会 2015:1-6]。その結果，社会が大学院に対し要請する役割・機能とのミス

マッチが改善され，大学院教育の課程の組織的展開の強化・質の確保が行われつつある[中央教育審議

会 2015:10-24]。一方で，諸外国に比べ日本の大学院への入学志願者数や入学者数は減少しており，

大学院接続に関する問題が浮上している[山本 2013:3]。またその背景には経済的要因・社会的要因・

そして心理的要因が存在している[黒川他 2016:329-331]。 

このような現状を踏まえ出発したのが「広島大学アカデミックコンテスト」（以下，「広島大学 AC」

と表記）である。「広島大学 AC」とは，広島大学の様々な分野に所属する博士課程後期院生達が集い，

研究交流事業としてデザインし実行した研究交流事業の一つである。その設立背景には，上述した日

本全体の大学院接続を巡る問題が，現実に自身の研究分野においても引き起こされていることを実感

し，「高校生や大学生に大学院と言う場を知ってほしい」という願いがあった。 

上述したことを踏まえ昨年度は，大学院接続という観点から「広島大学 AC」について検討を行った。

前述した心理的要因に焦点を当て，その内実と解消のためのアプローチとしての「広島大学 AC」の有

効性について検証した。改めて「広島大学 AC」を振り返ってみると，大学院接続すなわち縦の繋がり

を作る場として計画された「広島大学 AC」が，実は横の繋がりを作る場としても機能していたことが

判明した。また，次年度開催を期待されていたのにも関わらずそれをなし得なかったという現状があ

る。本報告ではこれらのことを踏まえつつ，研究交流事業としての「広島大学 AC」は果たしてどのよ

うな場となっていたか，その成果と課題について考察する。 

 

2. 広島大学アカデミックコンテストの実際―研究交流業の具体的な姿― 

 「広島大学 AC」の概要は次のとおりである。 

①準備期間および開催日程：場所：本企画の準備期間は，2015 年 12 月から

開催日の 2016年 7月までの約半年間である。開催日は 2016年 7月 10日，

広島大学図書館付属のライブラリーホールにて行われた。 

②企画のプログラム：「広島大学 AC」は前半部において「アカデミックコン

テスト部門」，後半部において「アカデミックカフェ部門」を実施した。 

③企画内容その１：「アカデミックコンテスト」部門では，教育学研究科・

生物生産科学研究科・理学研究科から，学部 4 年生(B4)～博士課程後期 3

年生(D3)までの計 14名が登壇し，自身の研究内容について 3分間でプレゼ

ンテーションを行った。審査項目「プレゼンの伝わりやすさ」・「オリジナ

リティ」・「夢やビジョン」を設定し，審査員および来場者からの投票を集

計，大賞・審査員特別賞・部門賞を競い合った。 

④企画内容その２：「アカデミックカフェ部門」においては，大学院の情報

交換の場として５つの分科会「卒業後のキャリアデザインを考える」・ 「研究者としての生き方」・「研

究の思考と作法」・「女性から見た研究職の 魅力」・「海外への留学・調査・学会発表をする方法」を

設定した。広島大学内の機関やゲスト講師を招き，実行委員が中心となりワークショップを開催した。 

⑤来場者の人数および特徴：来場数は最も多い時間帯で 100名である。その内訳は院生(博士課程前期・

後期)・学部生・教職員・高校生・地域住民などである。 



 
 

