
 

３．外部資金の獲得 

 

（１）現状認識、課題 

国立大学の法人化を契機として、外部資金獲得及び財源の多様化は、多くの

大学にとって取り組むべき課題となった。外部資金獲得において最も一般的な

ものは、競争的資金の獲得である。近年、我が国においても、大学に配分され

る予算において競争的資金の占める割合が増加する傾向にあるため（図Ⅲ－3－

1 参照）
１）

 、大学はその獲得に積極的に取り組んでいる。 
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図Ⅲ－３－１  大学における主要な財政支援の経年変化 

出典：  文部科学省資料を基に JSPS 作成 

 

 

機関を対象として配分される競争的・重点的資源配分としては、教育から研

究まで様々な形で整備された支援プログラムが最も一般的であろう。これらの

プログラムに共通している近年の傾向は、「国際性」の重視である。「21 世紀 COE

プログラム」の後継として平成 19（2007）年度より「グローバル COE プログラ

ム」が新規に創設されることに象徴されるように、「国際性」が外部資金を勝ち

取るための重要なキーワードになってきている。その他にも、同年度に新たに
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※ グラフ上の□内の数字は総計。 
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創設される、世界の第一線の研究者が集まる拠点形成を目的とする「世界トッ

プレベル国際研究拠点形成促進プログラム」や「大学知的財産本部整備事業」

の一環として新たにスタートする「国際的な産学官連携の推進体制整備」のた

めのプログラム、また、平成 17（2005）年度より始まっている「大学教育の国

際化推進プログラム」など、教育・研究・産学連携において、国際化を促進す

る試みが進められている。 

これらのプログラムの選定プロセスに共通することとして、いずれも、教育

研究組織の国際的通用性や良質な国際ネットワークを有していることを高く評

価するという点がある。そのため、国際展開に必要な国内の競争的・重点的資

源配分資金を勝ち取るためには、次章「4．国際的な大学間連携及びコンソーシ

アムの活用」で取り上げるとおり、良質の大学間国際連携及び国際コンソーシ

アムを有効に活用することが重要となってくる。 

国際展開に関する外部資金の獲得は、文部科学省等による支援プログラムの

みではない。国際開発協力事業において、プロジェクトを受注することもまた、

ひとつの手段であろう。かつて、国立大学は、法人格を有していなかったため、

援助機関と自由に契約を交わしプロジェクトを受注する、ということは、困難

であった。しかし、法人化を契機として、大学が事業体として応札し、受注す

ることが実質的に可能となった
２）

 。その結果、これまでは主に委嘱という形で

連携してきた国際協力機構（JICA）とも、受託契約に基づく協力という新たな

連携・協力のあり方が生まれており（reactive→proactive）、大学が JICA のコ

ンサルタント登録する事例（平成 18（2006）年 10 月現在、国立大学法人 19 大

学、私立大学法人 7 大学）や、技術協力プロジェクトにおいて大学が受注する

事例が増加している。 

 

表Ⅲ－３－１ 大学の受注実績例（平成 18（2006）年 10 月現在） 

国名 案件名 代表者 構成員 

アフガニスタン 教師教育強化プロジェクト システム科学 

コンサルタンツ（株）

国立大学法人 

鳴門教育大学 

カンボジア 高校理数科教科書策定支援 

プロジェクト 

（株）パデコ 国立大学法人 

愛知教育大学 

バングラディシュ 小学校理数科教育強化計画 （株）パデコ 国立大学法人広島大学

中華人民共和国 中日気象災害協力 

研究センタープロジェクト 

国立大学法人東京大学 財団法人日本気象協会

インドネシア ガジャマダ大学産学地連携 

総合計画プロジェクト 

国立大学法人九州大学 アイ・シー・ネット 

株式会社 

インドネシア スラバヤ工科大学 

情報技術高等人材育成計画 

プロジェクト 

国立大学法人熊本大学  

ラオス 国立大学経済経営学部支援 

プロジェクト 

国立大学法人神戸大学  

ラオス 国立大学工学部情報化対応 

人材育成機能 

強化プロジェクト 

学校法人東海大学  

大洋州 予防接種事業 

強化プロジェクト 

国立大学法人長崎大学  

出典：独立行政法人国際協力機構『国際協力への大学の参画について』
３）
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  また、海外のファンディングを獲得するという方法もある。ファンディング

