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（１）現状認識と課題 

○ 国立大学の法人化を契機として、外部資金獲得及び財源の多様化は、多くの大

学にとって取り組むべき課題となった。 

 

○ 外部資金獲得において、最も一般的なものは、競争的資金の獲得である。近年、

我が国においても、大学に配分される予算において競争的・重点的資源配分の占

める割合が増加する傾向にあるため、大学は、その獲得に積極的に取り組んでい

る。 

 

こうした競争的・重点的資源配分として、教育から研究まで様々な支援プログラ

ムが用意されているが、これらのプログラムに共通している近年の傾向は「国際性」

の重視である。「21 世紀 COE プログラム」の後継として平成 19 年度より「グローバ

ル COE プログラム」が新規に創設されることに象徴されるように、「国際性」が外部

資金を勝ち取るための重要なキーワードになってきている。また、平成 19 年度より

世界の第一線の研究者が集まる拠点を形成する「世界トップレベル国際研究拠点形

成促進プログラム」が新たに創設される。一方、産学連携も「国際性」を重視しよ

うとしている。平成 19 年度より新たに「大学知的財産本部整備事業」の一環として

「国際的な産学官連携の推進体制整備」のプログラムが開始される。また「大学教

育の国際化推進プログラム」など大学教育の国際化を目指すプログラムも平成 17

年度に創設されたところである。これらのプログラムの選定プロセスにおいて教育

研究組織の国際的通用性や良質な国際ネットワークを有していることなどが高評価

につながることから、国際展開に必要な国内の競争的・重点的資源配分資金を勝ち

取るためには、次章「4．国際的なコンソーシアムの活用」で取り上げる良質の大学

間国際連携及び国際コンソーシアムを有効に活用することが重要であろう。 

一方、当該組織が海外から外部資金を獲得することは、「国際性」を実証する一つ

の重要なベンチマークであるが、現状では海外の外部資金を得ている大学は例外的

であると言える。科学技術政策研究所の「大学等における科学技術・学術活動実態

調査報告」（2006）によると回答があった国公私 677 機関の外部受入研究費 4,983

億円のうち、「外国」からの資金合計はわずか 8.5 億円（0.17％）である
１）

  。 

 

 

（２）注目すべき取組の例 

【一橋大学・神戸大学】：EU 研究等の拠点として EU からの資金受入 

EU は、近年、EU として北米や日本など、他地域とのより強固な連携・協力を

推進するプロジェクトを立ち上げている。欧州委員会が域外における欧州連合

(EU)の高度な学術研究拠点として設立しているEU Instituteはその一例である。

一橋大学、神戸大学は、EUIJ（EU Institute in Japan）において、それぞれ東

京、関西の幹事校を務めている。運営に当たっては、EU からの資金提供を受け
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ている。 

神戸：EU からの資金を受けたことにより、経理部門の国際化が図られる 

 

【早稲田大学】：EU のファンドによるビジネスマネジメント研修を提供 

European Commission（ EC）のプログラムである Executive Training 

Programme-Japan（ETP-J）にパリ政治学院、ボッコーニ大学、ロンドン大学東

洋アフリカ研究学院との 4大学コンソーシアムを形成して参加。ＥＵ諸国より

選ばれた企業幹部に対して、日本語およびビジネスマネジメントの研修プログ

ラムを提供している。採択されたことにより、EU の補助金を獲得。 

 

【広島大学】：Joint Venture によるプロジェクト受託 

かつて、国立大学は、法人格を保有していなかったため、援助機関と自由に

契約を交わしプロジェクトを受託する、ということは、困難であった。しかし、

法人化を契機にプロジェクトの受託が実質的に可能となったため
２）

 、大学が事

業体として応札し、受託することが可能となった。その結果、これまでは主に

委嘱という形で連携してきたJICAとも、受託契約に基づく協力という新たな連

携・協力のあり方が生まれており（reactive→proactive）、JICAの技術協力プ

ロジェクトにおいて、大学が受注する事例が増加している。広島大学では他大

学に先駆けてJoint Ventureによるプロジェクトを受託。 

 

 

 

表３－１ 大学の受注実績例（平成 18 年 10 月現在） 

国名 案件名 代表者 構成員 

アフガニスタン 教師教育教科プロジェクト システム化学コンサル

タンツ（株） 

国立大学法人 

鳴門教育大学 

カンボジア 高校理数科教科書策定支援プ

ロジェクト 

（株）パデコ 国立大学法人 

愛知教育大学 

バングラディシュ 小学校理数科教育教科計画 （株）パデコ 国立大学法人広島大学 

中華人民共和国 中日気象災害協力研究センタ

ープロジェクト 

国立大学法人東京大学 財団法人日本気象協会 

インドネシア ガジャマダ大学産学地連携総

合計画プロジェクト 

国立大学法人九州大学 アイ・シー・ネット株式

会社 

インドネシア スラバヤ工科大学情報技術高

等人材育成計画プロジェクト

国立大学法人熊本大学  

ラオス 国立大学経済経営学部支援プ

ロジェクト 

国立大学法人神戸大学  

ラオス 国立大学工学部情報化対応人

材育成機能強化プロジェクト

学校法人東海大学  

大洋州 予防接種事業強化プロジェク

ト 

国立大学法人長崎大学  

出典：独立行政法人国際協力機構『国際協力への大学の参画について』
３）
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【長崎大学】 