3. 広島大学アカデミックコンテストの成果―研究交流業で何ができたか― 

来場者や出場者に対するアンケートやインタヴューの結果，次のような成果が確認できた。 

①大学院進学における不安要素の解消：前述した大学院接続に関する心理的要因の解消に寄与すること

ができた。実際に大学院進学を迷っている学部生を対象に，「広島大学 AC」への参加前/後の意識の変容

について質的調査を行った。その結果「大学院生がどのような研究をしているか知ることができた」・「学

科選びの参考になった」等の回答が得られ，心理的要因の除去の一助となったことが判明した。 

②大学院の研究内容や研究環境などの伝達：「広島大学 AC」の来場者に，研究分野を跨ぐ大学院生の研

究内容を「コンテスト」という形で端的にかつわかりやすく伝えることができた。また，「カフェ」に

おいてはゲスト講師や大学院生達との交流を通し，各研究室の様相・大学院生の日常・関連機関におけ

る研究サポートの取り組みなど，研究環境についての具体的な姿を示すことができた。 

③同世代のネットワークづくり：「広島大学 AC」の出場者や実行委員らによる，異分野間のネットワークが

形成できた。「コンテスト」を通しお互いの研究を交流し合うことで，より自身の研究を多角的な角度

から捉えることができ，また「カフェ」の中で情報交換や人脈を広げる場を形成することができた。 

 

4. 広島大学アカデミックコンテストの課題―学生主体の限界から生じたもの― 

一方で「広島大学 AC」は大きな課題を有している。それは，単年度開催に留まってしまったという

点である。その要因として「広島大学 AC」の実行委員が博士課程後期院生のみで構成され，学生主体

の企画であったことが挙げられる。企画終了の翌年には，実行委員の半数以上が広島大学を離れると

いう現状があり，残された実行委員も自身の研究活動に追われ，次年度の開催が叶わなかった。その

ため，「広島大学 AC」の成果を継続的に残すことが出来なかった。 

さらにその背景を探っていくと，実行委員の研究交流事業を運営することのインセンティブが明確

ではなく，故に次世代へと繋げることができなかったということが考えられる。 

 

5. おわりに―研究交流事業が「継続」するための要素を探る― 

 以上「広島大学 AC」を対象に，研究交流事業の一事例としてその具体的な姿を示し，成果と課題に

ついて明らかにした。その結果，本企画が当初目指していた大学院への接続不良の解消（=縦の繋がり）

だけではなく，同世代のネットワークを形成し人脈を広げる場となった（=横の繋がり）ことが判明し

た。その一方で，単年度開催に留まり本企画を次世代へと繋げることができなかった(=「継続性」の

不足)ことが課題として明らかになった。では，「広島大学 AC」以外に，研究交流事業として企画され，

かつ「継続性」が担保されている条件には，何があるのだろうか。類似企画の事例検討を重ねること

で，その条件を明らかにし，「広島大学 AC」からは見えてこなかった研究交流事業の性質やその意義

についてさらに考察を進めていく。 
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研究交流事業が続く「秘訣」とは何か？ 
―国内外の先進的な研究交流事業は誰がどのように運用しているのか― 

    山田 直之   
       （広島大学大学院・院生） 

  

1. はじめに 

 「研究交流事業」とは，大学院生や研究者が，自らの研究成果を公共の場で発信し，構成員や市民

と交流する事業をいう。研究交流事業は，大学院教育あるいは市民性教育において一定の意義と可能

性をもっている，ということを前提に，本報告では一定期間継続して開催されている国内外の 3 事例

の紹介をおこなった。なお，この 3 つの事例はいずれも，本研究グループの構成員が実際に参加した

か，運営に携わりその内情を調査したものに限っている。 
 

2. 香港教育学院における研究交流事業の概要 

 第一の事例は，香港教育学院が 2011 年より毎年夏に開催している国際研究集会である。この研究交

流事業の目的は大学院生の研究能力の向上にあり，主に東アジアの若手研究者に対し，国際学会での

発表や，国際学会誌に論文を投稿するトレーニングの場を供給している。また，各国独自の人文系の

研究を英語で国外に発信し，若手研究者が問題意識を共有すること，そうした繋がりを草の根的に広

げていくことが目指された。院生主導の国際交流会議にしようというコンセプトは毎年踏襲されてお

り，それは例えば，報告者が参加した 2015 年度，2016 年度の開催タイトルにも顕著に現れている（2015
年度の開催タイトルは International Postgraduate Research Conference and Summer School. 2016 年度の開

