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１ 事業の背景  ～大学の組織的な国際展開の必要性～

①世界の大学の潮流～特にEUの動き～

EUではEHEA（European Higher Education Area）やERA
（European Research Area）構想のもと、研究者・学生の
移動を容易にし、大学の魅力を向上させる取組が進められ
ており、これを背景として、大学間での良質なパートナー
シップの形成や国際的な連携の重要性が世界的に高まって
いること。

②我が国の科学技術・学術政策上の位置づけ

第３期科学技術基本計画において、世界に通用する人材の
育成及び優秀な外国人研究者の受入れにより、研究の多様
性や研究水準の向上を図ることが謳われており、それに向
けた大学の組織的対応の支援が必要とされること。

③世界規模の問題への対応

環境や医療等、世界共通の問題が増加しており、これらの
課題に対応する研究においては国際的な連携が重要である
こと。また、国際協力という観点から大学の「知」の活用
が求められていること。

④我が国の大学改革等の重要テーマ

「全入学時代」の到来、国立大学法人化等、大学間競争の
激化に対応した大学改革の流れの中で、大学国際化への組
織的な取組は、大学の活力の維持・向上やマネージメント
改革の一環として重要であること。

『組織型・発信型』の国際戦略の必要性
（これまで）
大学における国際活動は、大学構成員個人に依拠しがち

効率的・効果的に行うためには・・・

・ワンストップサービスや宿舎等の外国人研究者の
受入れ環境整備

・外部資金の獲得
・国際業務を担う職員の計画的養成
・日本人若手研究者等の海外派遣
・海外拠点の整備・活用　　　等

について、全学横断的な組織体制のもと、機関全体
としての国際戦略を策定して、戦略的・組織的に取
り組むことが重要。

＜戦略的・組織的な国際展開＞
・機関全体としての国際戦略
・戦略に基づく目標・行動計画
・組織体制の整備

・外国人研究者等へのサービス
・外部資金の獲得
・職員養成
・キャンパスの国際化
・組織的な留学生・研究者派遣
・海外拠点の有効活用　等

・形骸化した大学間協力協定
・受動的な国際連携

組織的個人的

受動的
（受信的）

能動的
（発信的）

・研究者個人に依存した
共同研究、人物交流

図Ⅰ－１－１　大学の国際展開（概念図）

ⅠⅠⅠⅠⅠ 事業の概要事業の概要事事 の概要の概要のの事業の概要

機関名区分 国際戦略本部組織名

北海道大学

東北大学

東京大学

東京外国語大学

東京工業大学

一橋大学

新潟大学

名古屋大学

京都大学

大阪大学

神戸大学

鳥取大学

広島大学

九州大学

長崎大学

会津大学

慶應義塾大学

東海大学・北海道東海大学・九州東海大学

早稲田大学

自然科学研究機構

国立

国立

国立

国立

国立

国立

国立

国立

国立

国立

国立

国立

国立

国立

国立

公立

私立

私立

私立

大学共同利用

「持続可能な開発」国際戦略本部

グローバルオペレーションセンター

国際連携本部

国際学術戦略本部

国際戦略本部

国際戦略本部

国際学術サポートオフィス

国際交流協力推進本部

国際交流推進機構

国際交流推進本部

国際交流推進本部

国際戦略企画推進本部

国際戦略本部

国際交流推進機構

国際連携研究戦略本部

国際戦略本部

国際連携推進機構

国際戦略本部

国際研究推進本部

国際戦略本部

2 事業内容

　目　　的 文部科学省において選ばれた20の大学等が、それぞれの特色を活かしつつ「国際戦略本部」といった全
学横断的な組織体制を整備し、大学等としての国際戦略を打ち立てながら学内の各種組織を有機的に連
携した全学的・組織的な国際展開を支援するとともに、国際展開戦略の優れたモデルを開発することに
より、採択機関以外の大学の創意工夫ある自主的な検討を促すこと。

　事業予算額　　 5億円／年

 事業実施年度　 平成17（2005）年度～平成21（2009）年度

　事業の流れ 独立行政法人日本学術振興会（JSPS）及び社団法人科学技術国際交流センター（JISTEC）が共同受託。
採択された大学へJSPS／JISTECが再委託（1校あたり年間  1～4千万円程度）。

