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８．日本人若手研究者等の海外研鑽機会の拡大 

 

（１）現状認識、課題 

世界での被引用度が上位の論文の日本人著者（トップリサーチャー）のう

ち 37％が海外職歴を経験し、また、ポスドクを経験している者はその大部分

が海外でのポスドクであったとの調査結果
１）

  が示すように、国際的に活躍し

うる研究者を養成するためには、早期に海外での研鑽機会を与えることが重

要である。 

だが、近年、海外への派遣研究者の総数は着実に増加しているものの、長

期派遣者（30 日超）については減少傾向にあり
２）

  、必ずしも研究者の海外研

鑽が促進されているとは言い難い。（図Ⅲ－8－1 参照） 
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図Ⅲ－８－１  期間別派遣研究者数（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、大学が有する派遣プログラムは大学院課程よりは学部課程が圧倒的

に多いことも特徴として挙げられよう（表Ⅲ－8－1 参照）。 

   横田ほか（2006）によると、大学院課程での各大学の送り出し人数は「1～

10 人未満」と小規模であり、また「ダブルディグリー」、「海外留学が必修と

なっているカリキュラム」等体系的に位置づけられたプログラムは非常に少

ない
３）

  。  

   総じて言うと、日本の大学は、学生個人を対象とした学部レベルの学生派

遣のプログラムが中心であり、特に大学院課程において組織的に学生を派遣

するプログラムの整備が遅れているのである。 

（人） 

派遣者総数 

短期派遣者数 

長期（30 日超）派遣者数 

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） 

日本学術振興会 
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表Ⅲ－８－１ 平成 16 年度（2004 年度）海外留学・研修制度による送り出し学生数（複数回答）  

 

送り出し人数 
課  程 派遣期間 

1～10 未満 30 未満 60 未満 60 以上 

実施校数

合計 

2 ヶ月以内 39 56 32 57 184 

3 ヶ月以上 1 学期以内 77 30 ― ― 107 学  部 

1 学年以上 72 43 26 ― 141 

2 ヶ月以内 33 ― ― ― 33 

3 ヶ月以上 1 学期以内 32 ― ― ― 32 大学院 

1 学年以上 42 ― ― ― 42 

 

 横田ほか(2006)の調査（表Ⅲ－8－2）によると、海外留学・研修制度の問

題点として、「学生の語学力不足(74.4%)」「応募者が少ない(52.7%)」「危機管

理体制が十分でない(44.0%)」「就職活動に支障がある(27.4％)」「留学中の取

得単位の認定が困難(25.3%)」が上位に挙げられている
３）

  。 

 

 

表Ⅲ－８－２ 海外留学・研修制度の問題点（複数回答あり） 

      項   目 回答数（校） ％（277 校中）

学生の語学力不足 

応募者が少ない 

危機管理体制が十分でない 

就職活動に支障がある 

留学中の取得単位の認定が困難 

応募者が特定の学部や学科に偏る 

事務局の負担が大きい 

本学における学習の継続が損なわれる 

教員、学部・学科の協力が得られない 

その他 

２０６ 

１４６ 

１２２ 

 ７６ 

 ７０ 

 ６０ 

 ５１ 

 ４３ 

 ３３ 

 ２６ 

７４．４ 

５２．７ 

４４．０ 

２７．４ 

２５．３ 
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１８．４ 

１５．５ 
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 ９．４ 

                          ＊総回答数２７７校 
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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 

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 

Ⅲ 観点別分析 

日本学術振興会 
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   その一方で、横田ほか（2006）は、 

 

「日本人学生の海外留学・研修に関する今後の方針では「大いに拡大する」

は 22%、「少し拡大する」は 35%であった。すなわち拡大方針を持つ大学は

合計 56%で過半数を占める。反対に、縮小方針を持つ大学は皆無であった。

設置者別に見ると、（略）国立大学では拡大方針を持つ大学は 64 校中 51

校で約 80%を占める。公立大学では 42.3%、私立大学では 52.8%であるの

に比べて、国立大学は倍近い比率である。従来、日本人学生の海外留学・

研修制度にあまり積極的でなかった観のある国立大学が漸く取り組み始

めたと見ることができる。」 

 