催タイトルは International Postgraduate Roundtable and Research Forum cum Summer School 2016）。 
 香港教育学院の研究交流事業の参加者は2016年現在で300名を超え，毎年増加傾向にある。内実は，

セミナー形式でなされるキーノート・スピーチ，ラウンドテーブル形式のディスカッション，学会報

告形式の個人研究発表である。キーノート・スピーチでは，例えばアカデミック・ライティングの作

法が取り扱われたり，ラウンドテーブルでは例えば，大学院教育の国際化について議論が交わされた

りした。そのような，とりわけ学術交流を目的とした企画に加えて，観光地へのエクスカーション等

も企画されており，非公式の親睦会を含めて，会議全体を通じ学術交流のプラットフォームとしての

役割が香港教育学院の研究交流事業には期待されている。香港教育学院の研究交流事業の特徴として

は，①資金獲得や研究交流事業の運営において，実際は教員が重要な役割を担っていること，②参加

者，運営者のインセンティブが「業績」という形で示されていること，が挙げられた。 
 

3. クイーンズランド大学における研究交流事業の概要 

 第二の事例は，オーストラリア，クイーンズランド大学がおこなっている，スリーミニッツ・ティ

ーシス（通称 3MT）という研究交流事業である。2008 年から開催されているこの研究交流事業は，2011
年以降世界 59 ヶ国 600 以上の大学で開催されている。ラウンドテーブルでは，主に 2016 年 9 月に初

めて開催されたアジア・パシフィック大会の内実を取り上げた。3MT はアカデミック・コンテスト（黒

川の報告参照）と形態を同じくしており，3 分間で大学院生が自身の研究を聴衆に紹介するという形

式をとっている。初のアジア・パシフィック大会となった 2016 年の研究交流事業には 50 の大学の代

表者が参加した（日本の参加大学は広島大学のみ）。同研究交流事業の目的は博士課程学生の能力向上

にあり，その能力とはとりわけ，アカデミックスキル，プレゼンテーションスキル，リサーチコミュ

ニケーションスキルを指している。3MT のルールは次のようなものである。 
a) スライドは一枚のみ。動画やアニメーションは不可。コスチュームや小道具の使用も認められない。 
b) 3 分の発表時間を越えると失格となる。 
c) 審査基準 
ⅰ) 理解と内容（Comprehension and content） 



 
 

(1) 研究課題や重要性に対する理解を伝えたか? (2) 結論や結果を含む重要な研究結果を伝えたか? (3) 
一般聴衆に適切な言葉で研究トピック，結果や重要性を伝えたか? (4) 専門用語を使わずとも十分な情

報を提供したか? (5) 各項目を説明する時間配分は適切であったか? 
ⅱ) かみ合いとコミュニケーション能力(Engagement and communication) 
(1) 研究を更に知りたいと思わせたか? (2) 一般論やつまらない事を話さないよう注意を払ったか? (3) 
聴衆へ研究の熱意を伝えたか? (4) 聴衆の気を引き続けたか? (5) 十分な立ち振る舞い，目配せ，声，

一定の速度，自信をみせたか? (6) スライドは効果的だったか? 明確で読みやすく，簡潔だったか? 
 同研究交流事業のスポンサーには SPRINGER NATURE がおり，最優秀者は NATURE 誌に研究紹介