JSPSの役割　
採択機関の取組を総合的に分析し、好事例を抽出して大学国際化のモデルづくりを行ない、採択機関以外
の大学にも成果を普及していくこと。

採択20機関

大学　20機関

文 部 科 学 省

JSPS
JISTEC

大学国際化
戦略委員会

助言

再
委
託

委
託

・取組の分析
・助言

・報告

海
外
調
査

選
定
・
評
価

成
果
の
普
及

日本学術振興会（JSPS）
／科学技術国際交流センター（JISTEC）

・ 大学国際化戦略のモデル開発
・ 採択大学の取組への助言
・ 成果の普及

大学国際化戦略委員会
　（委員長： 木 村　孟
　　　　　 大学評価・学位授与機構長）

・ 事業全般についての助言

文部科学省
・ 審査選考
・ 中間評価、事後評価

事業の流れ

本中間報告書は、事業開始後2年間の取組を総括し、日本の大学の国際展開モデルの開発に関して中間的に取りまとめたもの。
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1 分析の観点の設定

http://www.u-kokusen.jp/

JSPSでは、古城ほか（2006）「大学国際化の評価指標策定に関する実証
的研究」や欧州各国の政府関連機関が行った大学国際化に関する分析を参
考に、下記の好事例分析の観点を設定。

2 採択機関の活動情報の把握

（1）採択20機関との意見交換会
毎年度、各機関との意見交換会を実施（1機関あたり90分）。また、それ以外にも意見交換を希望する大学には随時対応。

（2）訪問調査
下記の機関を訪問し、その取組について調査するとともに、関係者と意見交換を実施。

広島大学　　神戸大学　　大阪大学　　東京工業大学

（3）各採択機関の「国際戦略本部」Webサイトからの情報発信
各採択機関が設置する「国際戦略本部」Webサイトを利用し、各機関の活動状況を把握。なお、JSPS/JISTECは共同で本
事業のWebサイト（右上写真）を開設し、採択機関の活動情報や大学の国際化に関するJSPS調査報告、JSPS海外研究連
絡センターが収集した世界各国の大学や学術動向に関するニュースを掲載し、日本の大学が国際化を進める上で参考とな
る情報を提供。

（4）公開シンポジウムの開催
（平成17（2005）年度 ： 第1回）
タイトル ：『大学の国際戦略  ～戦略的・組織的な取組を目指して～』
日　時 ： 平成18（2006）年1月30日（月）10：00～16：50

（平成18（2006）年度 ： 第2回）
タイトル ：『大学の国際戦略  ～「海外拠点」と「職員養成」～』
日　時 ： 平成18（2006）年11月15日（水）13：30～17：10

3 分析の方法

（1）観点別分析
上記の「好事例分析の9つの観点」別に、

　①現状認識、課題

　②注目すべき取組例

　③分析及び提言

の構成で整理。

（2）対象とする範囲
本事業開始以降2年間の各機関の取組を中心に分析。
加えて、下記の取組も分析の対象とした。　

・本事業開始以前から行われていた先行的な取組　

・本事業による直接的な支援経費が出ていない活動

・教育から研究に至る大学の幅広い国際活動　

JSPS 好事例分析の9つの観点
1．組織体制、ガバナンス

2．目標設定、行動計画、評価体制

3．外部資金の獲得

4．国際的な大学間連携及びコンソーシアムの活用

5．個別の研究テーマを中核とした国際展開

6．職員の養成、確保

7．外国人研究者等の受入れの改善

8．日本人若手研究者等の海外研鑽機会の拡大

9．海外拠点の整備・活用

ⅡⅡⅡⅡⅡ モデル開発の手モデル開発の手モモモデル開発の手法モデル開発の手法ルルモデル開発の手法モデル開発の手法モデル開発の手法

シンポジウムで挨拶する
JSPS小野元之理事長

外部専門家 アドバイザリーボード 協定校積極的に外
部の意見を
聴取

現場の
声を十分
に反映

大学国際
戦略本部
強化事業
等における
好事例

行動計画/ポリシーペーパー/ 改善案の策定

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

・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

改善（ACTA ）T

実行（DO）

現状分析・問題点の洗い出し
・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）

計画（PLAN）

「国際戦略」策定
・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

行動計画（アクションプラン）作成
・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）

事業実施後のレビュー・評価

・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

評価（CHECK）K

本部

担当部局

・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

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）/

・的確なフィード
 バック
・情報の共有

1 組織、ガバナンス

図Ⅲ－２－３　大学国際化のPDCAサイクルA

（1）現状認識、課題
大学の国際活動を戦略的に推し進めるためには、大学構成
員個人に依拠しがちのこれまでの体制から、全学的な体制
への遷移が必要。
しかし、国際化を推進する全学的な組織（本部）の整備は
遅れているのが現状。