と考察している
３）

  。 

   このように、日本人学生や研究者の海外研鑽機会充実のためには、特に大

学院レベルでの組織的な取組が重要であり、とりわけ国立大学の積極的な取

組が期待される。 

以下、採択機関が実施する日本人学生・研究者の海外研鑽機会拡大のため

の取組のうち、注目に値するものをピックアップしてみる。 

 

 

（２）注目すべき取組例 

  【東北大学】 

：本部主導で 1年半の間に、世界屈指の 3機関との共同教育（ダブルディグ

リー）実施協定を締結 

東北大学では、平成 17（2005）年 6 月に設置されたグローバルオペレー

ションセンター（GOC）が中心となり、1 年半の間にフランスの INSAーLyon、

エコールセントラル及び中国の清華大学の 3機関との間で共同教育（ダブル

ディグリー）の実施協定を締結した。GOCのセンター長を国際交流担当理事

が兼ね、また民間から公募した国際展開マネージャーを 2名採用すること等

により、相手機関との交渉、学内調整、意志決定を迅速に行う体制が整備さ

れ、短期間での協定締結が実現した。なお、共同教育プログラムの更なる拡

充を図ることも念頭に、平成 18（2006）年 5 月に米国カリフォルニア州ロ

ス・アルトスに米国代表事務所を設置。平成 19 年 4月には中国・北京に中

国代表事務所を設置した。フランス国内にも同様の機能を併せ持つ海外事務

所の設置を検討中である。 

 

  【鳥取大学】：海外拠点を活用した派遣プログラム 

    拠点を設置したメキシコ北西部生物学研究センターにおいて、鳥取大学

のカリキュラムとして、講義とフィールドワークを融合させた海外実践教

育カリキュラムを実施（平成 18（2006）年 10 月から平成 18（2006）年 12

月）。同センター及び派遣した鳥取大学教職員が学生の受入れを支援。 
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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） 

日本学術振興会 
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  【九州大学】：卒業した留学生の寄付金を活用した海外研鑽プログラム 

    同大学を卒業し米国で大成功をおさめた元台湾人留学生からの寄付金の

一部を活用した起業家教育プログラム（「九州大学／ロバート・ファン／ア

ントレプレナーシッププログラム）を平成 18（2006）年より実施。同学の

学生 20人がシリコンバレー地区における一流起業家やエンジニア等との意

見交換や同世代の大学生（スタンフォード大学の日本人留学生や米国人学

生等）との交流、ハイテク企業や移民地区訪問等 1 週間の現地プログラム

を体験する。プログラムの実施にあたっては、九州大学カリフォルニア・

オフィスが支援。 

 

  【大阪大学、長崎大学、一橋大学、京都大学】 

：危機管理のためのマニュアル作成 

○大阪大学；平成 17（2005）年度に、「大阪大学・国際交流等に伴う危機管

理対応マニュアル」を策定。 

○長崎大学；平成 18（2006）年度に、「国際交流（学生の海外派遣・留学生

受入）に伴う危機管理対応マニュアル」及び「長崎大学職員の

海外出張・赴任に伴う危機管理対応マニュアル」を策定。 

○一橋大学、京都大学；危機管理対応マニュアルを現在作成中。 

 

【早稲田大学】：民間企業を参考に危機管理体制を強化  

平成 18（2006）年 7 月より、民間企業が提供する危機対処支援制度を導

入。これにより、渡航中の学生・教職員には、現地での危機情報が日常的に

提供されるほか、24 時間対応のコールセンター相談サービス等を無料で利

用できる。 

 

  【東京外国語大学】：海外リスクマネージメント研修会を開催 

    平成 18（2006）年 7 月、危機管理の専門家等を招き、教職員・学生を対

象に、2 日間の危機管理に関する集中的な「海外リスクマネージメント研修

会」を開催。 

 

