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７．外国人研究者等の受入れの改善 

 

（１）現状認識、課題 

「海外からの優秀な人材の獲得」は、多くの大学において国際戦略の主要

な柱のひとつとされているとともに、我が国全体の国際戦略として、近年重

要な位置付けをなされてきたトピックである。外国人研究者受入れ数は、こ

こ数年はほぼ横ばいの傾向にあるものの、平成 16（2004）年度には 31,408 人

にのぼっており、その数は過去 10 年間で約 2.5 倍近くに増加した
１）

  。留学生

についても、昭和 58（1983）年の「留学生受入れ 10 万人計画」を嚆矢に受入

れを積極的に推進し、策定当初は１万人程度だった留学生数が平成 18（2006）

年には約 12 万人に到達するなど
２）

  、我が国の高度人材の獲得は着実に進みつ

つある。 

だが、諸外国と比べ、我が国の外国人研究者受入れ総数は未だ少ないこと

が指摘されており、近年に見られる特徴として、滞在日数が 30 日未満の短期

受入れ者数は近年徐々に増加している一方で、長期受入れ者数は停滞してい

ることが挙げられる（図Ⅲ－7－1 参照）
１）

  。 
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図Ⅲ－７－１  期間別受入研究者数（短期・長期） 

出典：  文部科学省『国際研究交流の概要（平成 16 年度）』 

 

 

また、外国人教員の割合もわずか 3.6％にすぎず、米国 19.3％、英国 17.6％

に比べれば、その数値は依然として低い。加えて、留学生受入れに関しては、

（人） 

受入れ者総数 

短期受入れ者数 

長期（30 日超）受入れ者数 
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日本では主に学部レベルでの学生受入れが中心で、大学院レベルでの学生受

入れは滞っている点が問題認識されており、主要国の中でも大学院生に占め

る外国人の割合は低い。とりわけ理工農系分野については、米国 38.8％、英

国 33.5％、仏国 18.6％の傍ら日本は 9.3％と、その差は著しい（表Ⅲ－7－1

参照）
３）

  。 

 

         

  日 米 英 仏 独 

研究者全体  １．５％ ５．６％  

大学教員  ３．５％ １９．３％  １７．６％ ５．４％  

大学ポスドク  ２２．０％ ５７．２％   

理工農のみ  ６１．１％  

博士号取得者  １３．７％ ２８．５％ ３５．７％ ２１．１％  ７．０％ 

理工農のみ  １４．１％ ４２．５％ ３４．９％ ２０．１％  １０．２％ 

大学院生  １２．５％ １３．２％ ２６．５％ ２５．３％  

理工農のみ  ９．３％ ３８．８％ ３３．５％ １８．６％  

学部学生  ２．１％ ２．２％ ９．２％ １１．８％  

理工農のみ  １．０％ １０．４％ １７．４％   

注：数値はそれぞれ、 日: 平成 15（2003）年、 米: 平成 13（2001）年、 英: 平成 15（2003）年、 

仏: 平成 15（2003）年、 独: 平成 16（2004）年のもの。 

出典：各国統計より文部科学省作成  

 

 

優秀な外国人研究者・留学生を獲得するにあたっては、研究・教育レベル

の高さが求められることは言うまでもないが、それらに付随する「来日前」「来

日中」「離日後」の一連の流れをカバーする、体系的で磐石なサポート体制の

整備もまた重要な要素である。 

うち、来日前のサポートについては、「奨学金の設置」や「海外広報」等を

はじめとするリクルーティング活動が従来より着々と展開されている。また、

離日後に関しては、同窓会活動に代表される人材のネットワーク化が一般的

に進められており、近年の外国人研究者等の受入れ数増加に伴い、それらの

活動は規模、内容ともに充実していくことが予想される。我が国において、

とりわけ対応の必要性が指摘されるのは、残る来日中のサポートである。 

JSPSが実施した JSPS外国人特別研究員を対象とした調査
４）

  によると、研究

のため日本に滞在した外国人研究者より「英語による情報提供」「図書館の国

際化」「宿舎や生活に関するサービス」「同伴家族のサポート」等を求める声

が寄せられており、外国人研究者に対する各種生活支援や受入れ環境の改善

の重要性を示唆している。 

だが、現状として、外国人研究者等に対するそれらの支援を組織立って取

り組む大学は少ない。例えば、全国の国公私立大学における「図書館および

表Ⅲ－７－１ 外国人比率の国際比較 
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コンピュータ・センターでのサービスの多言語化」の実施割合は 13.5％、「学

