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２．目標設定、行動計画、評価体制 

 

（１）現状認識、課題 

   日本の多くの大学が様々な国際化プログラムや国際活動を実施しているが、

果たしてそれらの活動は、大学の建学の精神や全学的な中期目標・中期計画

に根ざしたものであろうか。また大学として、明確な理念や構想を持った上

で実施されているものであろうか。横田ほか（2006）
１）

  の全四年制大学を対

象とした国際化に関する調査によると、国際化のための明確なビジョンやミ

ッションを持っていると回答した大学は全体の 5 分の 1程度（20.1%）であっ

た。設置者別にみると、国立大学では、40.6%が持っているとした(回答した

全国立大学中でビジョンやミッションを持っているとした大学の割合、以下

同様)が、公立大学では 14.6％、私立大学では 16.0%という低い割合であった

（図Ⅲ－2－1－a 参照）。 

しかしながら、同調査によると大学国際化のビジョンやミッションが重要

であると回答した大学（「少し重要」と「大変重要」の和）は全体の 78.3％で

あった。設置者別にみると、国立大学で 79.4％が「大変重要」と考えており、

「少し重要」を合わせるとほぼ 100％であった。私立大学では、「大変重要」

が 52.2％、「少し重要」を合わせると 75.7％であった。公立大学では「大変

重要」と「少し重要」の和が 61.0％であった（図Ⅲ－2－1－b 参照）。特に国

立大学は法人化による中期目標・中期計画の策定を契機として、教育研究活

動において、ビジョンやミッションを持つことの意義は広く浸透してきてい

ると思われる。 

以上のことから、日本の大学の国際化が叫ばれてから久しいにもかかわら

ず、大学として国際化のための明確な理念や構想を持ち、その下で具体的な

目標設定や行動計画を定めて国際化を推進している大学は、未だ少数派であ

ると言える。言い換えると、多くの大学では、国際化の目的、目標、方向性

等を明確にすることなく、場当たり的、横並び的に教育・研究活動の国際化

を進めてきたといっても過言ではない。そのような状況下において、全体の 5

分の 1 程度にあたる国際化の理念や構想を持ち、その下で国際的な教育・研

究活動を展開している大学というのは、「国立大学」、「大規模校（学生数が多

い）」、「留学生が多い」、「伝統校」というキーワードで表すことができる。 

 さて、国際化に関する評価体制についてはどうであろうか。先の横田ほか

（2006）の調査によると、大学国際化の評価制度・体制がある（実施してい

る）と回答した大学は全体のわずか 8.8%であった。設置者別にみると、国立

大学では、21.9%があるとした(回答した全国立大学中で国際化の評価制度・

体制を持っているとした大学の割合、以下同様)が、公立大学では 6.3％、私

立大学では 4.5%という極めて低い割合であった（図Ⅲ－2－2－a 参照）。さら

に国際化の評価制度・体制に関する重要度では、重要であると回答した大学

（「少し重要」と「大変重要」の和）は全体の 59.7％であり、ビジョンやミッ

ションの重要度より低かった。国立大学で 51.6％が「大変重要」と回答し、
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「少し重要」を合わせると 95.1％であったが、私立大学では、「大変重要」が

27.2％で「少し重要」を合わせても 53.1％であった。公立大学では「大変重

要」と「少し重要」の和が半数にも満たず、40.0％であった（図Ⅲ－2－2－b 

参照）。 
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図Ⅲ－２－１  大学国際化の明確なビジョン・ミッションの有無（実施率） 

及び策定に対する認識（重要度） 

出典：  横田雅弘・坪井健・白土悟・太田浩・工藤和宏，2006， 

            『岐路に立つ日本の大学―全国四年制大学の国際化と留学交流に関する調査報告－』 

一橋大学留学生センター. 
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図Ⅲ－２－２  大学国際化の評価制度・体制の有無（実施率） 

及び評価制度・体制に対する認識（重要度） 

出典：  横田雅弘・坪井健・白土悟・太田浩・工藤和宏，2006， 

『岐路に立つ日本の大学―全国四年制大学の国際化と留学交流に関する調査報告－』 

一橋大学留学生センター. 