【東海大学】：海外渡航者追跡システムの開発 

    国際活動の活発化に伴う、学生・教職員の海外渡航頻度が増加している

ことを踏まえ、危機管理対策の観点から、海外渡航者追跡システムを平成

18（2006）年度に開発し、平成 19（2007）年度よりテスト運用する予定。

海外渡航情報（出発日・帰国日、渡航先国、渡航理由）に関する事前登録

を本人に義務付け、さらに渡航手段、渡航中の滞在先国名都市名、連絡先

等の情報入力を促す。情報入力は Web 上で行い、登録データ毎に IDを発行。 

    また、集積したデータから学生・研究者の海外渡航の傾向を分析するこ

ととしている。 
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【慶應義塾大学】：全学的な目標設定 

    外国人留学生数と海外派遣学生数に関する具体的な数値目標を、国際連

携推進機構（OGI）主導のもと全学的に設定。創設 150 周年にあたる平成 19

（2007）年度を目途に、それぞれ 1,000 名とすることを目指している。な

お、平成 15（2003）年度現在、外国人留学生数は 636 名、海外派遣学生数

は 355名。 

 

  【早稲田大学】：海外留学の義務付け 

    平成 16（2004）年設置の国際教養学部では、1 年間（2 年次後期から 3

年次前期）の海外留学を卒業条件としている。 

留学先は学生の任意。全体の約 70％にあたる学生が留学先として欧米を

選んでおり、欧米圏以外や非英語圏への海外留学の促進にも力を注ぐ方針で

ある。 

なお、派遣学生に対するサポートは、留学生センターが集約して実施。 

 

 

（３）分析及び提言 

○戦略的・組織的な海外派遣プログラムの必要性 

 学生や研究者に早期に海外研鑽の機会を与えることが、教育・研究の質の

向上の面からも、学生に対する大学の魅力といった面からも非常に重要であ

るとの認識は多くの関係者が共有しているが、大学が組織として取り組む派

遣プログラムの整備は進んでいない。特に大学院レベルの系統的なプログラ

ムは非常に少ない。 

 一方、特に欧州では教育・研究の欧州化の流れの中で、多くの大学におい

て、教育・研究の質の向上を図り、大学の魅力をより高める観点から、学生・

研究者が所属の大学だけでなく海外の大学でも教育プログラムや研究を経験

できるコースやプログラムの充実が図られている。 

このため、世界のどのような大学と連携し魅力ある派遣プログラムを整備

できるか否かは、まさに現在、国際戦略上の重要なテーマであり、世界のあ

らゆる大学が、良質な連携相手を捜している状況であると言える。 

 多くの大学において、外国人留学生、研究者の受入れ数に比べ、日本人の

学生・研究者の海外への派遣数が少ない傾向にある。一部の大学は、受入れ

よりもむしろ派遣の充実が急務だと捉え、受入れ数と派遣数を拮抗させるべ

く派遣者の総数の数値目標を掲げている例がある。派遣プログラムの開発・

充実は手間と経費がかかる問題であり、着実に実施するためには戦略として

明確に位置付けるとともに目標設定を明示することが有効だと考えられる。 

 

○海外派遣に係る「危機管理」体制の整備 

海外留学・研修制度の問題点として上位に挙げられているのは「学生の語

学力不足」「応募者が少ない」「危機管理体制が十分でない」「就職活動に支障

がある」「留学中の単位認定が困難」との点である（横田ほか（2006））
３）

  。 
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危機管理体制の整備は、研究者等の海外派遣機会を拡大する上で避けて通

れない課題であり、一部の大学では危機管理体制充実のために特色のある取

組を展開している。 

危機管理については専門性を有する課題でもあることから、一つの大学と

してだけではなく、日本の大学が共通に認識すべき課題として捉えることも

有意義であろう。危機管理に関する情報を共有したり、専門家の育成、研修

の在り方等について大学全体が連携協力するための仕組みが必要である。 

 

○海外拠点の活用 

海外研鑽の現場として海外研究拠点を設置したり、派遣プログラムのサポ

ートオフィスとして海外拠点を活用している事例は注目すべきである。 

 