内文書・諸規程の多言語化」の実施割合は 7.8％と、低い数値が報告されてい

る
５）

  。また、外国人教員の活躍促進のための行動計画を全学的に策定してい

る大学の割合も、全体のわずか 3.3％に留まっており
６）

  、外国人研究者等の受

入れ環境改善に対する意識の低さが伺える。 

このような、外国人研究者等受入れに係る全学的な対応の遅れは、結果と

して、外国人研究者らの生活サポートを専ら受入れ研究者個人の負担として

しまう問題を引き起こしている。以下の図Ⅲ－7－2 は、JSPS外国人特別研究

員が、日本滞在中に研究面以外の問題に直面した際、援助を求めた相手（機

関）を示しているが、大学としての組織的な支援体制の脆弱さとともに、全

学的な対応の必要性を克明に表していると言えるだろう。 
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図Ⅲ－７－２  JSPS 外国人特別研究員が日本滞在中、 

研究面以外の問題について援助を求めた相手（機関） 

出典：  『JSPS 外国人特別研究員事業 Program Evaluation Questionnaire 

2006 年 6 月集計及び 2006 年 9 月集計』より JSPS 作成 

 

 

以上、主に来日中の生活面に係るサポートについて、その必要性と現状に

ついて述べたが、先に言及したとおり、優秀な外国人研究者等の獲得のため

には来日前、来日中、離日後それぞれの場面に応じた支援体制が必要であり、

その取組は実に多岐に渡る。以下、各採択機関が行う取組を、時系列に沿っ

て抽出、考察してみたい。 

 

 

（人） 
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（２）注目すべき取組例 

①海外広報、リクルート、フェローシップ制度等（来日前のサービス） 

【慶應義塾大学】：戦略的な海外広報を重視 

 慶應義塾大学は、国内に比べ国際的な大学知名度が低いことを問題として

認識し、対国内のみならず対国外をも視野に入れた戦略的国際広報の展開を

図っている。特に情報の迅速化に力を注いでおり、その点で利便性が高く、

かつ外国人研究者や留学生が最も参考にすると考えられる日本語以外の多

言語 Web サイトの充実に着手している。平成 18（2006）年 7 月には、大学

が行う国際連携活動や学術活動等を国内外に発信するための組織として、塾

長の下に広報室を新設し、同じく塾長直轄の組織である国際連携推進室と広

報室とが連携することで、国際広報・国際展開の相乗的な向上を狙っている。 

 

【東京大学】：民間企業と連携し優秀な中国人受入れのための基金の設置 

 東京大学は、（株）アサツー・ディ・ケイから約 3億円の寄附金を受け、

中国からの優秀な留学生獲得を目的とした奨学金「東京大学アサツー・デ

ィ・ケイ中国育英基金」を平成 17（2005）年度に設置、翌平成 18（2006）

年度より運用を開始した。本基金は、北京大学、清華大学、復旦大学の中国

トップ 3 大学それぞれから、毎年 2～3名ずつ学生を選抜し、東京大学留学

資金として奨学金を付与するものである。平成 18（2006）年度募集では、

北京大学からだけで約 100名の応募があり、優秀な中国人留学生獲得のため

の一手段となっている。 

 

【東京工業大学】 

：研究機関と連携した海外からの大学院生受入れプログラムの創設 

（「東工大・理研連携国際スクール」） 

 東京工業大学は、平成 18（2006）年 2 月に理化学研究所（理研）と連携

協力協定を締結し、海外からの大学院生受入れプログラムとして「東工大・

理研連携国際スクール」設置構想を打ち出した。具体的には、博士号取得を

目指す海外（特に東アジア）の大学院生を東京工業大学・理研にて毎年 10

名受け入れ、彼らに対し両機関の中でそれぞれポテンシャルのある領域にて

研究環境・機会を提供した上で、プログラム修了時には東京工業大学から学

位を授けるものである。なお、本プログラムは平成 19（2007）年秋から開

始される予定である。 

 