 

 

国際化の分野に限らず、広く大学の教育研究活動に対する評価が行われる

ようなり、平成 16（2004）年からは認証評価機関による第三者評価（認証評

価）が義務付けられた。しかしながら、国際化に関する評価制度・体制に的

を絞った設問では、国際化のビジョンやミッションの有無より、さらに低い

実施状況であった。そもそも国際化の理念や構想を持っている大学が少ない

現況では、国際化や国際活動に関する評価制度・体制を持っている大学がさ

らに少ないのは、ある意味当然の帰結であろう。 

いずれにせよ、国際化の理念や構想、国際化の評価制度・体制の双方にお

いて、重要度に比べて実施度が低いことから、今後、実施する大学が増える
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ことが期待され、そのためにも本事業に採択された 20機関は、モデルとなる

べき事例を提起しなければならない。 

 

 

（２）注目すべき取組例 

【東京工業大学】 

：教職員の共同作業によるボトムアップを重視したポリシー作成 

 東京工業大学は、平成 15（2003）年 7 月に「東京工業大学の国際化戦略」

と題するポリシー・ペーパーを策定しており、この種の取組では先駆的で

ある。このポリシー・ペーパー作成においては、まず、東京工業大学の留

学生、教職員、留学生のためのチューターを対象に満足度調査が実施され、

その結果を基に国際化に関する現状認識を深めるとともに問題点が抽出さ

れた。その上で、交流、プロジェクト、教育、基盤の 4 つの班が編成され、

それぞれに教員、職員が共にメンバーとして参加し、班ごとにポリシー・

ペーパーの素案を作成し、そこに優先順位をつけていくという手法が採ら

れたことで、その作成過程においては、教職員の協働が図られたと言える。

ポリシー・ペーパーは、巻頭になぜ東京工業大学は国際化を目指すのか、

国際化とは何かという理念が示されており、続いて東京工業大学の未来像

と国際化の基本戦略が簡潔に提示されている。そして、教育、研究、ガバ

ナンスに関する国際化の目標について、数値目標を含め、より具体的に記

述されており、学内関係者で目標を共有しやすいように工夫されている。

最後に国際化のタイムテーブルが示され、個々の国際化の目標がいつまで

に達成されるべきかを明らかにしている。 

 

【名古屋大学】 

：国際学術コンソーシアム（AC21）を活用した目標設定・行動計画策定と 

評価体制の整備 

 名古屋大学は法人化の流れの中で、メルボルン大学を参考にして大学改

革を行ってきた。平成 17（2005）年 12月に策定された「名古屋大学国際化

推進プラン」は Mission、 Vision、 Goal、 Objective、 Action という 5

階層構造になっており、これはメルボルン大学の中期目標の構造に倣った

ものである。Mission は平成 12（2000）年に制定された「名古屋大学学術

憲章」に依拠しており、Vision では、国際化に関する中期的な（平成 22（2010）

年まで）構想が 3 点に集約されており、アジア諸国との交流への貢献と国

際開発協力への積極的な参画を謳っているところが特徴的である。Goal で

は、Vision に掲げた構想を国際的な連携によって遂行する過程における目

標を明示しており、それらは研究、教育、開発協力、マネジメントの 4 分

野に渡っている。Goalから Objective そして Action に至る部分では、樹形

図化されており、Goal を目指すためのより具体的な目標を明らかにし、そ

れを達成するために何をすべきか（行動計画）が分かりやすく記述されて

いる。Mission から Action まで一貫して、簡潔な文章で記述されており、
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この国際化推進プランを学内関係者で共有しやすい工夫が施されている。 

 なお、平成 19（2007）年度中に国際学術コンソーシアム(Academic 

Consortium 21: AC21)加盟大学であるシドニー大学、上海交通大学、同済

大学からアドバイザーを招聘し、提起されたアドバイスを参考として、こ

の国際化推進プランを改定する予定であるとのこと。また、名古屋大学で

は評価活動においても、AC21 を活用し、教育面ではシドニー大学、研究・

産学連携面ではウォーリック大学とベンチマーキングを行いたいと考えて

いる。 

 