cf. 設置率　国立大学 40.6%、公立大学 8.3%、私立大学 7.3%

（2）注目すべき取組例
【慶應義塾大学】：塾長の下での機動的な国際活動の展開
平成17（2005）年、塾長のイニシアティブの下、国際活動の企画
立案部門をとして、国際連携推進機構及びその運営機能を担う国際
連携推進室を設置。海外の大学との戦略的な協定締結、迅速な海
外広報等、全学を先導し、機動的に国際活動を展開している。また
、部局間のスムーズな情報の共有化を促進するため、2ヶ月に2 1度、
塾長以下部局長等から構成される会議を開催。会議の場では、各部
局から国際活動に関する好事例が紹介され、大学全体の国際化に刺
激を与えている。

【東京工業大学】：教職協働で先進的なアクションプランを策定
平成15（2003）年に「国際室」を設置して、教員と職員が協働
し共に国際活動を企画立案する体制を重視し、同年に、「東京工
業大学の国際化戦略」を策定。作成にあたっては、教職員から
なる少人数の班をつくり、班ごとにポリシーを作成した上で優
先順位をつけていく手法を採用。

ⅢⅢⅢ 別分析別分析点別分析点別分析観点別分析

採択機関では、平成17（2005）年度に、各機関独自の特
色に応じた「国際戦略本部」を整備。

（採択機関の国際戦略本部の特徴の傾向）　
・ 学長や副学長をトップとし、関係部局の教職員により構成。
・ 企画立案機能が中心。実施部門も兼ねる例もあり。

（3）分析及び提言
○国際展開における全学的なコンセンサスの形成が必要

○各機関の特性にあった国際戦略本部（類型、機能）

表Ⅲ－1－1　国際戦略本部の類型

○国際化に係る多部署間の連携・融合が必要

○教職協働の体制の整備、教職員の意識改革が重要

○国際戦略本部機能と部局機能との協調が課題

（1）現状認識、課題
多くの大学では、大学国際化の方向性は不明確。
評価体制も未整備。
cf. 明確なミッション・ビジョンの有無（実施率）
　　全国20.1% （国立大学40.6%、公立大学8.3%、私立大学7.3%）
　評価制度・体制の有無（実施率）
　　全国8.8% （国立大学21.9%、公立大学6.3%、私立大学4.5%）

（2）注目すべき取組例

【名古屋大学】：独自のコンソーシアムを活用した
目標設定と評価体制の整備

メルボルン大学を参考に、「名古屋大学国際化推進プラ
ン」を平成 17（2005）年 12月に策定。目標達成に
向け、行動計画が整理されている。同大学では、自らの
提唱により、平成14（2002）年に「国際学術コンソー
シアム（AC21）」を構築しており、その加盟大学のアド
バイスを参考とした国際戦略の改定や、加盟大学を活用
したベンチマーキングに取り組む予定。

【広島大学】：海外の専門家によるSWOT分析の導入T
平成14（2002）年に、オーストラリア学長会議国
際部長でラトローブ大学副学長のボブ・ゴダード氏
を招へいし、SWOT分析に基づき、同大学の国際化
の現状分析を依頼。その結果、同氏より国際競争力
強化に係る33の提言を受け、それを踏まえて平成15
（2003）年に「広島大学の国際（国際化）戦略」を
策定。平成17（2005）年には、その改訂版である
『広島大学の「新」国際戦略』を公表した。

2 目標設定、行動計画、評価体制
（3）分析及び提言
○戦略・行動計画の策定のためには、まずは現状把握・
　 問題点の抽出が必要

○国際戦略の学内での共有化が重要

○外部の専門家・関係者から意見を聴取すべき

重視する機能類型

　 特定プロジェクト型 特定部局の国際活動の直接的支援

　 本部先導型 本部先導で戦略的な国際展開を迅速に判断

　 集中管理型 全学的な計画づくり、進捗の管理

　 部局支援型 各部局の国際活動の後方支援
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3 外部資金の獲得