【一橋大学、会津大学】 

：「9 月入学」かつ英語による正規課程を設置し、海外からの学生受入れに 

対応 

会津大学では、日本人学生／外国人留学生を問わず大学院課程への標準入

学時期を 4月及び 10月に設定。また、一橋大学でも、10月を入学時期とす

る 2 つの大学院コース（国際企業戦略研究科国際経営戦略コース、国際・公

共政策大学院アジア公共政策コース）を設置している。 
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両事例とも、外国人留学生に配慮した入学時期としていることに加え、英

語のみで修了可能なカリキュラム構成、渡日前入学の許可等、様々な面で外

国人留学生の受入れに対応したプログラムとなっている。 

 

【名古屋大学】 

：独自のコンソーシアムを活用した現地での来日前オリエンテーション 

の実施 

名古屋大学は、自校が提唱・主導する「国際学術コンソーシアム（AC21）」

の加盟機関の一つである上海交通大学の協力を得て「名古屋大学上海事務

所」を設置し（平成 17（2005）年 11 月）、同事務所を利用して、名古屋大

学への入学を予定している中国人学生を対象とした渡日前オリエンテーシ

ョンを平成 18（2006）年 9 月に開催した。オリエンテーションには、現在

名古屋大学から中国に留学中の日本人学生の参加も呼びかけており、渡日に

あたる中国人学生の質疑に対し日本人学生が回答するなど、学生交流の促進

も図っている。 

 

②宿舎の確保（来日中のサービス１） 

【東京工業大学、広島大学】：民間宿舎の借り上げによる宿舎の確保 

東京工業大学では 10 年間の期限付き契約で民間の宿舎を借り上げ、外国

人を含む女性研究者・留学生及び日本人学生の共同居住型の「洗足池国際

交流ハウス」を設置。平成 17（2005）年 10月から入居を開始している。 

また、広島大学では、外国人研究者等の宿泊施設として広島県住宅供給

公社から宿舎を借り上げ、平成 19（2007）年 4 月から入居を開始。入居者

が戸数に満たない場合の対応の検討や、入居に係るトラブルの未然防止等、

宿舎借り上げによって抱える大学のリスク管理にも努めている。 

 

【東北大学】：PFI 方式による宿舎の整備 

東北大学は、平成 15（2003）年度に文部科学省から認可を受け、外国人

留学生及び日本人学生合同の学生寄宿舎の整備に PFI 法に基づき着手。平

成 19（2007）年 3 月、「ユニバーシティー・ハウス」（学生寄宿舎）の完成

に至った。具体的には、土地を大学が無償で貸与し、民間業者が資金調達・

施設建設後、大学に所有権を移転して事業契約書等に示される業務を行う

「BTO（Build-Transfer-Operation）方式」を採用。PFI 法に基づく大学の

施設整備は先例が少なく、ノウハウ不足への対応として専門アドバイザー

を雇用し整備にあたった。 

なお、この宿舎は外国人留学生と日本人学生との混住型（外国人留学生

130名、日本人学生 286名収容可能）である。8 つの個室とオープンリビン

グ（共用部分）を一つのユニットとし、外国人留学生と日本人学生の割合

が 2対 6、あるいは、3対 5 となるよう配置し、日常的な交流を通し国際感

覚の研鑽を図っている点も特徴である。 
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【慶應義塾大学】 

：民間宿舎の積極的借り上げ、日本人学生・外国人留学生共存の寮の建設 

慶應義塾大学では、従来から民間の賃貸物件を積極的に借り上げ、留学

生および外国人研究者の宿舎の確保を行っている。平成 19（2007）年 4 月

現在、留学生用は計 231 室（うち、建物単位での借り上げが計 4 棟・223

室）、外国人研究者用は計 42 室（うち、建物単位での借り上げが計 2 棟・

29室）となっている。 

さらに留学生用については、平成 18（2006）年 3 月に大学として初の留

学生宿舎「下田学生寮」を建設。エリアは別れているものの体育会学生寮

と留学生寮が同じ建物に共存する、全国でも珍しいタイプの寮である。ま

た、現在設置している留学生用居室の空室を、外国人研究者受入に活用す

ることも適宜行っている。同宿舎は、創立 150 年記念事業の最初の大きな

事業という位置づけをすることで、通常は難しい資金等獲得の種々の問題

を解決し設置が可能になった。 

 