の国際化が進む中、海外から外部資金を獲得することは、「国際性」を実証する

一つの重要なベンチマークとなる。しかし、科学技術政策研究所の「大学等に

おける科学技術・学術活動実態調査報告」（2006）によると、回答があった国公

私立 677 機関の外部受入研究費 4,983 億円のうち、「外国」からの資金合計はわ

ずか 8.5 億円（0.17％）であった
４）

 。こうしたデータからも、現状において、

海外の外部資金を得ている大学は、例外的であると言える。 

 

 

（２）注目すべき取組例 

【一橋大学・神戸大学】：EU 研究等の拠点として EU からの資金受入れ 

欧州連合（EU）は、近年、EU として北米や日本等、他地域とのより強固

な連携・協力を推進するプロジェクトを立ち上げている。欧州委員会が域外

における EUの高度な学術研究拠点として設立している EU Institute はその

一例である。 

一橋大学は国際基督教大学・東京外国語大学・津田塾大学とともに、神戸

大学は大阪大学・関西学院大学とともに、それぞれ EUIJ（EU Institute in 

Japan）東京（平成 16（2004）年 4月設立）、EUIJ関西（平成 17（2005）年

4 月設立）を形成し、幹事校を務めている。EUIJ では、EU からの資金提供

を受け、EU に関する教育・研究活動、情報発信、アウトリーチ活動等を行

っている。 

なお、神戸大学では、EU からの資金を受けたことにより、経理部門の国

際化が図られる等の副次的効果が得られたとの報告があった。 

 

【早稲田大学】：EU のファンドによるビジネス・マネジメント研修を提供 

早稲田大学は、欧州委員会のプログラムである「EUビジネスマン日本研

修プログラム（Executive Training Programme-Japan:ETP-J）」を、パリ政

治学院、ボッコーニ大学、ロンドン大学東洋アフリカ研究学院とともにコン

ソーシアムを形成して受託した。この ETP-Jは、欧州委員会が欧州商工会議

所の支援を得て提供しているもので、EU諸国において選抜された企業幹部

に対して、日本語及びビジネス・マネジメントの研修プログラムを提供する

ものである。その目的は、欧州企業が日本市場における可能性を探る機会を

与えることや、日本についての知識を深め、日本との関係を構築・進展させ

ることにおかれている。当該プログラムにおいて、早稲田大学は、上記欧州

3大学における渡日前の 3ヶ月の集中研修の後実施される 6ヶ月間の上級日

本語・ビジネス文化研修の部分を担当する。その後、日本企業において 3

ヶ月の企業内研修が実施される。早稲田大学は、この研修プログラムを受託

したことにより、EUの補助金を獲得している。 
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【広島大学】：Joint Venture によるプロジェクト受託 

法人化以降、JICA の技術協力プロジェクトを、大学が事業体として受託

することが可能となった。このようなケースにおいて、大学は、主に単体で

一括受託する、あるいはコンサルタント企業とコンソーシアムを形成して受

託する方法がある。このうち、後者は Joint Venture と呼ばれる形態のもの

である。 

これに他大学に先駆けて取り組み受注したのが広島大学である。広島大学

は、以前より、国際協力研究科や教育開発国際協力研究センター等を中心と

し、途上国における国際開発協力活動を行ってきていたこと等が評価され、

平成 16（2004）年に国公立大学として初めてプロジェクト受託を果たした。 

なお、Joint Venture の形態をとることにより得られるメリットとしては、

大学が有する「知（研究教育機能とその蓄積）」や「人材（教員、研究員、

学生）」とコンサルタント企業が有する文書作成やプロジェクト・マネジメ

ントのノウハウを持ち寄ることで、それぞれの長所を活かすことができるこ

と等がある、という。 

 