5 個別の研究テーマを中核とした国際展開

4 国際的な大学間連携及びコンソーシアムの活用
（1）現状認識、課題
国立大学法人化（平成16（2004）年）
　→ 多くの大学にとって、外部資金獲得及び財源の

多様化が課題に。

（近年の傾向）
・各種支援プログラムにおける「国際性」の重視
　
　ex. グローバルCOEプログラム
　　　世界トップレベル国際研究拠点形成促進プログラム

（ともに平成19（2007）年度～）

・国立大学法人化
　　→援助機関（国際協力機構等）のプロジェクトへ
　　　事業体としての応札、受注が可能に。

（2）注目すべき取組例

【一橋大学】： EU研究等の拠点としてEUからの資金受入れ
欧州委員会では、EU域外との連携・協力関係強化を図るプロジェク
トのひとつとして、EU域外においてEUに関する高度な学術研究拠
点を設置する「EU Institute」を実施。一橋大学では、国際基督教
大学・東京外国語大学・津田塾大学とともにEUIJ 東京（EU 
Institute in Japan 東京）を形成し、EUからの資金提供のもと、EU
に関する研究・教育活動や情報発信に取り組んでいる。

（3）分析及び提言
○ファンディングにおける組織的な連携重視傾向への対応

○ODA分野における大学の「知」の活用が注目されているA

○ファンド獲得のための体制整備が必要

　・学内の教育研究の状況の把握

　・国内／国外のファンディング情報の入手

　・戦略的な資金申請

（1）現状認識、課題
近年、大学間の国際的連携が急速に拡大。

cf. 大学間協定数
　　平成2（1990）年　2,997件
　　→ 平成16（2004）年　11,292件

また、最近は、複数の大学から構成される「コンソーシア
ム型」の連携が世界的に増加。こういった連合体を対象と
する競争的資金も増えつつあり、我が国の大学でもコンソ
ーシアムに加盟・参加し、そのスキームを活用して国際展
開する動きが高まっている傾向。

（2）注目すべき取組例

【東京大学】：コンソーシアムによる国際プレゼンスの向上
東アジア研究型大学協会（AEARU）、環太平洋大学連合（APRU）、
国際研究型大学連合（IARU）など、各国の旗艦大学を中心とする国
際コンソーシアムに参画。積極的に活動・貢献することで、国際的なプ
レゼンスの向上を図っている。

（3）分析及び提言
○大学の諸活動におけるコンソーシアムの活用
　・国際的プレステージ・プレゼンスの向上
　・効果的・効率的な国際展開のための基盤強化
　・大学の個性化
　・ファンド獲得の足掛かり
　・共同研究の活性化
　（世界のファンドの潮流：個人型→組織型）
○国際連携における戦略的視点の重要性
○コンソーシアムの活動の維持・管理費用の確保が課題
　＝部局の取組状況の十分な把握が必要

（1）現状認識、課題
元々強みのある研究分野に着目し、外部資金や海外拠点を
活用しつつ、国際戦略本部において当該研究分野の国際展
開支援を重点的に行ない、その経験で得られたノウハウを
他の部局の取組に活かす戦略。

（2）注目すべき取組例

（3）分析及び提言
○「研究戦略」＝「国際戦略」と考え、関係部局が連携

○得られたノウハウを他の分野での取組に活用する構想

○中・小規模大学における国際展開のひとつの選択肢
　 となる可能性

【長崎大学】：強みのある分野を軸に、外部資金を戦略的に獲得し、
　　　　　　 国際的な拠点形成を図る
「熱帯病・感染症」「放射線医療科学」「海洋環境生物資源」
の最も実績のある研究を中核に、国際連携研究戦略本部が資金獲
得や経理処理等を実施し、その国際活動を総合的に支援。21世紀
COEプログラムや「新興・再興感染症研究拠点形成プログラム」
採択により、平成17（2005）年にはケニア、平成18（2006）年
にはベトナムに拠点を設置。