【名古屋大学】：職員用宿舎の有効活用 

 名古屋大学では法人化を機に、従来職員用宿舎として使用していた「高針

団地猪高町宿舎」全 61室のうち 26室を外国人研究者用個室に転用・改修（平

成 17（2005）年 3月完成）。平成 17（2005）年 4月より、外国人研究者の入

居を開始した。 

既存のリソースを活用し外国人研究者用居住施設の充実を図る例である

とともに、外国人研究者と職員とが共同生活を営むことで、両者の国際交流

の促進にもつながっている。 

 

【京都大学】：地方自治体と連携した公営住宅の活用 

 京都府は平成 16（2004）年に、府内の大学、大学院、公的研究機関にて

就学や教育活動または研究活動に従事する外国人研究者・留学生世帯を対象

とする府営住宅等への優先入居募集を全国で初めて開始した。地元自治体と

大学とが協力・連携し、宿舎の確保に取り組む一例である。 

 

③国際水準の教育・研究環境の整備（来日中のサービス２） 

【早稲田大学】：「研究面」での外国人研究者支援を充実 

 早稲田大学では、外国人研究者の「生活」のみならず、「研究」推進のサ

ポートまでも視野に入れた取組が行われている。学内の研究資金情報のうち

約 80％を英語化し、国際研究推進本部 Web サイトに掲載することで、外国

人研究者の研究資金調達への支援を図っている。さらに、英語化作業の過程

で、かねてより学内研究者から要望の高かった「研究支援関連の英語表記の

統一」にも取り組み、それらをまとめた「研究支援関連英文用語集」も国際

研究推進本部 Webサイトにて公開、随時更新中である。 

 今後の展開として、英語での研究倫理関連規程の策定を構想しており、さ

らなる研究支援体制の強化を狙っている。 
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【会津大学】 

：外国人教員の積極的採用  

～専門スタッフによる外国人教員の支援体制の整備～ 

会津大学は、平成 4（1992）年の開学以来国際公募により国内外の教員を

採用しており、全教員に占める外国人の割合は、開学当時で約 60％、平成

18（2006）年現在で約 40％と高い。 

外国人教員受入れにあたり、開学当時より、外国人教員と日本人教員との

待遇格差の排除や学内公用語としての英語使用に取り組んでいる。また、当

時の大学規程では、外国人教員には、任期付採用後、その業績に対する評価

を踏まえた上でテニュアとして再雇用されるという制約が課せられていた

が、会津大学では採用時点で 3 年経過後のテニュア雇用を保障する等、あら

ゆる面で国籍による対応の差をなくすことに力を注ぎ、外国人教員が門を叩

きやすい環境整備に努めている。（なお、会津大学では平成 18（2006）年 4

月の法人化を機に、外国人教員の再任制度を廃止した。） 

外国人教員の積極的な受入れは、大学の国際化を促進する一方で、外国人

教員に対する支援・配慮の必要性をより一層高めている。会津大学では ①

「外国人教員等相談員」（4 名）による生活上の問題解決のためのワンスト

ップサービスの実施、②「通訳翻訳員」（3 名）を中心とした、学内規程・

学内文書の 2 カ国語化の徹底、③国際戦略本部メンバーらによる外部資金獲

得のためのサポート等、外国人研究者支援のための専門スタッフ（嘱託職員）

を配置して、受入れ環境の整備・向上を図っている。 

 

④キャンパスの国際化、生活支援サービス（来日中のサービス３） 

【広島大学】 

：外国人研究者、留学生、教職員等を参集し、「キャンパスの国際化」を 

テーマとした国際フォーラム・シンポジウム等を開催 

 広島大学では、国際戦略の一つとして「『ひと』にフレンドリーな大学づ

くり」を掲げている。その取組の一環として、学内の外国人研究者や留学生、

教職員等を参集し、海外からゲストを招いて「キャンパスの国際化」をテー

マに議論するフォーラム等を開催している。具体的には下記のとおり。 
 
・「キャンパスの国際化」フォーラム（平成 18（2006）年 3 月 27 日） 

「キャンパスの国際化」をテーマに、カリフォルニア大学バークレー校及

びモナッシュ大学から招へいしたパネリストより各大学の取組が報告される

とともに、学内の外国人教員、留学生、日本人教員、日本人学生も加わり、「キ

ャンパスの国際化」の実現に向けて活発な議論が行われた。 
 

・「留学生と外国人研究員のための図書館サービスについての懇談会」 

（平成 18（2006）年 11 月 14 日） 

「求められる図書館サービスとスタッフ・ディベロップメント」をテーマ

とした国際シンポジウム（平成 18（2006）年 11 月 14 日開催）のプリ・セッ

ションとして、海外の大学の図書館関係者（ウプサラ大学図書館、フリンダ

ース大学図書館、オークランド大学図書館）と学内の外国人研究員、留学生、
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職員等との懇談会を開催。外国人研究者及び留学生のためのより良い図書館