○海外研鑽機会拡大に向けたナショナルレベルの取組 

米国科学財団（NSF）における若手研究者に国際研鑽機会を与える「PIRE プ

ログラム」の創設、EU の「マリー・キュリー・アクションズ」における「イ

ニシャル・トレーニング・ネットワーク事業」の拡充など、諸外国のファン

ディングエージェンシーにおいても学生や若手研究者に海外研鑽機会を与え

るためのイニシアティブの充実が図られている。 

JSPSにおいても、平成 19（2007）年度の新規事業として、日本の大学と海

外のパートナー機関（大学、研究機関、企業等）との組織的な連携により、

若手研究者に当該機関における研究活動（2ヶ月～1 年）の機会を提供する「若

手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム（ITP）」を開始し

たところである（図Ⅲ－8－2 参照）。 

このようなファンディングの充実や、取組事例についての国際的な情報交

換の場の形成などが図られることも重要であろう。 
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独 DFG
IRTG: International 

Research

Training Groups

若手研究者への国際研鑽機会の充実（日本学術振興会若手研究者への国際研鑽機会の充実（日本学術振興会 平成１９年度新規施策）平成１９年度新規施策）

日本学術振興会

ＪＳＰＳ

Ａ大学

Ｄ企業

Ｃ研究機関

大学

大学院専攻科レベルの

組織的な取組を支援

若手研究者・ポスドク
大学院生

（１０人（２ヶ月～１年））／件

２０００万円×１０件、５年間

Ｂ大学

海外のパートナー機関

・共同研究の実施

・教育プログラムへの参加

・インターンシップ

海外での研鑽機会を提供

その他の

ファンド

海外のファンディング機関

EU

Marie Curie Actions

米 NSF
PIRE: Partnerships for 

International

Research and Education 

海外のファンドの活用等により

パートナー大学等からの受入を

併せて実施する相互交流の取

組については審査時に高評価

定期的な情報交換
ゆるやかな連携関係の下で

良質な取組への

マルチファンディングを実現

選考・支援申請 選考・支援申請

目的・背景

国際舞台で活躍できる我が国の若手研究者の育成のため、

日本人研究者の国際研鑽機会拡充を図る

＜第３期科学技術基本計画＞
「若手研究者やポストドクターの時期から国際経験を積み海外研究者
と切磋琢磨できるよう、海外の優れた研究機関での研究機会や海外研

究者との交流機会を拡充すべく引き続き施策の充実を図る」
＜１９年度資源配分方針＞

「若手研究者の海外での活躍・研鑽機会の拡大」が重要

＜組織型＞

若手研究者ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（ITP）

【新規】
日本の大学と海外のパートナー機関（大学、

研究機関、企業等）との組織的な連携により、

若手研究者に当該機関における

研究活動の機会を提供（２ヶ月～１年）
・機関としての組織的な取組を支援

・大学院生～ポスドクの若手研究者を対象

＜短期集中セミナー型＞

・FoS（ﾌﾛﾝﾃｨｱ･ｵﾌ･ｻｲｴﾝｽ）
（若手研究リーダーの分野横断的集中討議）

・日欧先端科学セミナー

・アジア学術セミナー

・国際サマースクール

海外の若手研究者との集中的な

討議の場を提供（１週間程度）

若手研究者への国際研鑽機会の充実

＜個人型＞

海外特別研究員事業

ポスドクレベルの若手研究者

を海外へ派遣し、海外の大学
や研究機関で長期（２年間）

の武者修行の機会を提供

日本学術振興会

ＪＳＰＳ
若手研究者に

海外での研鑽機会を提供

機関からの申請に

基づき審査

個人からの

申請に基づ

き審査

セミナー等

をオーガナ

イズ

若手研究者ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ若手研究者ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･･ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ･･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（ITPITP）の事業スキーム）の事業スキーム

対応
従来より取り組んできた、海外特別研究員事業及びフロンティア・オブ・サイエンス
（FoS）等の個人対象の「短期集中セミナー型」の事業に加え、新たに、我が国の若

手研究者（博士課程・修士課程に在籍する大学院学生、ポスドク、助教級）が海外で
活躍・研鑽する機会の充実強化を図るため、日本の大学が海外のパートナー機関（大
学、研究機関、企業等）と組織的に連携し、日本の若手研究者に海外における研究活
動の機会の提供を行うことを支援する「若手研究者インターナショナル・トレーニン
グ・プログラム(ITP)」を創設

より若い世代からの研鑽機会、組織的な送り出しの支援を強化

若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム(ITP)について

 

 

図Ⅲ－８－２  若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム（ITP） 
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