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Ⅰ 事業の概要

１．事業の目的
文部科学省において選定された20の大学及び大学共同利用機関が、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 独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、独
自の国際戦略を打ち立てながら、全学的・組織的な国際展開を行う。また、この取
組を通じて国際展開の優れたモデルを明らかにすることにより、採択機関以外の
大学等の創意工夫ある自主的な検討を促す大学等の創意工夫ある自主的な検討を促す。

２．事業実施期間と予算規模
2005年度～2009年度までの５年間
１機関あたり約１～４千万円／年

３．各機関の役割
：採択機関の選定及び委託費算定、評価

大学国際化戦略委員会の運営及び本事業の総括：大学国際化戦略委員会の運営及び本事業の総括
採択機関の取組を分析し、好事例を抽出するほか、
各種調査及びシンポジウム・セミナーを開催

各 際戦略 基づ 全学横：各機関の国際戦略に基づき、全学横断的に
大学等の国際戦略を担う本部組織を強化・
活用し、全学的な国際活動を推進する。



Ⅰ 事業の概要

４．採択２０機関一覧

区分 機関名 国際戦略本部組織名

学 海道 学 「持続 能な 際戦略本部国立大学 北海道大学 「持続可能な開発」国際戦略本部

国立大学 東北大学 グローバルオペレーションセンター

国立大学 東京大学 国際連携本部

国立大学 東京外国語大学 国際学術戦略本部国立大学 東京外国語大学 国際学術戦略本部

国立大学 東京工業大学 国際戦略本部

国立大学 一橋大学 国際戦略本部

国立大学 新潟大学 国際学術サポートオフィス

国立大学 名古屋大学 国際交流協力推進本部

国立大学 京都大学 国際交流推進機構

国立大学 大阪大学 国際交流推進本部

国立大学 神戸大学 国際交流推進本部国立大学 神戸大学 国際交流推進本部

国立大学 鳥取大学 国際戦略企画推進本部

国立大学 広島大学 国際戦略本部

国立大学 九州大学 国際交流推進機構機

国立大学 長崎大学 国際連携研究戦略本部

公立大学 会津大学 国際戦略本部

私立大学 慶應義塾大学 国際連携推進機構

私立大学 東海大学 国際戦略本部

私立大学 早稲田大学 国際研究推進本部

大学共同利用機関 自然科学研究機構 国際戦略本部・国際連携室

Ⅱ 最終報告について

１．基本的な認識
第一 グローバル社会において、我が国の大学は、国内外の社会からの要請に

応えていく とが必要応えていくことが必要
第二 大学における人材養成は、大学の国際展開とともに諸外国の高等教育機関

との連携が必要
第三 大学国際化のための組織的な体制整備が必要
第四 大学の国際化には、大学職員の国際化が必要

２．最終報告書の構成
本最終報告書は、採択20機関が取り組んできた国際化の

ための事例を踏まえ 大学等の国際化に関する多様な取組ための事例を踏まえ、大学等の国際化に関する多様な取組
を分析し、提言するもの。

第１章 事業の概要第１章 事業の概要
第２章 本報告書について
第３章 大学の国際化に関する推移・現況のデータ分析
第４章 採択機関における大学国際化のための手法
第５章 本事業の成果と今後に向けての提案



Ⅲ 大学等における全学的な国際化推進に関する調査

１．目的

日本の大学及び大学共同利用機関の国際化に関する全学的な趨勢及び現状を日本の大学及び大学共同利用機関の国際化に関する全学的な趨勢及び現状を
把握し、本事業で採択された20機関との比較分析を行うことで、本事業の成果を
明らかにする。

２．調査対象機関
調査対象：我が国の大学及び大学共同利用機関 234機関

（ 研究重視として科研費採択件数及び 留学生在籍数の上位機関より抽出）（＊研究重視として科研費採択件数及び、留学生在籍数の上位機関より抽出）
有効回答機関：192機関

（＊内訳は、国立72、公立23、私立95、大学共同利用機関2）

３．分析結果
採択機関は 従来 国際化に関する基盤と実績があるものの その他の機関に採択機関は、従来、国際化に関する基盤と実績があるものの、その他の機関に

比べて、様々な指標に対して、総体的に高い実績を挙げている。
特に、(1)大学国際化のための理念、目標・計画及び組織整備、(2)大学間連携、

(3)職員養成 (4)教職員及び学生の交流 (5)海外拠点の整備・運営について よ(3)職員養成、(4)教職員及び学生の交流、(5)海外拠点の整備・運営について、よ

り重点的に取組んでいる点が特徴的であり、大学国際化のための先駆的事例を
生み出しているといえる。
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４．分析結果詳細

・全学的な国際化推進を目的とした本部・機構組織を有するのは、
採択機関では100％、その他の機関では57％採択機関では100％、その他の機関では57％

・そのうち学長・副学長級が本部長である割合は
採択機関では90％、その他の機関では60％

・全学的な国際化のビジョン ミッションを有するのは・全学的な国際化のビジョン、ミッションを有するのは、
採択機関では100％、その他の機関では53％

・全学的な国際化推進のための数値目標、行動計画を有するのは、
採択機関では90% その他の機関では55％採択機関では90%、その他の機関では55％

全学的な国際化のビジョン、ミッションの有無
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４．分析結果詳細