サービスについてディスカッションが行われた。 

 

【東海大学】：外国人研究者・留学生へのアンケート調査 

東海大学では、外国人研究者及び留学生受入れ支援業務再整備のための参

考として、在籍する外国人研究者・留学生を対象としたアンケート調査を平

成 18（2006）年 10月から 12月にかけて実施した。 

 

【東京大学】：一部のキャンパスで実験的にワンストップサービスを開始 

 東京大学は平成 19（2007）年に、柏キャンパスに「柏インターナショナ

ルオフィス（柏 IO）」を実験的に設置して、外国人研究者や留学生に対する

生活情報提供や奨学金申請支援等のワンストップサービスを開始する予定

である。 

 

【東京外国語大学・京都大学・一橋大学・名古屋大学】 

：外国人研究者・留学生支援のためのマニュアル、ガイドブックの策定 

東京外国語大学では、外国人研究者向

けに開設しているワンストップサービス

での実務経験や外国人研究者に対するア

ンケート結果を踏まえて、英語版及びア

ラビア語版による勤務条件や就労に係る

諸手続をまとめたガイドブック『多言語

マニュアル』を作成。平成 18（2006）年

3 月より英語版を、同 8 月よりアラビア

語版を、学内 Web サイトにて公開してい

る。今後、フランス語版も作成・公開予

定である。 

また、京都大学も、外国人研究者のた

めの生活ガイド『外国人研究者ハンドブ

ック』を平成 18（2006）年 12月に作成した。学内の各部局を通じ、京都大

学に在籍する外国人研究者に配布している。 

一方、一橋大学では平成 18（2006）年 12月に『教職員のための外国人留

学生ハンドブック Q&A 集』を、名古屋大学では平成 19（2007）年 3月に『名

古屋大学職員のための外国人研究者受け入れ事務手続きマニュアル』を作成

した。こういった、外国人研究者・留学生を受け入れる教職員向けのハンド

ブックを作成した例は少ない。 

 

【大阪大学】：外国人研究者・留学生支援のための総合的な Web サイトの開設 

大阪大学では、現在在籍中及び来日前の外国人研究者・留学生を主な対象

とした Webサイト「GCN Osaka」を立ち上げ（平成 16（2004）年 5月より実

験的運用開始）、日本語学習、保健・医療、子育て、住宅、求人、奨学金、

左から、『教職員のための外国人留学生
ハンドブック Q＆A 集』（一橋大学作
成）、『外国人研究者ハンドブック』（京
都大学作成）、『名古屋大学職員のための
外国人研究者受け入れ事務手続きマニ
ュアル』（名古屋大学作成） 
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ビザ等のコンテンツを設け、各種情報提供を行っている。サイト内コンテン

ツの作成には、学内の教職員のみならず、サイト対象者である外国人研究

者・留学生等自身に加え、周辺地域の国際交流団体やボランティアも参加し

ており、サイトの作成が人的ネットワークをも構築する効果を引き起こして

いる。 

 

⑤外国人研究者等のネットワーク化（帰国後のサービス） 

【東京外国語大学】：在籍経験者を有効に活用したネットワーク化 

東京外国語大学では、東京外国語大学関係者のネットワーク組織「TUFS

グローバルコミュニティ」の構築を進めている。具体的には、過去に東京外

国語大学に在職・滞在・在籍した経験を持ち、現在は全世界に散らばってい

る日本人及び外国人（留学生日本語教育センター修了生も含む）を「TUFS

アソシエイツ」とし、中でもとりわけ中核的役割を果たす者には「TUFS ア

ンバサダー」を委嘱して、その者達に海外連絡事務所機能を担ってもらう構

想である。 

 

【大阪大学】：Web サイトを活用した同窓生のネットワーク化 

外国人研究者・留学生を含め、国内外に広がる大阪大学卒業生のネットワ

ーク化を狙った Webサイト「GCN Worldwide」を設置・運営し、卒業生同士

の継続的な情報交流や卒業生に向けた大学からのメッセージ配信、各地域の

同窓会活動等の促進を図っている。平成 18（2006）年 7月に本サイトを GCN 

Osaka に統合し、在学生と卒業生の間でも情報の共有や交換が可能となった。

平成 19（2007）年 3 月現在の登録者数は、卒業生約 1,200 人、学外関係者

等を含む約 3,600 人となっている。 

 