【広島大学】：海外の専門家による SWOT 分析の導入 

 広島大学は、平成 14（2002）年 11 月、文部科学省「国際競争力強化経費」

により、オーストラリア学長会議国際部長であり、ラトローブ大学の副学

長（戦略開発担当）でもあるボブ・ゴダード(Bob Goddard)氏を約 2 週間招

聘し、SWOT 分析1に基づき、当大学の国際化や国際展開に関する現状分析を

依頼した。その結果、同氏より、国際競争力強化に関する 33の提言を受け

た。その提言を踏まえ、具体的な達成目標等を明記した「広島大学の国際

（国際化）戦略」を法人化前（平成 15（2003）年 9 月）に策定した。そし

て、その改定版を平成 17（2005）年 12月に『広島大学の「新」国際戦略』

として公表した。 

改定された新国際戦略は、広島大学の中期目標・中期計画、「広島大学長

期ビジョン」（平成 15（2003）年 1 月制定）、建学の精神の理念 5 原則を基

盤とし、4 つのピラー（柱）の下、6 つの戦略を掲げている。4 つのピラー

（柱）とは、知、人、社会貢献、キャンパスの国際化の促進を意味し、6

つの戦略としては、ブランド化、ユニバーサル化、ネットワーク化、デヴ

ォルーション化、ビジネス化、インフラ整備が明示されている。さらに、

これら 6 つの戦略の下、3～5 項目の目標が提示され、それぞれに具体的か

つ詳細な行動計画が記述されているだけでなく、それらの行動計画と大学

の中期計画の関連性が分かるようになっている。巻末には、参考資料とし

てこの新国際戦略の数値目標例と留学生受入れの数値目標試算が掲載され

ていることが特徴的である。この新国際戦略の行動計画は、大学全体の中

期計画との関連性を明示しつつ、さらに戦略性を帯びた書きぶりになって

おり、学内関係者の理解と共有を促進する工夫がなされている。 

 なお、この新国際戦略はメルボルン大学高等教育研究所より高い評価を

得たとのこと。 

                                                  

1 主にマーケティング戦略や企業戦略立案で使われる分析のフレームワークで、組織の強み

（Strength）、弱み（Weakness）、機会（Opportunity）、脅威（Threat）の 4 つの軸から評価する手

法のこと。SWOT 分析の目的は、その組織が持っているビジネス機会や外的脅威等の「外部環境分析」

（上記の「機会」と「脅威」が対象で、当該組織の力で変えることが不可能なもの）と、コア・コ

ンピタンスや組織体制等の「内部要因分析」（上記の「強み」と「弱み」が対象で、当該組織内で

改善することが可能なもの）から、当該組織の位置付けを総合的に判断することにある。
２）
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（３）分析及び提言 

 典型的なマネジメント・サイクルの一つに、①計画（PLAN）、②実行（DO）、

③評価（CHECK）、④改善（ACT）のプロセスを順に実施する「PDCAサイクル」

がある。大学国際化をこの PDCAサイクルにあてはめて、「目標の設定」「行動

計画の策定」「評価体制の整備」がどのように機能するか考察する。大学国際

化の PDCAサイクルを図Ⅲ－2－3に示す。 

 

計画（PLAN）改善（ACT）

評価（CHECK） 実行（DO）

本部

担当部局

現状分析・問題点の洗い出し

「国際戦略」策定

行動計画（アクションプラン）作成

外部専門家 アドバイザリーボード 協定校

・関係者の意識調査・ヒアリング、外部専門家等の分析

・「強み」と「弱み」の把握（ＳＷＯＴ分析）

・全学的なコンセンサス形成、

・大学全体のミッションや中期目標・計画との整合性調整

・全学的な資源配分の優先順位の決定（選択と集中）

・中期計画等との整合性調整

・学内で共有しやすい目標の提示（定量的、わかりやすさ）

行動計画（アクションプラン）に基く国際事業の実施

・実施状況の記録と観察、関連データの収集

ー 試行的実施も有効

（先進的な取組について一部の部局

で実験的に新規制度/事業を導入）

事業実施後のレビュー・評価

行動計画/ポリシーペーパー改善案の策定

・関係者からのフィードバック

・関係者へのヒアリング

・期待された結果・効果と

実際の結果・効果との比較

・的確なフィード

バック

・情報の共有

・外部専門家等による分析
・協定校等との比較分析（ベンチマーキング）
・他の好事例の調査研究

大学国際戦大学国際戦

略本部強化略本部強化

事業等にお事業等にお

ける好事例ける好事例

積極的に

外部の意見

を聴取

現場の

声を十分

に反映

・リーダーシップ

・情報の共有

・コンセンサスの形成

・インセンティブの付与

評価結果をもとに、問題点の原因究明を行うとともに

①最初の計画を継続（定着）させるもの
②修正するもの、③破棄するもの に選別

 

