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大学国際戦略本部強化事業の中間評価の実施方針 
 

平成１８年８月１０日 
科学技術・学術審議会 
国 際 委 員 会 

 
「大学国際戦略本部強化事業」に選定された大学は、平成１７年度より原則

として５年間を実施期間として事業を行っており、中間評価は、事業開始２年

経過後に行われることとされている。この中間評価は、委託費（国費）による

本事業の効果的な実施を図る観点から、本委員会において事業の進捗状況を確

認し、今後の事業運営のために適切な助言を行うとともに、委託費の適正配分

（重点的、効率的配分）に資することを目的とする。 

 なお、中間評価の結果は、第４年次（平成２０年度）以降の委託費配分に反

映され、評価結果によっては、本事業による支援を打ち切ることもある。 

 また、中間評価に当たっては、各大学等が作成する中間自己評価報告書のほ

か、日本学術振興会が作成する大学国際化モデル開発に係る中間報告書につい

ても重要な参考資料として活用する。 
 
１．中間評価の実施に際しての基本的考え方 

 大学国際戦略本部強化事業における各選定大学に対する中間評価の実施に当

たっては、大学選定時の公募要領の観点を踏まえつつ、特に次のような基本的

考え方に沿うものとする。 
 
（１）共通項目による評価と固有の項目による評価 

本事業は、全学的な観点に立って組織的、戦略的な国際活動を行う大学を支

援するという基本的性格を有する一方、各大学が学長のリーダーシップなどに

基づき個性的な取組みを行うことを期待している。 
このような点を考慮し、 
ａ）国際活動に関するマネジメントの強化や大学の内なる国際化への取組

み等全ての大学に対して共通して評価するべき項目【評価項目：●】 
ｂ）特徴ある国際的な共同研究の支援や国際枠組みへの貢献等大学の独自

性が発揮される点に対して（全大学の横並びではない）固有の評価軸

により評価するべき項目【評価項目：○】 
の 2種類の評価項目に区分しながら評価を実施する。 
 
（２）大学の個々の戦略に応じた活動の評価 
大学の国際化の進め方に関しては、大学によって、 
ａ）全学的な調整、戦略の下で、全部局の国際化を漸進的に進める 
ｂ）全学的な調整、戦略の下で特定の研究活動や部局等に的を絞って集中

的に国際活動を展開する 
の主として２つのアプローチがある。 
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大学の規模、特徴等の多様性や、本事業による大学の国際化の成果を通じて

他大学への好事例を提供するという観点からは、これら２つのアプローチのい

ずれが相応しいとはいえない点に留意すべきである。 
上記１．の基本的考え方を踏まえつつ、以下の２．～５．の４項目を評価の

項目とし、それらの評価指標を基に評価を進めることとする。 
 
なお、各々の評価項目に対する回答には、データや事業実施報告書など事実関

係を具体的に指し示す文書類を添付することを原則とする。 
 
２．機能・体制の整備状況 

 事業開始時から平成１８年度終了時までの間に 
・大学等の国際戦略を全学的な観点から推進するために必要な機能（具体的

に拡充された機能とそれを担う人材の配置等）、体制（本部組織体制、学

内の位置づけ、学内他機関との連携等） 
・学外（海外、国内）組織との連携等の体制 

が整備されたかどうかを評価する。具体的な評価項目と指標は以下のとおり。 
 
評価項目と指標 
（国際戦略） 
●国際活動を全学的な観点から推進するために効果的な国際戦略は策定さ

れたか。 
 チェックポイント （［ ］内のような事実関係を示す書類を添付すること） 
・全学的な視野に立って国際戦略が策定されているか。［国際戦略を策定する
過程で全学的な観点で検討が進められたか、広く学内外の関係者の意見を聴取し解決す