 

（３）分析及び提言 

○全学的な目標設定と資源投入の必要性 

 外国人研究者等の受入れ環境の改善は、本質的に手間とコストを要する

課題である。そのため、全学的な目標設定と適切な資源配分とがそろった、

計画的取組が求められる。その意味で、受入れ環境の改善を大学の「国際

戦略」として明確に位置付け、具体的な目標を設定し、資源の優先的配分

について全学的コンセンサスを形成することは、極めて重要である。 

 現在のところ、外国人が研究者・教員として長期雇用されるケースは少

ない。だが、その受入れがある一定の人数や割合に達成した場合には、例

えば学内文書の多言語化を徹底したり、会議における使用言語の基準を設

けたりといった、受入れ体制に係る全学的な目標設定と実際のアクション

が一層重要となる。 
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 例えば、理化学研究所1、産業技術総合研究所2といった、受入れ外国人研

究員数が多い研究機関におけるサポート体制は、トップリサーチャーをど

のようにアトラクトするかという点で参考になるだろう。 

 

○他機関との有機的連携による受入れ機会の拡大 

 優秀な留学生の獲得を目的として、英語による教育課程を導入する大学

が近年増加傾向にある。しかし、特に若手研究者としての意味合いが強く

なる大学院レベルでの学生受入れにあたっては、他の研究機関を有機的に

連携する等、より質・内容を追求したプログラムの設置が有効であろう。 

 

○宿舎の充実 

外国人研究者の宿泊施設の利用状況は、1 ヵ月未満の短期滞在、1 ヵ月以

上の長期滞在ともに学外一般施設（ホテル・アパート等）の利用が最も多

いのに対し、学内施設の利用状況は短期滞在で 24．1％、長期滞在で 37．8％

となっている（図Ⅲ－7－3 参照）
１）

  。また、外国人留学生についても、留

学生用の公的宿舎への入居は全体の 23．5％に留まっており（図Ⅲ－7－4

参照）
２）

 、宿泊施設の整備が外国人研究者等の受入れ数の増大に追いつい

ていないのは明らかである。我が国が外国人研究者受入れ増大を図る上で、

「宿舎の充実」は喫緊の課題であると言えよう。 

一部の機関では「民間宿舎の借り上げ」や「自治体との連携」、「既存の

宿舎の有効利用」、「PFI 方式の導入」により宿舎の充実を図っており、今後

宿舎の確保に際してはこれらの先例をはじめ多様な方策の検討が求められ

る。特に国立大学に関しては、平成 16（2004）年の法人化に伴い、先の PFI

方式による宿舎建設や機関保証制度等、大学として宿舎問題に関する可能

な方策の枠組みが拡大したところであり、今後の積極的な解決策への取組

に注目したい。 

外国人研究者・留学生にとって、来日時の「宿舎探し」と「保証人探し」

は研究者・留学生本人への困難を伴うだけでなく、受入れ研究者・教員が

宿舎探しに奔走したり、個人として保証人を引き受けるなど、従来から、

日本での外国人研究者・留学生受入れ拡大の大きな障害となっている。よ

って、大学が自ら知恵を絞り、工夫を重ね、リソースの有効活用による解

決策を講じる努力が求められるだけでなく、地方公共団体をはじめ地域と

                                                  

1 理化学研究所では、所属研究者の 20％を外国人研究者とすることを目標に、所内文書の英文化の

徹底や、ワンストップサービスの確立に先駆的に取り組んでいる。例えば、和光研究所では、外国

人研究者のために国際協力課及び ICO（International Cooperation Office）ルームを設置し、住

宅や子弟の教育等日常生活に関する相談・情報提供、外国人研究者と地域との交流等、各種支援を

実施。また、神戸研究所 発生・再生科学総合研究センターでは、広報国際化室を設置して外国人

研究者へのワンストップサービスを実現。 

 
2 産業技術総合研究所では、同研究所に滞在する外国人研究者とそのホスト研究者の支援を目的に

「AIST インターナショナルセンター（AIC）」を設置。各種生活相談・情報提供、入国管理局への申

請取次、英文ハンドブックの発行、日本語講習の開催、宿泊施設の提供等を通じ、国際的な研究環

境の整備に努めている。 
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の連携の下で、機関として、外国人研究者・留学生の宿舎確保・紹介、保