図Ⅲ－２－３ 大学国際化の PDCA サイクル 

 

 

（1）で述べたように、日本の大学において、大学国際化のために具体的な

目標設定や行動計画を定めたり、国際化や国際活動に関する評価制度・体制

を有する大学は少数である。採択 20 機関を含め、多くの大学は図Ⅲ－2－3

の右半分の「計画（PLAN）」または「実行（DO）」の領域で活動していると言

える。 

本来、PCDAサイクルは①「計画（plan）」、②「実行（do）」、③「評価（check）」、

④「改善（act）」を繰り返し、らせん状に業務を改善するモデルであるが、

現在多くの大学が試行錯誤を繰り返している①「計画（plan）」の部分につい

て詳しく分析することとしたい。 

①「計画（plan）」について、ⅰ)現状分析、ⅱ)「国際戦略」策定、ⅲ)行

動計画作成の 3つの段階に分けることができる。さらに、ⅰ)現状分析の手順

を細分化すると、最初のプロセスは「現状把握」であろう。この最初のステ

ップである「現状把握」は容易ではない。 

 前項の注目すべき取組例に挙げられた大学に共通していることは、国際戦

25

Ⅲ 観点別分析 

日本学術振興会 



26

 

略を策定する際に、まず自校の現状認識、問題点の抽出をしっかり行ってい

ることである。東京工業大学の場合は、アンケートによる満足度調査の実施、

名古屋大学の場合は、メルボルン大学の取組を参考にしており、広島大学は

オーストラリア学長会議国際部長を大学国際化のエキスパートとして招聘し、

現状分析を依頼した。自大学の現状を把握し、問題点を認識した上で、大学

の中長期計画・目標や建学の精神あるいは大学憲章との連関を明確に表記し

ている国際戦略は、軸足の定まった戦略と言える。さらに、その国際戦略が

学内で十分に共有され、共通の目標として認識されるようにするため、行動

計画（アクション・プラン）がより具体的かつ分りやすい文章で端的に示さ

れており、この点からも好事例と言える。 

図Ⅲ－2－3 の左半分の③「評価（check）」及び④「改善（act）」の領域は、

多くの大学にとっては未踏の段階である。この段階においては、①「計画

（plan）」における「現状分析」と同様に、現場の状況を十分にフィードバッ

クするとともに、外部の専門家・関係者の意見を参考にすることが重要であ

る。名古屋大学の例のように、AC21 を活用したベンチマーキングの導入など

協定校との比較分析を行いつつ、外部の意見を効果的に反映する手法にも注

目したい。 

国際化や国際活動の評価の手法や指針づくりについては、専門家による試

行や検証（フィージビリティ・スタディ）が実施されている段階である。応

用へ向けた研究がさらに発展することが期待されるとともに、研究成果を活

用しつつ国際化、国際活動の評価体制の整備に取り組む大学が数多く現れる

ことを期待する。 

 

（参考） 

Ⅰ「PDCA サイクル」とは 

PDCA サイクルは典型的なマネジメント・サイクルの 1 つで、①計画（plan）、②実行（do）、③評価

（check）、④改善（act）のプロセスを順に実施する。最初の計画（plan）には、現状分析に基づく問

題点の抽出と分析が含まれる。実行（do）は、問題点に対する解決法を実施・展開することを意味す

る。評価（check）では、目標の達成度を評価し、問題点が解決されなかった場合には、何が（どこが）

うまく行かなかったかを識別する。最後の改善（act）では、評価（check）の結果から、最初の計画

（plan）を継続（定着）、修正、破棄のいずれかを選択することとして、次回の計画（plan）に結び付

ける。このらせん状のプロセスによって、継続的な業務改善活動を推進するマネジメント手法である。

業務プロセスの中で改良や改善を必要とする部分を特定・変更できるようプロセスを測定・分析し、

それを継続的に行うために改善プロセスが連続的なフィードバック・ループとなるようにすることが

大事であるといわれている
３）

 