の記事を載せることができる。3MT の特徴としては，①研究交流事業の規模が大きいこと。②参加者

のインセンティブが重要な関心事となっていること，が指摘された。 
 

4. 筑波大学における研究交流事業の概要 

 第三の事例は，2010 年に設立された筑波大学の院生自治組織「つくば院生ネットワーク」（TGN）

が開催している研究交流事業である。2017 年 9 月に実施したインタヴューによると，彼らは，「せっ

かくの総合大学なのだから，異分野に触れなければもったいない」「大学が学問の知を独占してはなら

ない」という問題意識の下で活動をおこない，「異分野コミュニケーション」および「科学コミュニケ

ーション」の場を提供するため 4 つのイベントを企画している。ラウンドテーブルでは，この 4 つの

イベントのうち，「学生プレゼンバトル」に焦点をあてて TGN の特徴を紹介した。 
「学生プレゼンバトル」とは，大学の学部生や院生が，自分の研究の魅力を聴衆にむけて分かりやす

く伝えるスキルを競う企画で，「アカデミックコンテスト」や「3MT」と性格を同じくするものである。

研究交流事業の参観者は例年 200 名を超え，そのうち約半数が普段学問に接する機会のない一般市民

の方々である。また，予選，本選と会が分かれており，出場者は例年 10 数名，予選を勝ち残った 3
名が本選へと進めるシステムとなっている。 
 TGN の特徴的な点は，①大学院生の自治組織であり教員がいないこと。②運営者や参加者に対して，

研究業績関連のインセンティブは少なく，「楽しさ」が運営・参加の動機となっていること，が挙げら

れた。そして資金獲得については，ほぼ毎年二つの組織から支援をうけている。一点目は同窓会で組

織されている団体，二点目は学生の主体的な活動を支援する大学のプログラムである。 
 

5. おわりに 

 研究交流事業の継続には「秘訣」があるのか，という問いの答えは「ノー」である。というのも，

「秘訣」のように，人に知られていない効果的な方法や，特別な手段はないからである。事業の継続

には，「ヒト」「モノ」「カネ」をいかに充足させるかが重要であった。例えば「ヒト」を継続的に供給

するためには，TGN にみられたような，人員確保に事欠かない「楽しさ」やインセンティブが必要で

あるし，「モノ」や「カネ」を継続的に供給するためには，TGN や 3MT のように支援体制が整ってい

ることや，香港教育学院のように，資金獲得や物資獲得に長けた教員などの存在が不可欠である。 
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1. はじめに－国内外の研究交流事業の分析をふまえて－ 

 ここまでの発表で，自主企画としての研究交流事業「広島大学アカデミックコンテスト」を通した

反省点の省察と，国内外の 3つの研究交流事業の分析を通して，研究交流事業を継続的に運営してい

くためには，参加者・運営者が得られるインセンティブや，後続世代へと運営ノウハウを継承してい

くことが重要である点が確認された。しかし一方で，ただ継続的に運営していくだけでは，研究交流

事業が「研究と教育と社会貢献とを架橋する<場>」として機能することは困難であろう。そこで，本

発表では「研究交流事業はただ継続できていればよいのか？」というテーマのもと，改めて研究交流

事業がそのような<場›として機能する条件や，「学会」がその<場›を担う可能性について検討したい。 

 