証人を請け負うなどの対応を図ることが求められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅲ－７－３  外国人研究者宿泊施設の利用状況 

出典：  文部科学省『国際研究交流の概要（平成 16 年度）』 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅲ－７－４  留学生宿舎の状況（平成 18 年 5 月 1 日現在） 

出典：  日本学生支援機構 『留学生受入れの概要（平成 18 年版）』 

 

その他
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アパート等

3,892人 43%
ホテル等
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学内宿泊施設
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その他
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アパート

等

328人 2%

ホテル等

10,138人

65%

学内宿泊

施設

3,764人

24%

(a) 短期受入れ（1 ヶ月未満）            (b) 長期受入れ（1 ヶ月以上） 

Ａ： 学校が設置する留学生宿舎 

Ｂ： 公益法人等が設置する留学生宿舎 

Ｃ： 学校が設置する一般学生寮 
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○地方自治体との連携 

外国人研究者等の受入れ環境の改善は、大学と地方自治体とが上手く連

携することで前進するケースも多い。例えば、前項の「宿舎の充実」に係

る取組として、京都府は外国人研究者らに対し府営住宅の優先入居募集を

行っているほか、京都地域や福岡地域では、地方自治体や地域国際化協会、

大学等が母体となって、留学生が住居を賃貸する際の機関保証を行ってお

り、「保証人探し」のいらないシステムを実現している。 

また、つくば市のように外国人子弟等のための教育の国際化に力を入れ

ている地方自治体もある。 

このように、自治体や地域との連携が受入れ環境の向上へと繋がる可能

性があり、その意味で各大学は自治体との有機的な連携を模索することが

望まれるだろう。 

 

○外国人研究者らとの意識共有の促進 

受入れ環境向上のためには、実際受入れられる側である外国人研究者ら

の意見・要望に耳を傾け、問題意識を共有することが必要だろう。だが、

外国人研究者らの声を聞く取組が十分に行われているとは言い難い。採択

機関の中には、学内の外国人教員、留学生、日本人教員、日本人学生を一

同に会して「キャンパスの国際化」に関するシンポジウムを開催したり、

外国人研究者等へのアンケート調査を実施した事例が見られるが、このよ

うな取組は積極的になされるべきだろう。 

 

○ワンストップサービスの確立 

外国人研究者らへの生活支援・情報提供の一手段として、それらの機能

を総合的に網羅したワンストップサービスの実現を目指す取組は注目に値

する。特に大規模大学においては、一ヵ所集中型によるアプローチは困難

を伴うが、採択機関の中には、一部の部局あるいはキャンパスにて試験的

にワンストップサービスを実施し、その成果を将来的に水平展開する試み

を行なうケースがあり、今後の展開に着目したい。 

 

○Web の有効活用 

入学時期が限定され、オリエンテーション等一括しての情報紹介が比較

的可能な外国人留学生に対し、受入れ形態・期間が様々である外国人研究

者・教員に対する各種生活関連情報の提供については、十分な取組がなさ

れていないのが現状である。一部の機関において外国人研究者受入れマニ

ュアルが作成されたが、今後こういった取組が波及することを期待したい。 

情報提供ツールとして Web を活用することは、渡日前・帰国後を含め、

時・場所を選ぶことなく外国人研究者らに情報を提供することができる上、

利用者間での情報交換も可能となる。帰国後における情報提供をスムーズ

に行うことができるとともに、研究者ネットワークの構築といった面で大

変効果的である。 
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○研究資金へのアクセスの改善 

外国人研究者及び教員の受入れ数の増加に伴い、学内の研究資金情報の

多言語化をはじめとする、研究資金獲得に係る体制の確立はさらに重要度

を増す。ところが、いまだ外国人スタッフが応募できない学内研究費すら

存在する大学が 31．8％にのぼるのが現状であり
７）

 、学内の研究費システム

そのものを含めた総合的な見直しも必要だろう。 

また、外国人研究者等の研究資金獲得支援の必要性は、個々の大学内に

限った問題ではなく、国や公的機関から提供される競争的資金の情報や申

請システムについても多言語化を進めるなど、国際化に配慮した対応が求

められるだろう。 
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