べき課題の抽出・分析を行ったか、国際戦略についての学内での周知や共有がなされてい

るか、国際戦略は学外に向けても情報発信されているか、等］ 
・具体的な行動や改革に結びつくような実際的な国際戦略となっている

か。［国際戦略に基づくアクションプラン等は策定されたか、国際戦略を推進する上で障壁
となる問題や申請段階では予見できなかった課題等を特定できているか、等］ 

・国際戦略に沿って具体的に計画が実施されているか。［国際戦略に基づき具
体的にどのような事業が実施されてきたか、等］ 

（「国際戦略本部」(※)） 
●国際活動を全学的な観点から推進するために効果的な「国際戦略本部」

は構築されたか。 
 チェックポイント （［ ］内のような事実関係を示す書類を添付すること） 
・「国際戦略本部」の構成は、全学的な戦略を検討・決定する十分な組

織構成となっているか。［本部の構成員は全学的な意思決定を行うに十分なものか
どうか、等］ 

・「国際戦略本部」は全学における国際活動に係る情報を収集、蓄積す

る能力を有しているか。また、実際に十分な情報を把握しているか。［本
部はどのような経路で全学の情報を収集しているか、本部によってどのようなデータが収集

されどのように分析･活用されたか、従来の組織では収集できなかったデータや新たに分析

が可能になったような事例はあるか、等］ 
・「国際戦略本部」の意思決定システムは、国際活動に関する全学的な

観点からの意思決定を図ることができるような位置づけになっている
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か。また、このルールに基づいて、実際に実質的な意思決定が行われ

ているか。［分掌事項を定めた学内規程などにより本部の権能などが位置づけられてい
るか、またこれまでにどのような全学的意思決定が本部により行われてきたか、等］ 
・「国際戦略本部」の意思決定や各事業の実施の迅速性、機動性を担保

するための措置が工夫されているか。［本部員の構成、全学の意思決定プロセス
のフローチャートの上で、迅速かつ機動的な意思決定が担保されているか（またどのような

意思決定が迅速かつ機動的に行われたか）、各事業の実施の迅速性や機動性が本部設置

によって高まったかどうか（またどのような事業が迅速かつ機動的に行われたか）、等］ 
・「国際戦略本部」と学内外の他組織との連携は図られているか。［全学
的な活動を行うことで本部と学内外の他組織との連携が図られる仕組みとなっており、実際

に連携がなされているか、等］ 
  

（※）「国際戦略本部」という名称の組織である必要は無い。 
 
３．計画の達成度 

 事業開始時から平成１８年度終了時までの間に、初期の事業計画、予算計画

に盛り込まれた事項が計画通り実施されているかを評価する。 
具体的な評価項目と指標は以下のとおり。 
 
評価項目と指標 

（計画の進捗） 

●事業計画は計画通り進捗しているか。 
チェックポイント （［ ］内のような事実関係を示す書類を添付すること） 
・ 事業開始時に予定していた事業計画に盛り込まれた事項が計画通り

実施されてきたか。［事業計画に記載した個々の事業は実施されたか、事業開始時
に設定した数値目標は達成されているか、計画通りに実施されていないものに関しては

具体的な問題点と今後の取組み方針を特定できているか、等］ 

（計画を上回る進捗） 

○事業計画を上回って進捗した事項はあるか。 
チェックポイント （［ ］内のような事実関係を示す書類を添付すること） 
・ 「国際戦略本部」により、事業計画で当初予定していた以上の事業が

なされたか、事業の実施により当初予期していなかったような成果

が得られたか。［該当があれば、具体的な事業、成果を例示］ 
 

 
４．事業の効果の大きさ 

 事業開始時から平成１８年度終了時まで事業を実施したことによる効果【注】

に関して、 
・国際戦略本部の整備、国際戦略の策定、実施は、当該大学等が世界的研究・

教育拠点を目指す上で、どの程度有効なものか 
・本事業を通じて、国際活動は本事業開始以前と比べてどの程度活性化した

か 
などを評価する。具体的な評価項目と指標は、各大学の実情に応じて設定され

るべきものであるが、代表的と考えられる評価項目と指標を例示すると以下の

とおり。 
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評価項目と指標 
※「直接効果」を中心として記述。「間接効果」については、本事業と当該「間接効果」との具体

的な関わりを明示できる典型的なもののみを限定的に記述。下記の【注】を参照。 

 

 （本事業の実施によるインパクト） 

●本事業の実施は、大学全体の戦略的・組織的な国際化の進展にどのよう

な影響を与えたか。 

チェックポイント （［ ］内のような事実関係を示す書類を添付すること） 
・国際戦略本部の整備、国際戦略の策定等は、当該大学等が世界的研究・

教育拠点を目指す上で、どのように有効であったか。［下記に例示を含め特
にどのような面で効果があったか。本事業の実施以前と比べてどのような変化があったか。

その理由をどのように考えるか。］ 

（国際活動を担当する人材の確保・育成について） 
○本事業を通じて、国際活動を全学的、戦略的に推進する上で必要不可欠

な要員の確保・育成は進められたか。 
チェックポイント （［ ］内のような事実関係を示す書類を添付すること） 
・ 大学内部職員の育成強化はなされているか。［国際業務を担当する職員のた
めの研修等、どのような育成強化策がとられたか、またその具体的成果としてどのような効