【長崎大学】 

：国際活動のためのファンド獲得を本部の任務として明確に位置づけ 

戦略的に獲得 

    長崎大学の国際連携研究戦略本部においては、本部のミッションの 1 番

目に「外部資金獲得のための活動」を位置づけ、国際連合（UN）、世界保健

機関（WHO）、JICA、世界銀行等、国内・国際機関の国際協力事業の受託を

受けつつ国際活動を展開することを目指している。 

    実際に、ベトナム（平成 18（2006）年 3 月設置）とケニア（平成 17（2005）

年 9 月設置）の拠点の整備については、「新興・再興感染症研究拠点形成事

業委託費」及び「特別教育研究経費・連携融合事業費」を活用し、本部の

体制強化については本事業の経費を充当。活動の一部は JICA の資金を活用

している。また、平成 18（2006）年に開催した薬剤開発に係るディプロマ・

コースの運営費は、長崎大学と WHOが折半して負担している。 

 

 

（３）分析及び提言 

  ○良質なコンソーシアムへのファンド獲得機会の増加（～EU の動向～） 

 EUを中心として、大学間でコンソーシアムを組み教育研究活動を展開し、

良質なコンソーシアムに資金が充当されるといったような、点（機関）へ

のファンドから面（ネットワーク）へのファンドを重視する動きが拡大し

ている。各大学は、より多くのファンドを得るために、良質なネットワー

クを形成するためのパートナーを捜している。日本でも、競争的・重点的

資源配分において、同様の傾向が見られるようになっており、より組織的

な連携活動を実施できるネットワークへ資金が充当される構造になりつつ

ある。 
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 平成 19（2007）年より開始された EUの第 7次研究開発フレームワークプ

ログラム（FP7）は、第 6 次（FP6）に比べ、EU 域外を含めた「国際性」を

より重視している。その結果、日本や北米等、域外との協力プログラムが

整備されている。こうした取組を通じて、EU が日本の大学の積極的な参加

を切望する一方で、日本の大学の参画は低調である。そのような中、事務

的なものも含め体制を整備し、国際的な資金を獲得している事例は、先駆

的な取組として参考にすべきである。これらの取組が経理面を始め事務体

制の国際化へ与える副次的なインパクトについても評価すべきである。 

 一橋大学、神戸大学の取組として「EU Institute」について触れたが、

この他、EU においては欧州の大学間の連携を強化し、欧州の高等教育の質

と競争力の向上を図ることを目的とした「エラスムス・ムンドゥス・プロ

グラム」1や、欧州の研究者の流動性を高める「マリー・キュリー・アクシ

ョンズ」2等により、日本を含めた欧州外の大学にも活用可能な様々な取組

が展開されている。 

 

  ○国際協力関係のファンド獲得機会の増加 

 我が国の政府開発援助（ODA）について、戦略性の重視、量から質への

転換といった、より効果的・効率的な取組が各方面から求められている中、

我が国の大学が有する知的な援助リソース（研究成果や高度人材育成機

能）を活用して、国として知的な国際貢献を推進することが注目されてい

る
５）

 。 

 このような背景を踏まえ、国際協力事業に大学が組織として参画し、大

学の「知」を活かすことは、大学の国際展開の重要な柱の一つとして位置

づけられる。こうした中、法人化を契機として、国立大学が JICA や国際

                                                  

1 欧州の学生・教員交流プログラム「エラスムス」は、高等教育機関の学生や教員の欧州域内での

モビリティ（移動性）を高め、他国で学んだり、経験を積むことを支援するもの。その後、平成 15

（2003）年 12 月の決定により、 EU をセンター・オブ・エクセレンス ( 卓越した研究拠点 ) と

して促進するために、第三国との協力を目的とした「エラスムス・ムンドゥス」が、５年間 ( 予

算 2 億 3,000 万ユーロ ) の予定で始動した。この修士課程を対象としたプログラムには、 (1)欧

州の少なくとも３カ国のコンソーシアムが提供する「エラスムス・ムンドゥス修士課程」創設、(2)

