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大学国際化戦略委員会
（第４回）

独立行政法人日本学術振興会の

大学国際化支援
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日本学術振興会の大学国際化支援

大学国際化支援のための体系的な取組の開始
１．モデル事業を通じた調査分析、コンサルティング、成果普及

→大学国際戦略本部強化事業

２．海外研究連絡センターによる支援

→大学の国際展開の足がかりのための事務所共同利用

→日本の大学の海外拠点間の連携強化

３．研修機会の提供

→国立大学の若手職員に本部及び海外研究連絡センター

での実務研修機会の付与

小野理事長を本部長とする大学国際化支援本部の新設（平成１８年４月）
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「大学国際戦略本部強化事業」
・平成１７年度 文部科学省 新規事業（予算額 ５億円）
・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
・選定された大学へJSPS／JISTECが再委託（１校あたり年間１～４千万円程度）
・平成１７年度～平成２１年度 ５年間

【JSPS／JISTEC】
・大学国際化戦略のモデルを開発
（取組の分析、好事例の抽出）
・選定大学の取組への助言
・成果の普及

【大学国際化戦略委員会】
・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

【選定大学（２０機関）】

・「国際戦略本部」機能の強化に
よる全学的な国際活動を推進

JSPS
JISTEC

文部科学省

大学国際化
戦略委員会

委託

再委託

大学 ２０機関

選
定
・

評
価 助言

・取組の分析
・助言

・報告

成果の
普及

海外
調査

＜最近の取組＞
○大学国際戦略本部強化事業Ｗｅｂサイト全面リニューアル（平成１８年７月）
○平成１８年度公開シンポジウム「大学の国際戦略 ～『海外拠点』と『職員養成～』」開催（平成１８年１１月）

○各採択機関との意見交換会の実施（平成１８年１０月～１２月）



4

ストラスブール研究連絡センター
（平成１３年度～）

ボン研究連絡センター

（平成３年度～）

ストックホルム研究連絡センター
（平成１３年度～）

日本学術振興会

サンフランシスコ研究連絡センター

（平成１４年度～）

ワシントン研究連絡センター

（平成２年度～）

カイロ研究連絡センター

（昭和５９年度～）

ロンドン研究連絡センター（平成６年度～）

ナイロビ研究連絡センター
（昭和４０年度～）

海外研究連絡センターを活用した大学国際化支援

バンコク研究連絡センター（平成元年度～）
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ＪＳＰＳ海外研究連絡センターを活用した大学国際化支援

▼ 我が国の大学の海外活動展開への協力・支援

・２１世紀ＣＯＥプログラム等を中心にしたシンポジウムの共催・後援

・共同研究における現地調査に際しての情報提供・後方支援

・大学改革等に関する海外調査に際しての協力・情報提供

・大学が設置している現地海外拠点等との連携

ＮＥＷ！ 海外研究連絡センターの共同利用

大学が国際戦略等を踏まえて全学的な見地から、海外での学術交流活動に取り組む
際に、ＪＳＰＳ海外研究連絡センターに大学教職員の駐在が可能。
（慶應義塾大学が今年度よりロンドンセンターを活用）

※利用に際しては、実費相当額負担が必要な場合があります。

【利用可能センター】

ワシントン、サンフランシスコ、ボン、ロンドン、ストックホルム、ナイロビ

http://www.jsps.go.jp/j-map/kaigai_center.html



6地方公共団体、企業等

in SF, Bay Area, the U.S.

理事会 活動の企画・立案・実施

◎室岡 義勝 大阪大学サンフランシスコ教育研究センター長
○竹田 誠之 JSPSサンフランシスコ研究連絡センター長

西村 俊彦 東北大学米国代表事務所所長代理
松尾 正人 九州大学カリフォルニアオフィス所長
井手 祐二 鹿児島大学VBLシリコンバレーオフィス所長
長谷川 泰 ヘンリタウベ研究所会長／桑港赤門会代表
八木 博 IMAnet, Inc, CEO
山崎 裕子 横浜市立大学特任助教授

◎：会長（会の代表、会務を統括）、○：副会長（事務を統括）

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ
ﾎﾞｰﾄﾞ
在ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ日本国領事館
村永 祐司

JETRO
サンフランシスコ事務所長
原丈二

Defta Partnersグループ会長
青木 昌彦
スタンフォード大学名誉教授
西 義雄
スタンフォード大学教授

その他参加者
大学関係者、研究者、法人・企業関係者 等

事務局

円滑な活動を
サポート

JSPS
SF 研究連絡
センター

情報交換・ネットワーク形成

情報発信 情報発信

情
報
収
集

情
報
収
集

大学、研究機関等
in SF, Bay Area, the U.S.

地方公共団体、企業等

in Japan

大学、研究機関等
in Japan

ＪＳＰＳ海外研究連絡センターを活用した大学国際化支援
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
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独 DFG
IRTG: International 

Research
Training Groups

【参考】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）

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（１ヶ月～１年））／件
２５００万円×４０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）
（仮称）【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（１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

＜約４００人＞

＜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）

＜約３００人＞

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

＜約４００人＞

日本学術振興会
ＪＳＰＳ

1000人以上の若手研究者に
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（大学院生、ポスドク、若手研究者）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)［仮称］」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
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