果が得られているか、等］ 
・ 優秀な外部人材の活用は行われたか。［国際業務を担当する要員として大学外
部の人材を登用したか、どのような人材を登用したか（バックグランド、実務経験等）、登用

した人材を活用するための何らかの機能体制を構築したか、登用した外部人材は学内の

国際業務の展開に有機的に機能しているか、外部からの人材が業務をする上での課題は

整理されているか、等］ 
・ その他、教職員の意識の国際化を進めるための活動は行われたか。［教
職員意識の国際化を進めるための具体的な活動、例えば国際専門職といった職員向け

の新たなキャリアパスの構築、等］ 
（研究環境の国際化について） 
○本事業を通じて、研究環境の国際化が図られたか。 
チェックポイント （［ ］内のような事実関係を示す書類を添付すること） 
・ 学内において外国人研究者が研究を行う環境について改善が図られ

たか。［戦略本部等による外国人研究者等へのサポート体制の強化など具体的な改善
事項、課題の洗い出し、アクションプラン 等］ 

・ 学内における外国人研究者の活躍は拡大したか。［受入れた外国人研究者
数の推移、受入れた外国人研究者による主な研究成果、等］ 

・ 学内の教職員の海外における調査研究活動が活性化したか。［海外派遣
した教職員数の推移、派遣した教職員による主な調査研究成果、等］ 

・ 学内における教育環境の国際化が進捗したか。［講義が外国語で実施されて
いる研究科・専攻数、割合、等］ 

（共同研究の展開と成果について） 
○本事業を通じて、当該大学と海外機関との間の国際共同研究が促進され

たか。 
チェックポイント （［ ］内のような事実関係を示す書類を添付すること） 
・ 国際枠組み、国際機関の活用が促進されたか。［国際枠組みを主導している
実例、国際機関との連携による実例、及びそれらの活動による成果］ 

・ 海外機関との間の人的ネットワークは拡大したか。［人的ネットワーク構築
に資する会合の開催状況、連携先の海外機関・海外研究者に関するデータベースの構
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築、海外同窓会組織の整備状況、等］ 
・ 諸外国の大学、研究機関等との連携、共同活動が促進されたか。［諸外
国の大学、研究機関等との連携、共同活動の実施件名及び具体的な成果、成果の活用

事例、等］ 
（持続的な枠組みの構築について） 
○本事業終了後を見越して、国際活動の継続性を担保していくための特色

ある取組みがなされたか。 
チェックポイント （［ ］内のような事実関係を示す書類を添付すること） 
・ 国際活動の継続性を担保する上で必要なリソースの確保、ノウハウの

蓄積は行われているか。［自主予算、外部資金等の割合、人事面の工夫、大学内で
の国際キャリアパスの構築、ノウハウ蓄積のための工夫等、等］ 

（その他任意の項目） 
○その他、各大学において独自に本事業による効果を表すのに適切な任意

の項目を設定し、事実関係を示す書類とともに、事業の効果を適宜記述

してよい。 

 
【注】大学国際戦略本部強化事業の「効果」には、大別して、 

ｉ) 事業自体による「直接効果」（本事業経費を充当した活動により直接的に得られた成果） 

ii）事業実施に由来する「間接効果」（本事業経費を直接充当したものではないが、直接効

果による影響を受けて生まれた成果） 

２種類の効果がある。 

事業の中間評価という性格上、事業の効果に関しては、第一義的には「直接効果」に対する

評価が対象となる。 

しかし、「直接効果」と「間接効果」には密接な関係があって厳密に切り分ける事は不可能で

あり、また「間接効果」を無視することは適切とはいえないため、「間接効果」も含めて本中間評

価の対象とする。しかし、「間接効果」を不必要に拡大解釈して捉えてしまう恐れもあることから、

特に「間接効果」を評価するに当たっては、本事業実施との因果関係が明確である場合に限定

して当該「間接効果」と位置づける必要がある。 

 
５．その他  

事業開始時から平成１８年度終了時までの事業実施効果は、他の大学等に対

して効果的な国際活動の実施方策に関するモデル事例を提供するものとなって

いるかどうかを評価する。 

具体的には、本事業で実施した様々な活動のうち、他の大学等が参照した場

合にモデル事例として有益な典型事例（典型事例の数は十個以内とする）を各

大学等において選び、どのような観点でモデルとなるのかを示し、これらの事

例に関して、例えば以下の評価指標に基づいて評価する。 
（※）「モデル事例を提供」とは、例えばウェブサイト、出版物等により発信を行なった

こと、他大学から相談を受けアドバイスを与えた等が想定される。（必ずしもこの

限りではない。） 
 
 
 
