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９．海外拠点の整備・活用 

 

（１）現状認識、課題 

文部科学省調査
１）

  によると、平成 16（2004）年 10 月現在 64 大学が計 170

の拠点を設置しており、その 6 割が調査対象期日から過去 5 年間に設置され

ている（図Ⅲ－9－1 参照）。 

それらの拠点を設置地域別に見ると、アジアが最も多く（51.2％）、特に中

国においては 28 大学が設置している（図Ⅲ－9－2 参照）。 
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図Ⅲ－９－１  大学等の海外拠点設置数の推移 

出典：  文部科学省「大学等間交流協定締結状況等調査の結果について」より JSPS 作成 
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図Ⅲ－９－２  大学等の海外拠点設置地域の分布 

出典：  文部科学省「大学等間交流協定締結状況等調査の結果について」 
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 海外拠点の役割については、国立大学は「共同研究の支援」、私立大学は「教

育活動の支援」に重点を置いている。また国立大学に比べ私立大学において

は海外拠点に総合的な支援機能を期待していると考えることができる（表Ⅲ

－9－1 参照）。 

 大学の海外展開の拡大に伴い、少なくとも今後数年にわたっては、海外拠

点の総数がさらに増加することが考えられる。 

 

 

 

表Ⅲ－９－１ 役割別海外拠点数（設置形態別）（複数回答あり） 

  国立大学 公立大学 私立大学 計 

現地の大学等との共同研究等の活動のサポート 63 (79.7%) 6 (85.7%) 22 (35.5%) 91 (61.5%) 

留学生受入に向けたリクルート活動（入試含む） 13 (16.5%) 1 (14.3%) 29 (46.8%) 43 (29.1%) 

職員の海外研修 5 (6.3%) 0 (-) 15 (24.2%) 20 (13.5%) 

学生の留学・インターンシップに係る現地支援 25 (31.6%) 1 (14.3%) 23 (37.1%) 49 (33.1%) 

帰国した留学生、外国人研究者との 

ネットワーク構築 （同窓会活動の管理など） 
19 (24.1%) 1 (14.3%) 25 (40.5%) 45 (30.4%) 

現地の教育・研究事情に関する情報収集 49 (62.0%) 7 (100%) 38 (61.3%) 94 (63.5%) 

大学・機関の海外広報 31 (39.2%) 7 (100%) 37 (59.7%) 75 (50.7%) 

注１） 数字は拠点数、括弧内は設置形態別の海外拠点総数に占める割合。   

注２） 網掛けは回答した拠点数が 40％を超えるもの（設置形態別）    

出典：  文部科学省「大学等間交流協定締結状況等の調査結果について（平成 16 年 10 月 1 日現在）」

を基に JSPS が作成 

 

 

 

 なお、採択 20 機関の海外拠点（スタッフが常駐しているもの）の設置状況

は図Ⅲ－9－3 及び図Ⅲ－9－4 のとおりであり、平成 15（2003）年時点（39

拠点）から平成 19（2007）年 7 月現在（73 拠点）まででその数は 2 倍以上へ

と増加している。設置地域としては、中国 19.1％、米国 16.4％、欧州 21.9％

となっている。 
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注：常勤・非常勤スタッフが常駐しているものに限る。 

図Ⅲ－９－３  採択 20 機関における海外拠点設置数の推移（平成 19（2007）年 4 月現在） 

 

 

 

   これらの海外拠点の増加の背景には日本の大学の国際活動が急速に活発化

してきていることが考えられるが、有識者・関係者からは、近年の海外拠点

の設置は、やや場当たり的であり有効に機能していないのではないかと危惧

する意見もある。また、各大学が個別に同一の都市、地域に進出しており、

オールジャパンとしての日本の大学・学術のプレゼンスが十分に発揮できて

いないのではないかとの指摘もなされているところである。 

これらの指摘を踏まえながら、以下、採択機関における注目すべき取組を

挙げてみたい。 

 