域外からの留学生 ( 修士課程 ) や研究者向けの奨学金援助、(3)国境を越えた大学間でのパート

ナーシップ締結、(4)欧州の高等教育に対する関心を高めるためのプロジェクトの支援・第三国の

大学との単位相互認定の支援などが含まれる。これまでに、100 の「エラスムス・ムンドゥス修士

課程」が創設され、域外からの約 5,000 人の修士課程学生を支援、 4,000 人以上の EU 加盟国の

大学院生が域外で研究を行った。また、このプログラムは欧州の域内・域外の教員も支援しており、

それぞれ 1,000 人の教員が参加している。第三国の高等教育機関とのパートナーシップの数も 100

件に上っている。 

 
2 欧州研究圏（European Research Area：ERA）実現のため、研究者の流動性、教育訓練の促進を図

る活動の通称。EU の第７次フレームワークプログラム（平成 19（2007）年－平成 25（2013）年）

において、年間平均約 6.8 億ユーロ（1,000 億円）の予算が配分されている。 

研究者個人を対象としたフェローシッププログラムの他、機関レベルでの組織的な若手研究者の交

流及び育成を支援する ITN（Initial Training Network）等の機関支援のプログラムがある。第７

次フレームワークプログラムでは、欧州域内だけでなく、日本を含め域外機関との交流の支援強化

が図られている。 
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協力銀行（JBIC）と連携する機会が拡大していることにも注目すべきであ

る。 

 各法人の取組の他、文部科学省国際開発協力サポート・センターの支援

を受けつつ、多くの大学が情報やノウハウを共有できる機会の充実が望ま

れる。 

 

 

（参考） 

JBIC の円借款事業における留学生・研修生の受入れ 

以前は困難であった大学と JBIC との連携が、法人化以降急速に増加している。  

 

表Ⅲ－３－２ JBIC と大学の連携実績 

  平成 15（2003）年度 平成 16（2004）年度 平成 17（2005）年度

大学がかかわる委託調査数  ６ １４ ２５ 

うち大学が契約当事者の契約数 ４ １２ １７ 

出典：国際協力銀行プロジェクト開発部『国際協力銀行における大学との連携』
６）

  

 

JICA 同様、JBIC においても、様々な形の連携事例があるが、主な取組としては、大学が Proactive

な形で参画することのできる提案型調査がある。このスキームでは、円借款事業への知見・情報の

蓄積を図るための調査を提案に基づいて行っていこうとするものであり、委託先として、大学、地

方公共団体、NGO を想定している。（評価にあたってもその点を考慮するとしている。） 

さらに、人材育成面の取組として、円借款事業における留学生・研修生の受入れがある。これま

でも、留学生などを受け入れてきたが、新たな形態として、マレーシアの高等教育基金借款（HELP1

及び 2）におけるツイニング・プログラムや、インドネシア高等人材開発事業（Ⅲ）におけるダブ

ル・ディグリー（リンケージ・プログラム）など、現地と日本の高等教育機関間の連携の下で行わ

れるプログラムを展開している。こうしたプログラムにおいても、説明会を開き、関心を持った大

学が参加するという形がとられている。 

 

○ファンド獲得のための体制整備 

 優良なパートナーと連携関係を構築しつつ、適切なファンドを獲得して

いくためには、学内の教育研究の状況を把握しつつ、広く内外のファンデ

ィングの情報を入手し、戦略的に的を絞って申請等を行うことが重要であ

る。外部人材の獲得等により体制を整備しつつ、外部資金獲得のために本

部が有効に機能している長崎大学の例は注目に値する。 

 また、財務・会計・人事等の管理業務をはじめとする学内規程や事務手

続の整備に着手し、海外のファンディングの獲得を容易にする全学的なシ

ステムを構築する必要があるだろう。 
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