評価指標 
（他大学からの参照可能性） 
○ 本事業による取組み事例が、他の大学等に対して、効果的な国際活動の
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実施方策に関するモデル事例を提供するものとなっているか。 
 
 
（課題の抽出） 
○ 本事業による取組みを通じて、新たな課題や問題点を抽出できたか。 
チェックポイント

・ 他の大学等が参照するに値する新規性、独自性を有するものとなって

いるか。 
・ 国際的な活動を実施する際の具体的な留意点、問題点などを抽出す

るものとなっているか。 
・ （比較的規模の大きな総合大学の場合のように）部局間の利害を調整

しながら、総合的に国際交流や国際連携を推進していく上で、有効な

機能、体制などを示すものとなっているか。 
・ （地方大学や単科大学の場合のように）全学的なコンセンサスの下

で、特定の国際共同研究などを核とした、特徴的な国際活動を推進し

ていく上で、有効な機能、体制などを示すものとなっているか。 
・ その他、モデル事例となっているか。 

 
 
 
【注】●は全大学等に対して適用する評価指標、○は任意の大学に適用する評価指標 
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大学国際戦略本部強化事業 中間評価スケジュール 

 
 
 
平成１８年 
５月２４日 国際委員会において、平成１９年度に実施する大学国際戦略本部

強化事業の中間評価の実施方針について審議。 
 
７月 ６日 国際委員会において、再度審議。 
 
８月１０日 国際委員会において、中間評価の実施方針を決定。 
 
８月以降  大学国際戦略本部強化事業実施２０大学等に対して、文部科学省

より中間評価の実施方針を連絡し、中間自己評価報告書の作成を

依頼。 
 
平成１９年 
４月３０日 各大学等において中間自己評価報告書を作成し、文部科学省へ提

出。 
 
５月～７月 国際委員会（または評価を担当するＷＧ）において中間評価を 

実施。委員会（ＷＧ）は、各大学等が作成する中間自己評価報告

書及び総括業務受託者（日本学術振興会及び科学技術国際交流セ

ンター）が作成する大学国際化モデル開発に係る中間報告書に基

づき、また必要に応じて実施する各大学等からのヒアリング等の

結果に基づき、審議する。 
 
７月頃   国際委員会において中間評価結果公表 
 
８月    平成２０年度概算要求。（中間評価結果を予算案に反映） 
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参考： 「大学国際戦略本部強化事業」公募要領（大学等向け） 
（文部科学省科学技術・学術政策局、平成 17年 2月）（抜粋） 

 
 
１．事業の背景・目的

【中略】 
 また、こうした大学等における戦略的な国際活動の取組みについては、活動

状況、成果等を総合的に評価、比較研究することによって、他の大学等に対し

て効果的な国際活動の実施方策に関するモデル事例を提供することも本事業の

目的です。 
 
２．事業の概要

【中略】 
（５）審査の観点 
 「国際戦略本部」構想に関し、その妥当性を判断するため、次の１）～３）

について審査します。 
１）機能・体制 
・大学等の国際戦略構想を具現化して国際戦略を策定し、国際戦略を全学的な

観点から推進するために必要な機能（機能とそれを担う人材の配置等）、体

制（本部組織体制、学内の位置づけ、学内他機関との連携等）を有している

か。 
・学外（海外、国内他）組織との連携等体制について工夫が見られるか。 
２）計画 
・「国際戦略本部」の事業計画、予算計画は大学等の特色を生かした優れたも

のであり、かつ実現可能なものか。 
・本事業期間（5年間）終了後においても大学国際戦略構想の目指すものの実
現に向け、国際戦略本部の機能が継続されるように計画が十分に練られてい

るか。 
３）効果 
・「国際戦略本部」の支援により国際戦略を推進することにより得られる効果

は、世界的研究・教育拠点を目指す大学等にとって、十分に高いものであり。 
・国際活動に関する達成目標（特に研究面に関するもの）は適切かつ実現可能

なものか。 
 
（６） 事業期間 
  事業の実施期間については、原則として 5 年間を予定しています。実施期
間終了後には事後評価を実施します。 
  2年経過後に行われる中間評価を踏まえ本事業（による支援）を打ち切るこ
ともあります。 
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