【自然科学研究機構】：機構の特色を活かした
分野横断的な国際コミュニティー形成

各国の研究者が同機構に分野横断的に集まり、議論を通じて新しい
研究領域の創造やアカデミズムの再構築を目指す「滞在型国際的
共同研究構想」を検討中。

【新潟大学】：国際競争力のある研究分野を学内で発掘し重点支援
平成17（2005）年に発足した国際戦略本部にて、学内の研究リソ
ースから国際学術研究と成り得るものを見つけ出し、組織横断的なプ
ロジェクトとして立ち上げ、その活動を国際学術サポートオフィスにて支
援するというアプローチ。当面はGIS（地理情報システム）をキーワ
ードに、医学、都市工学、復興科学に亘る国際プロジェクトを実施。

【北海道大学】：「持続可能な開発」の国際的ブランド化を目指す
平成17（2005）年に設置した国際戦略本部において、「持続可
能な開発」に係る特徴的な5分野（①地球温暖化、②水の統合的
管理、③循環型国際社会の構築、④食糧・森林の安定的確保、
⑤感染症対策）の中で実績を挙げている学内の研究を選定し、
有機的に連携させ、重点的に支援。

6 職員の養成、確保

図Ⅲ－６－２　大学の国際展開を支える職員に求められる能力と
　 　　　　　対応する人材

（１）現状認識、課題
全ての大学業務において「国際的要素」が含まれつつあり、
職員には、国際的な視野や国際的要素を包含する諸問題の
解決能力が必要。

7 外国人研究者の受入れの改善

（１）現状認識、課題
外国人研究者の受入れ総数は､近年ほぼ横ばいの傾向。
短期受入れ（滞在日数30日未満）者数は徐々に増加してい
る一方で、長期受入れ者数は伸び悩んでいるのが特徴。

cf. 外国人研究者受入れ数（平成16（2004）年）
　 総数31,408数 人　（ 長期13,338人　短期18,070人）　　

また、外国人教員や外国人大学院生の占める割合は低く､
諸外国と比べるとその差は顕著。

cf. 外国人教員の割合
　 　日本3.6％　  米国19.3％　英国17.6％
　  外国人大学院生の割合
　 　日本12.5％　英国26.5％　仏国25.3％

（2）注目すべき取組例

（3）分析及び提言
○全学的な目標設定と資源投入が重要
○受入れ機会の拡大・充実には他機関との有機的連携が有効
○宿舎の確保が喫緊の課題
・民間宿舎の借り上げ、PFI方式による整備
・機関保証制度の導入
○受入れ環境改善における地方自治体との連携
○外国人研究者らとの意識の共有が重要

ex.アンケートの実施、懇親会の開催
○生活支援の一手段としてワンストップサービスは有効
○各種情報提供において、Webの活用は効果的
○研究資金へのアクセスの改善が必要

（2）注目すべき取組例

（3）分析及び提言
○十分に練られた職員研修、OJTが必要T

　・国際的なコンソーシアム、海外拠点の有効活用

　・設置者区分を越えた研修の活用

　（JSPS「国際学術交流研修」等）

○外部人材の活用

　・民間企業、国際機関等での勤務経験者

　・自校の大学院生、外国人留学生

○キャリアパスの整備が必要

　・「スペシャリスト」として昇格、インセンティブの付与

求められる職員像（山本，2006）
「高度な専門性を身につけ、しかもそれを実際に使え、あるい
はその知識をベースとしてリーダーシップを発揮できる職員」
　= プロフェッショナル

ジェネラリスト

一般事務職員

一般事務職員 スペシャリスト

プロフェッショナル
国際的管理・運営能力

研修（啓発的・専門的）

研修（啓発的・専門的）

キャリアパス（人事制度）

研修（専門的）

ＯＪＴ

ＯＪＴ

国際業務の経験豊富な
外部人材の活用外部人材 活用

国際業務の経験豊富な
外部人材の活用外部人材 活用

大学院生の活用
外国人留学生の活用外国人留学生

国際的な専門知識・能力
（含む語学力）

国際戦略の企画立案
行動計画の策定と評価、運営管理
海外の大学等との協力関係の構築
国際展開のための内外の外部資金の獲得
海外拠点の運営

＜業務の例＞

国際的な知的管理
国際法規（協定締結等）
危機管理
外国人研究者・留学生へのサービスの提供
国際的な経理処理

＜業務の例＞

新規・中途採用
のベクトル

Ⅰ

Ⅳ

Ⅱ

Ⅲ

出典：　『大学職員に求められる能力と対応する人材』（山本 2006）をもとにJSPS作成

【神戸大学】：キャリアパスの構築

【東京外国語大学】：在学生の積極的な活用

国際企画担当職員について、専門職（国際交流コーディネー
ター）としてのキャリアパス構築を計画。平成20（2008）年
度を目途に大学内部からの人材登用制度の実施に向け調整中。
また、関西地区の複数の大学間での人事交流についての検討
を始めている。