2. 4つの研究交流事業の性質・対象の考察 

（１）性質の考察 

 黒川・山田両氏が取り扱った 4つの研究交流事業

を「公開性（自身の研究コミュニティ以外にどこま

で事業の受益者を開放しているか）」「事業実施期間

（事業の企画から終了までどの程度の時間を費やし

ているか）」という観点から分類すると，図 1のよう

に整理できるだろう。 

 最も実施期間が短く，かつ公開性も低いのがクイ

ーンズランド大学の 3MTである。これは「博士課程

学生の能力向上」という焦点化された目的と，国際学

術雑誌への投稿権という明確なインセンティブのもと

で開催される事業であり，受益者は基本的に 3MTで発表する大学院生に限定される。香港教育学院の

事例も受益者が参加する大学院生らに限定されている点は同様であるが，当該事業の実施に際し大学

院のプログラムの一環として，長期的・継続的に大学院生が関与しているという点で性格を異にする。 

 一方，広島大学アカデミックコンテストや筑波大学 TGNの一連の事業は，より公開性を高めた研究

交流事業という点で共通している。いずれも地域住民や大学関係者に広く参加を呼びかけているほか，

プレゼンテーション形式の「発信」型イベントとカフェ形式の「交流」型イベントとを併用して実施

し，普段「研究」の世界への敷居を高く感じている参加者の心理的障壁を軽減している。 

（２）対象の考察 

 続いて，研究交流事業を「誰に向けて行われているのか」

という観点から考察してみたい。その対象は，「科学コミュ

ニケーションの対象としての市民」と，「研究共同体の一員

としての研究者」の大きく２つに分けられるであろう。よ

り細分化して見ると，前者の「市民」には高校生・学部生・

地域住民が，後者の「研究者」には（研究者志望の）学部

生・大学院生・若手研究者・ベテラン研究者などが含まれ

るだろう。 

 これらの対象に対し，4 つの研究交流事業がそれぞれどこにより焦点化してアプローチしているか

を整理したのが図 2である。図中の実線部は強くアプロ

ーチしている対象を，破線部はアプローチしていない対

図 1 研究交流事業の性質の分類 

図 2 研究交流事業の対象の分類 



 
 

象を表す。これを見ると，先に公開性の観点から大別した「筑波大学・広島大学の研究交流事業」と，

「香港教育学院・クイーンズランド大学の研究交流事業」は，ここでもアプローチする対象が大きく

異なっていることが確認できる。「ソトに向けて研究成果を発信する」ことに主眼を置く前者と，「ウ

チに向けて研究方法を共有する」ことに主眼を置く後者の違いと説明できるだろう。 

 

3. 研究交流事業を推進する 4つの条件 

上記のように，研究交流事業には多様な目的・対象・社会的貢献を掲げているものが存在し，「望ま

しい研究交流事業のあり方」を一様に規定することは難しい。しかし，4 つの研究交流事業の分析を

通して，研究交流事業を推進していくための条件が少なくとも 4つ存在することが示唆された。 

 第一に「継続性」。事業の意義を広め，拡大させていくためには，予算，人員，そして参加者のイン

センティブが必要である。第二に「公共性」。研究成果をもとに科学コミュニケーションの対象である

市民にとって有益な価値を提供することが求められる。第三に「相識性」。分野の異なる参加者同士，

あるいは同じ分野でも普段交流のない者同士での学術的な対話が新たな研究の種を生み出し，それが

参加者のインセンティブにも結びつく。第四に「陶冶性」。研究コミュニティを維持発展させるために

も，事業を継続的に運営していくためにも，研究面・運営面で次世代にノウハウを継承していくよう

なシステムを組み込むことが求められる。これら 4つの条件を全て満たす研究交流事業を開催するこ

とは困難であり，実際にはこれらのいずれの条件に重点を置くかを使い分けながら，複数の形の研究

交流事業を推進できることが理想であろう。 

 

4. 学会主催の研究交流事業の可能性 

 以上をふまえて，発表者らは，行政や大学から独立し，複数の組織から異なる世代が集って研究コ

ミュニティを組織している「学会」が研究交流事業を主催することを提案したい。発表時には，学会

主催の研究交流事業のあり方をフロアと議論するための試案として，「サイエンスカフェ形式」「テレ

フォンショッキング形式」「ディベート甲子園形式」「ビブリオバトル形式」という 4つの形式の研究

交流事業を提案した（スライド 35～38参照）。 

 

5. おわりに 

 本ラウンドテーブルの基盤となった一連の研究は，「まず行為があり，その行為の省察を通して本質

的な課題に気づき，行為の可能性を拡大させる」というコルトハーヘン（2012）の「ALACT モデル」

に着想を得て進められた。このモデルは本来，教師の教授行為の省察・改善のために用いられるもの

であるが，研究交流事業の省察・改善プロセスとしても検討する価値があるだろう。 
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