：国際活動のためのファンド獲得を本部の任務に明確に位置づけ戦略的に獲得 

    長崎大学の国際連携研究戦略本部においては本部のミッションの 1 番目に

「外部資金獲得のための活動」を位置づけ、UN、WHO、JICA、世界銀行等国内・

国際機関の国際協力事業の受託を受けつつ国際活動を展開することを目指して

いる。 

    実際に、ケニアとナイロビの拠点の整備については、「新興・再興感染症研究

拠点形成事業委託費」及び「特別教育研究経費・連携融合事業費」を活用し、

本部の体制強化については本事業の経費を充当。活動の一部は ODA の一環とし

て JICA の資金を活用している。また、平成 18 年に開催した薬剤開発にかかる

ディプロマコースの運営費は長崎大学と WHO が折半して負担している。 

 

（３）分析及び提言 

  ○良質なコンソーシアムへのファンド獲得機会の増加（～EU の動向～） 

EU を中心として大学間でコンソーシアムを組み教育研究活動を展開し、良質

なコンソーシアムに資金が充当されるといったような、点（機関）へのファン

ドから面（ネットワーク）へのファンドを重視する動きが拡大している。各大

学はより多くのファンドを得るためにも良質なネットワークを形成するための

パートナーを捜している。日本の競争的・重点的資源配分も同様の傾向があり、

より組織的な連携活動を実施できるネットワークへ資金が充当される構造にな

りつつある。 

2007 年（平成 19 年）より開始された EU の第 7次フレームワークプログラム

においては第 6次と比べ、EU 域外を含めた「国際性」をより重視している。EU

が日本の大学の積極的な参加を切望する一方で、日本の大学の参画は低調であ

る。そのような中、事務的なものも含め体制を整備し国際的な資金を獲得して

いる事例は先駆的な取組として参考にすべきである。これらの取組が経理面を

始め事務体制の国際化へ与える副次的なインパクトも評価すべきである。 

一橋大学、神戸大学の取組として EU Institute について触れたが、この他、

EU においては欧州の大学間の連携を強化し、欧州の高等教育の質と競争力の向

上を図ることを目的としたエラスムス・ムンドゥス・プログラム、欧州の研究

者の流動性を高めるマリー・キュリー・アクションズ等に基づく日本の大学も

活用可能な様々な取組の可能性が拡大している。 

 

  ○国際協力関係のファンド獲得機会の増加 

我が国のODA（政府開発援助）について、戦略性の重視、量から質への転換と

いった、より効果的・効率的な取組が各方面から求められている中、我が国の

大学が有する知的な援助リソース（研究成果や高度人材育成機能）を活用し、

国として知的な国際貢献を推進することが注目されている
４）

 。 

このような背景を踏まえ、国際協力事業に大学が組織として参画し、大学の

「知」を活かすことは大学の国際展開の重要な柱の一つとして位置づけられる。

大学法人化を契機として JICA や JBIC との連携機会が拡大していることにも注
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目すべきである。各法人の取組の他、文部科学省国際開発協力サポート・セン

ターの支援を受けつつ、多くの大学が情報やノウハウを共有できる機会の充実

が望まれる。 

 

＜参考＞JBIC の円借款事業における留学生・研修生の受け入れ 

以前は困難であった大学と国際協力銀行との連携が、法人化以降急速に増加

している。  

表３－２ JBIC と大学の連携実績 

  平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 

大学がかかわる委託調査数 ６ １４ ２５ 

うち大学が契約当事者の契約数 ４ １２ １７ 

出典：国際協力銀行プロジェクト開発部『国際協力銀行における大学との連携』
５）

  

 

JICA 同様、様々な形の連携事例があるが、Proactive な形のものとして、提案

型調査や開発パートナーなどがある。さらに、人材育成面の取組として、円借款

事業における留学生・研修生の受け入れがある。これまでも、留学生などを受け

入れてきたが、新たな形態として、マレーシアの高等教育基金借款（HELP1 及び 2）

におけるツイニング・プログラムや、インドネシア高等人材開発事業（Ⅲ）にお

けるダブル・ディグリー（リンケージ・プログラム）など、現地と日本の高等教

育機関間の連携の下で行われるプログラムが生まれている。（これらについても、

説明会を開き、興味を持った大学が参加するという方式がとられている） 

 

○ファンド獲得のための体制整備 

  優良なパートナーと連携関係を構築しつつ、適切なファンドを獲得していく

ためには、学内の教育研究の状況を把握しつつ、広く内外のファンディングの

情報を入手し、戦略的に的を絞って申請等を行うことが重要である。外部人材

の獲得等により体制を整備しつつ、外部資金獲得のために本部が有効に機能し

ている長崎大の例は注目に値する。 
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