語学系大学であることを活かして、在学生に国際交流業務の
一部をインターンとして担わせることで、在学中の実務経験
の場を提供するとともに、将来の進路先候補を拡げる仕掛け
としている。

【東北大学】：PFI方式による宿舎の整備
平成19（2007）年３月、PFI法（具体的にはBTO（Build-
Transfer-Operation）方式）に基づき外国人留学生と日本人学
生との混住型の宿舎を設置。

【京都大学】：外国人研究者のためのハンドブックの作成
平成18（2006）年に、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」を作成。各部局を通じ配布。

【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

外国人研究者・留学生向けのWebサイト「GCN Osaka」を運
営し、医療、住宅、ビザ、日本語学習等のコンテンツを設け、
各種情報提供を行っている。

【早稲田大学】：「研究面」での外国人研究者支援を充実
学内の研究資金情報のうち約80％を英語化し、学内Webサイト
に掲載して外国人研究者の研究資金調達を支援。また、研究支
援関連の英語表記を統一し、用語集を作成してWebにて公開。
今後、英語での研究倫理関連規程を策定する予定。

【会津大学】：専門スタッフによる外国人教員の支援体制の整備
外国人教員を積極的に受入れ、全教員に占める外国人の割合は
平成18（2006）年現在で約40％にのぼる。「外国人教員等相
談員」「通訳翻訳員」といった専門スタッフを配置し、各種生
活支援の実施や受入れ環境の整備・向上に取り組んでいる。
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（3）分析及び提言
○戦略的・組織的な海外派遣プログラムが必要

ex. ・優良なパートナーとの連携による
魅力あるプログラムの整備

・派遣に係る具体的な数値目標の設定 

○海外派遣に係る危機管理体制の整備が課題

○派遣にあたっては、海外拠点を有効に活用すべき

○海外研鑽機会の拡大に向けたナショナルレベルの取組の
充実が必要

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
国際的に活躍しうる研究者の養成には、早期に海外での研
鑽機会を与えることが重要。

cf・世界での被引用度が上位の論文の日本人著者f.

（トップリサーチャー）のうち37％が海外職歴を保有。
・ポスドク経験者のうち、大部分は海外でのポスドク。

（近年の傾向）
派遣研究者総数は着実に増加。しかし、長期派遣者数は停滞・
減少傾向。

cf.派遣研究者数（平成16（6 2004）年）
総数125,164数 人（長期119,761人　短期5,403人）

また、大学における海外派遣プログラムは学部課程のも
のが中心。大学院課程での組織的な派遣プログラムの整
備が遅れているのが現状。

9 海外拠点の整備・活用
（１）現状認識、課題
（海外拠点の設置状況）
近年、日本の大学が海外に拠点を設置するケースが急増。
平成16年（2004）年10月現在、0 64大学が計170の拠点を設置。

cf.設置地域の分布
アジア 51.2％ アフリカ 5.9％
北米 21.8％ オセアニア 1.8％
欧州 18.8％ 中南米 0.6％

（海外拠点の役割の傾向）
国立大学：「共同研究の支援」を重視。
私立大学：「教育活動の支援」を重視。
　　　　　 さらに、「総合的な支援機能」を期待。

（3）分析及び提言
○効率的・効果的な海外拠点の設置・運営を検討すべき

○複数の機能を持たせ、総合的に拠点を活用するという視点も重要

ex. 研究、教育、人材育成、リクルート、広報  etc.