４）

 
。 

 

Ⅱ ベンチマーキングとは 

ベンチマーキングとは一言で言えば、業務プロセスの非効率な部分を改善するため、「ベスト・プラ

クティス（優良事例）から学ぶ」ということである。ベスト・プラクティス、すなわち管理運営や業

務遂行において、もっとも優れた実践方法を探し出して分析し、それを指標（ベンチマーク）に自ら

の現行業務のやり方や活動を測定・評価し、ベスト・プラクティス（優良事例）とのギャップを比較

分析して、そのギャップを埋めていくために継続的なプロセス改革を進める、という経営管理の改善

手法である
５）

 
。ベンチマークは現状と目標を比較するために用いる数値化した指標で、その適切な設

定がベンチマーキング活動の最重要ポイントとなり、数値評価を行うことで、判断に客観性と明瞭性

をもたせ、組織（大学）の構成員に具体的な目標を与えることができる。言い換えると、ベンチマー

大学国際戦略本部強化事業（研究環境国際化の手法開発） 

大学の優れた国際展開モデルについて（中間報告書） 
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キング活動の効果的な運用は、改革・改善活動を進める上で“あるべき姿”として、特定の分野で最

高水準の業績・実績を上げている組織の業務プロセスをベスト・プラクティス（優良事例）に設定す

ることと、自らの組織の“現状”やあるべき“目標”を数値化し、改善の進捗状況や効果を継続的に

計測・把握できるようにすることである
６）

 
。 

 

Ⅰ及びⅡのような経営管理手法は、大学の管理運営や教育研究においても積極的に応用されてきて

おり、実際、欧米では大学評価活動において、ベンチマーキングが急速に普及している。一つの事例

としては、European Centre for Strategic Management for Universities (http://www.esmu.be/)
７）

 

の取り組みが挙げられ、実際に平成 17（2005）年には「国際化」や「大学間連携」をテーマに欧州の

大学間でベンチマーキングが実施された。 

最後に、大学の国際化及び国際展開を戦略的に取り組むことのメリットを段階的に示すと以下のよ

うになる（表Ⅲ－2－1）。 

 

表Ⅲ－２－１ PDCA サイクルを用いた大学国際化及び国際展開の段階 

第 1 段階 学内の国際化・国際活動の現状と問題点を可視化する。 

第 2 段階 国際化・国際活動において取組むべき課題や強みをあげ、課題を克服するため

になすべきこと、強みをさらに伸ばすためになすべきことを整理する。あわせ

て課題の克服または強みを伸ばす際に、それらを阻むものまたは促進するもの

について内的・外的要因を分析する（SWOT 分析）。 

第 3 段階 国際戦略とその行動計画を策定し、優先順位を明らかにする。また、その実施

に向けた条件（インフラ）整備を行う。 

第 4 段階 PDCA サイクルの実施と継続。その際、評価の段階でベンチマーキングを海外の

大学と連携して行うことにより、国際的なレベルでの検証が可能となる。 

第 5 段階 大学の国際性・国際競争力が向上する。 

, 2007.3.7). 
 

３）＠IT情報マネジメント，情報マネジメント用語辞典，「PDCAサイクル」 
(http://www.atmarkit.co.jp/aig/04biz/pdca.html, 2007.2.26). 
 

４）University of Applied Sciences Wildau, TQM Project at the University of 
Applied Sciences Wildau 2004-2006,  
(http://www.tfh-wildau.de/tqm/1442_1445.htm, 2007.3.7).  
 

５）＠IT情報マネジメント，情報マネジメント用語辞典，「ベンチマーキング」 
(http://www.atmarkit.co.jp/aig/04biz/benchmarking.html,2007.2.26). 
 

 
６）J-Marketing Net, マーケティング用語集，「ベンチマーキング」 

(http://www.jmrlsi.co.jp/menu/yougo/my08/my0813.html, 2007.2.26). 
 

７）European Centre for Strategic Management for Universities, European 
Benchmarking on University Management, 

（http://www.esmu.be/index.php?id=13, 2007.2.27). 
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