 

（２）注目すべき取組例 

  【鳥取大学】：学生を含む若手研究者の研鑽の場、職員研修としても活用 

    平成 17（2005）年 10 月、乾燥地研究のフィールドであるメキシコに拠点

を設置。研究活動の中核としてはもちろん、人材養成の場として有効に活

用されている。平成 18（2006）年には、学内公募・選考した日本人学生と

教員を派遣し、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。日本人の学生派遣を現地拠点でサポートしている。また事

務職員をメキシコのほか中国の 2 ヶ所の拠点に派遣し、連絡調整業務の実

地研修機会を与えるなど職員養成の場としても有効に活用している。 
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  【長崎大学】：人材育成も視野に入れた本格的研究拠点 

    外部資金を獲得し、平成 17（2005）年 9 月にはケニアに、平成 18（2006）

年 3 月にはベトナムに感染症研究の常駐型海外拠点を設置。海外拠点の運

営管理や現地の教職員に必要なサービス提供を「本部」が一元的に実施。

また学内外に対するワンストップサービスを目指している。 

    また、「長崎大学の外国に設置する教育研究プロジェクト拠点に勤務する

職員の給与に関する規程」（平成 18（2006）年 3 月制定）等海外駐在のため

の各種規程を整備。海外での活動に係る安全管理マニュアルとして「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」を作成（平成

18（2006）年 2 月）し、プロジェクト運営管理マニュアルの作成に取り組

む等、マネジメント支援、輸出入手続きに係る交渉、有期雇用制度の導入

等海外拠点の設置に付随する様々な改革に「本部」を中心として取り組ん

でいる。 

    海外拠点を有効に活用し、熱帯医学・国際保健の人材養成のための独立

研究科設置について現在検討中。 

 

  【名古屋大学】：拠点を活用したプレオリエンテーション 

    初の全学的海外拠点として、平成 17（2005）年 11 月に上海事務所を設置。

平成 18（2006）年 9 月には、事務所スペースを利用し、名古屋大学へ入学

予定の中国人留学生を対象とした渡日前オリエンテーションを開催。 

  

  【東京外国語大学】：日本を代表する中東地域の拠点 

    平成 18（2006）年、ベイルートに拠点を設置。中東地域に拠点を置く日

本の大学は東京外国語大学のみ。数少ない中東地域の拠点として、また附

置研究所であるアジア・アフリカ言語文化研究所の共同利用研究所として

の機能を活かし、広く国内外の研究者に開かれた拠点となることを目指す。 

 

  【JUNBA（サンフランシスコ・ベイエリア大学間連携ネットワーク）】 

   ：同一地域に展開する複数の拠点が連携しより充実した活動を実施 

    シリコンバレーを中心としたサンフランシスコ・ベイエリアに拠点を設

置する日本の大学が近年増加。平成 16（2004）年、これらの各海外拠点の

情報交換を主目的として「大学間連絡会」が設置された。「他の組織のネッ

トワークも相互活用すべき。」「一致団結し、オールジャパンとして存在感

を示すべき。」との関係者の意見が高まり、平成 18（2006）年夏に、組織体

制を強化し、JUNBA (Japanese University Network in the Bay Area：サ

ンフランシスコ・ベイエリア大学間連携ネットワーク)が発足した。米国内

に拠点を持つ日本の大学間の連携を図り、日本の大学の国際化、国際的人

材の養成、産学連携等の諸活動を支援し、日本及び米国における教育・研

究の発展と、産業創出に寄与することを目的とする。メンバー大学は大阪

大学、九州大学、鹿児島大学、東北大学、法政大学。JSPS サンフランシス

コ研究連絡センターが事務局機能を担っている。 
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（３）分析及び提言 