○大学間連携による「日本の大学」としてのプレゼンス
向上とそのための支援が必要

○大学の国際化に係る国レベルのイニシアティブの形成、
関係機関の連携が重要

（2）注目すべき取組例

（2）注目すべき取組例

【東海大学】：海外渡航者追跡システムの開発

【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成功した留学生の寄付金を活用した起
業家教育プログラム「九州大学/ロバート・ファン/ /アントレナ/
ーシッププログラム」を平成18（2006）年より実施し、学生
をシリコンバレー地区に派遣。プログラムの実施にあたっては、
同大学カリフォルニア・オフィスが支援している。

危機管理対策の観点から、学生・教職員を対象とした海外渡
航者追跡システムを開発し、平成19（2007）年度よりテスト
運用。

【JUNBA】：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

【鳥取大学】：学生を含む若手研究者の研鑽、職員研修の場としても活用

「沙漠化防止」のテーマの下、全学的体制での国際活動を目
指す。平成17（2005）年10月に、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も有効に活用。平成18（2006）年には日
本人学生・教員を派遣し、海外実践教育カリキュラムを実施。
また、職員を派遣し実地実務研修を行っている。

米シリコンバレー付近に拠点を設置する日本の大学が連携し、
平成18（2006）年に「JUNBA（ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ・ﾍﾞｲｴﾘｱ大学間連携ｱ
ネットワーク）」を発足。日本の大学の国際化や産学連携等の
諸活動で連携協力し、オールジャパンとしての存在感を示しつ
つ、より充実した活動展開を目指す。事務局はJSPSサンフラ
ンシスコ研究連絡センター。

各国における取組
NSF

（米国）

EU

JSPS

（日本）

Partnerships for International Research and Education（n PIRE）

Marie Curie Actions / Initial Training Program

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）

（平成１９年度新規事業）

高

低

コスト

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。）

相手機関内に相互に拠点を設置

他機関とオフィスを共同利用

独自の事務所を設置

概要
独自オフィス

個人へ委嘱

相互オフィス

共同オフィス

設置形態

表Ⅲ－9－２　9 海外拠点の様々な設置形態 共同オフィス方式の一例：
JSPS海外研究連絡センターの活用
・希望する大学の教職員が実費負担で駐在可
・平成18（2006）年度～

Ⅳ大学の国際化に係る海外の動向Ⅳ大学の国際化に係る海外の動向外外外の外のに係るに係るるるⅣ大学の国際化にⅣ大学の国際化に大学の国際化に係る海外の動向大学の国際化に係る海外の動向Ⅳ大学の国際化に係る海外の動向

日本だけでなく、諸外国においても「大学の国際化」は重要な課題。
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出典：Jane, K.（2006）Internationalization of Higher Education:New Directions, New Challenges.

 背景

2 海外調査

（1）海外の大学等への訪問調査（フランス・オランダ）
（日程）平成18（2006）年2月12日～19日

（2）OECD/SFRI ワークショップへの参画

両国ともに、「大学の国際化」は政府レベル、大学レベルにおいて喫緊に対応すべき課題として強く認識され、様々な
取組が講じられている。

平成19（2007）年3月、OECD科学技術人材問題等専門家会合（SFRI）において、「研究者の国際流動性に関するワ
ークショップ」を開催。良好な頭脳循環を起こしていくための政策の可能性を議論することを目的に開催されたもの
で、研究者の国際流動性を高めるための政府レベルの特色ある取組として、文部科学省及びJSPSから本事業そのもの
を各国に紹介。ワークショップに先立ち、JSPSでは文部科学省と共同で、研究者の流動性を促進するための各国/各
機関の政策や取組をWeb調査。

図Ⅳ－１－１　大学国際化の優先順位

（3）JSPS海外研究連絡センターを活用した情報収集
JSPS海外研究連絡センターにおいて、設置国・地域における大学の国際化に関する情報を収集し、本事業Webサイトにて情報発信。

例：

・『フンボルト財団が「国際的な大学」コンテストを平成18（2006）年より開始』
（JSPSボン研究連絡センター）

・『大学院生に海外での研究機会を提供（プリンストン大学）』
（JSPSサンフランシスコ研究連絡センター）

・『米国国立衛生研究所（NIH）の科研費について－外国機関が採択されるための条件－』
（JSPSワシントン研究連絡センター）

・『英国の高等教育における国際化』　　　　　　　   （JSPSロンドン研究連絡センター）

・『スウェーデン高等教育庁が平成18（2006）年5月22日に発表したレポートについて』
（JSPSストックホルム研究連絡センター）

・『フランスにおける大学再統合の動きについて』 （JSPSストラスブール研究連絡センター）

・『「European Higher Education Fairs（EHEF、欧州留学フェア）」がバンコクで開催』
（JSPSバンコク研究連絡センター）

「JSPS海外研究連絡センターより」から
本事業Webサイト

『JUNBA The 1st Academia Summit and  
Symposium』開催
（JSPSサンフランシスコ研究連絡センター）

図Ⅳ－１－３　大学国際化のポリシーや戦略の有無
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◎＝特に有効性・重要性が高い　○＝有効性・重要性が高い