  ○効率的・効果的な海外拠点の設置・運営 

海外拠点の設置・運営には相当な経費と手間がかかる。拠点の新設にあた

っては費用対効果を十分に勘案し、最適な手法を検討するべきである。海外

拠点の設置形態には様々なものがあるが、コストのかかる独自オフィス方式

以外の選択肢があることにも留意すべきである。 

    JSPS では、平成 18（2006）年度から JSPS 海外研究連絡センターにおい

て、実費負担で希望する大学の教職員にセンターに駐在していただく制度

を導入した。ロンドン研究連絡センターにおいて慶應義塾大学に活用いた

だいているところである。今後ともセンターを国際展開の足がかりとして

多くの大学に利用いただきたいと考えている。これは「共同オフィス」方

式の一つであると言える。なお、JSPSにおいては平成 19（2007）年４月に、

北京研究連絡センターを開所したところである。近年活発化している日中

大学間の学術交流を支える足がかりとして多くの大学を支援したい。 

    大学の所在する地方自治体の海外事務所と共同オフィスを置く事例も参

考となる。 

    「相互オフィス」は密接な交流関係がある海外のパートナー機関の中に

相互にオフィスを置くものである。当該パートナー機関以外の機関との交

流を深める場合には不都合な面があるが、明確な目的とパートナーがいる

場合には低コストで実現できる手法である。 

    拠点で期待する役割として、情報の収集提供、広報、連絡調整といった

もののみを考える場合には、現地に在住している卒業生等に海外拠点の業

務を委嘱する方法も有効であろう。 

 

   表Ⅲ－９－２ 海外拠点の様々な設置形態 

設置形態 概  要 コスト 

独自オフィス 独自の事務所を設置 

共同オフィス 他機関とオフィスを共同利用 

相互オフィス 相手機関内に相互に拠点を設置。 

個人へ委嘱 簡便な拠点機能を個人（現地）に委嘱 

（オフィスは特段設置しない。） 

高 

 

 

 

低 

 

 

○総合性の重視 

    少なからぬコストをかけて海外拠点を新設するならば、特定の機能だけ

でなく、総合的な海外ブランチとして有効活用すべきである。 

（１）で触れた拠点の役割について私立大学の方が国立大学よりも複数の

役割を担わせていることにも注目すべきである。国立大学の海外拠点は特定

の研究の支援に特化したものが多いことが主たる要因であろうが、私立大学

はより総合的な機能を求めておりコスト意識が高いと考えることもできる。 
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研究が主目的の拠点であっても、これを人材養成のための有効な場として

捉え、教育活動の拠点としての活用を展開している鳥取大学や長崎大学の例

は、有効且つ総合的に拠点を活用する取組として注目すべきである。 

 

○拠点間の連携支援 

    同一地域に展開する拠点が、競争関係を前提としつつも、連携協力し、「日

本の大学」としてのプレゼンスを高めようとする JUNBA の取組は注目すべ

きである。日本の多くの大学が展開している中国や東南アジア等において

も同様の趣旨の連携関係を構築することは有意義ではないだろうか。 

JSPSとしても、JUNBAにおいて JSPSサンフランシスコ研究連絡センター

が事務局機能を担っているのと同様に、他地域においても同様の趣旨のサポ

ートを積極的に展開するべきである。 

 

○オールジャパンとしてのサポート体制 

    英国の British Council（ブリティッシュ・カウンシル）、ドイツの DAAD

（ドイツ学術交流会）、DFG（ドイツ研究協会）、オランダの NUFFIC（オラン

ダ高等教育国際協力機構）等をはじめとして、欧米諸国において、海外に

おける高等教育や研究開発の広報及びマーケティングを国として積極的に

実施している例がある。先に述べた JUNBA の例のように、各大学のボトム

アップ的な活動の支援はもちろん重要であるが、さらに国レベルのイニシ

アティブも重要ではないだろうか。この際に、大学の国際化に関わる関係

機関が連携をより深めることも重要である。 
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