研究フィールドの提供（研究拠点）、
受入れ機関との連絡調整、
現地でのサポート

現地での広報、リクルーティング、
現地におけるプレオリエンテーション９．海外拠点の整備・活用

受入れ機関等との交渉、
協定締結を行う人材の養成確保

外国人研究者等へのサービス提供の
ための人材養成・確保

６．職員の養成、確保

コンソーシアムを活用したシンポジウム、セミナー、
教員・学生交流、共同研究、共同教育プログラム

４．国際的な大学間連携及び
　コンソーシアムの活用

国際協力関係のファンドを活用した国際貢献（教員派遣・留学生等受入れ）、
海外からの外部資金の導入

３．外部資金の獲得

全学的な受入れ・派遣計画に基づく着実な実施
２．目標設定、行動計画、
　評価体制

派遣
（８．日本人若手研究者等の
海外研鑽機会の拡大）

受入れ
（７．外国人研究者等の
受入れの改善）

表V－１－１　国際戦略本部の類型と各観点との関係 表V－２－１　研究者の受入れ・派遣と各観点との関連性

1 国際戦略本部の類型と各観点との関係
国際戦略本部の機能のうち、どの類型がどのような活動に有効か、
また各観点が横断的にどのように関連するか考察。

2 相互に関連する各観点
各観点は相互に関連し、各観点における改善点は、他の観点の
取組をも活性化。

3 相乗作用により発展する国際活動

4 今後の課題

採択機関は、それぞれ特色ある活動を開始。今般の中間報告では様々な選択肢を示したが、今後、以下のような活動を実施。
・引き続き、日本の大学の国際展開モデルを開発
・シンポジウムの開催等を通じ、大学の国際化に係る情報を共有

その他、JSPSでは下記をはじめ、日本の大学の国際化を総合的に支援。
・JSPS海外研究連絡センターの共同利用や大学職員を対象とした国際学術交流研修の実施
・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）を通じ、大学による若手研究者の国際研鑽機会の
拡大を支援

個々の研究交流が大学としての組織的な国際交流へと発展する過程を、採択機関の取組を参考に考察。

ⅤまとめⅤまとめⅤまとめ

 赤木　　攻  日本学生支援機構　参与
　　
 馬越　　徹  桜美林大学大学院学系　教授

 ○ 木村　　孟  大学評価・学位授与機構　機構長

 桑原　輝隆  科学技術政策研究所　総務研究官（兼）科学技術動向研究センター長
　　
 榊　　裕之  豊田工業大学　副学長・教授
　　
 佐々木　毅  学習院大学法学部　教授
　　
 森　　純一  京都大学国際交流センター　教授
　　
 山本　眞一  広島大学高等教育研究開発センター　教授
　　
 渡辺　　靖  慶應義塾大学環境情報学部　教授
     

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　* 平成19（2007）年4月現在　○は委員長

日本学術振興会 大学国際化戦略委員会委員

本中間報告書に関するお問い合わせは、以下の連絡先までお願い致します。

独立行政法人　日本学術振興会

大学国際化支援本部（国際事業部研究協力第一課）

〒102-8471  東京都千代田区一番町6番地

Tel03-3263-1792，Fax  03-3263-1673

E-mail   kokusen@jsps.go.jp
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海外拠点整備
（戦略的な交流拠点）

国際的
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際共同
究の発展

際共同国際
究の発展研究

本人若手研究者への
際研鑽の機会の拡充

組織的

教育研究活動の質の向上

（拠点形成のための）
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ODA等
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資源配分

ファンド獲得機会の拡大

国際協力の
深化

共同研究
（チームの交流）

競争的資金
（研究経費）研究

人物交流
（個の交流）

図V－３－１　国際活動展開の概念モデルの一例

個人的
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