「国際化の目標・計画策定に反映させる」としたのは、
採択機関では100％、その他の機関では63％
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国際化に対する評価結果の活用状況
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採択機関では75％、その他の機関では30％
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４．分析結果詳細

・2005年度から2008年度の教職員の海外派遣数の増加率は、
採択機関では11％増、その他の機関では2％増

・採択機関のほうがその他の機関に比して より対応できていたのは 「海外研鑽・採択機関のほうがその他の機関に比して、より対応できていたのは、「海外研鑽
機会の確保と支援体制」、「海外での経験を生かす環境」、「派遣プログラム実施
のための資金確保」、「国際業務への外部人材の活用」の4項目

2005年度 教職員派遣数 2008年度 教職員派遣数

増加率

教職員海外派遣数

増加率
(=②/①

)総和① 平均(人) 教員・研究員 職員 総和② 平均(人) 教員・研究員 職員

全体(N=185) 1 81,096 438 79,349 1,747 85,159 460 82,590 2,569 1.05 

採択20大学(N=17) 2 40,321 2,372 39,368 953 44,787 2,635 43,573 1,214 1.11 

その他の大学(N=167) 
3 39,600 237 38,807 793 40,371 242 39,017 1,354 1.02 

1.データ不備のため、7大学を集計から除外
2.データ不備のため、3大学を集計から除外
3.データ不備のため、5大学を集計から除外
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４．分析結果詳細

2005年から2008年の大学間及び部局間交流協定に基づく教職員及び学生の受
入れ総数の増加率は、 採択機関では65％増、その他の機関では45％増

・2005年度から2008年度の訪問外国人教員・研究者受入れ数の増加率は、
採択機関では11％増 その他の機関では7％増採択機関では11％増、その他の機関では7％増

・採択機関のほうがその他の機関に比して、より対応できていたのは、「家族への
支援」、「入国・在留にかかわる行政手続き」、「日本語学習機会の提供」、「受入
手続き 化 シ ム化 「生活情報提供等 生活支援 項手続きのマニュアル化・システム化」、「生活情報提供等の生活支援」の5項目

外国人研究者の受入数

総和① 平均（人） 最少（人） 最多（人） 総和② 平均（人） 最少（人） 最多（人）

全体（N=182）
1 20,791 114 0 2,718 22,698 125 0 3,080 1.09

採択20大学（N=18）
2 11,812 656 25 2,718 13,119 729 0 3,080 1.11

その他の大学（N=164）
3 8,979 55 0 2,102 9,579 58 0 1,905 1.07

増加率
（=②/①）

2008年度2005年度

1 データ不備のため、10大学を集計から除外
2 データ不備のため、2大学を集計から除外
3 データ不備のため、8大学を集計から除外

Ⅲ 大学等における全学的な国際化推進に関する調査

４．分析結果詳細

・海外拠点を有するのは、採択機関では95％、その他の機関では28％
・2005年度から2008年度の1機関あたりの海外拠点の増加数2005年度から2008年度の1機関あたりの海外拠点の増加数

採択機関では平均4.6箇所の増、その他の機関では平均1.6箇所の増

海外拠点数と形態



Ⅳ 本事業の１０の成果

【大阪大学】

１．学長等を中心としたリーダーシップ
【大阪大学】

時限的であった本部組織を、理事をトップとした常駐の教職員

から構成される全学的認可組織に改組

国際戦略、目標、本部の活動を学内外で周知

⇒新規事業への対応やプログラムの立ち上げ等を機動的に実施、

学内連携が推進された学内連携が推進された

【自然科学研究機構】
歴史 分野や立地が異なる５つの組織を機構長の元で国際連携本部が統括歴史、分野や立地が異なる５つの組織を機構長の元で国際連携本部が統括

各研究機関の国際活動を調査し、認識・ノウハウを共有

⇒機構内の国際化（協定締結管理・職員研修・外国人受け入れの効率化等）

⇒機構横断的な新分野創成型プロジェクトの支援が可能に

成果 柔軟に組織体制を整備し、教職員間で目標や計画を共有して協
働することで、全学的レベルで機動的に国際化を推進。

Ⅳ 本事業の１０の成果

【名古屋大学】国際化推進プランの策定

２．効果的な目標設定と行動計画
【名古屋大学】国際化推進プランの策定

中期目標・計画の国際部分を抽出し、目標設定

各目標を分析し４部門に分類、部門毎に５層の階層に整理

段階をへて全学的な議論と承認を経る段階をへて全学的な議論と承認を経る

海外の有識者から助言を得たり、国際化推進プランに関する自己点検

⇒学内の国際化の状況を本部で包括的に把握することが可能となった

【広島大学】目標等の見直しに並行した国際プログラムの評価と改善
海外の有識者からアドバイス、関連部署へ調査実施

国際戦略検討WG→国際戦略本部委員会国際戦略検討 →国際戦略本部委員会

建学の精神・理念５原則を基盤とし、４つの柱の元、６つの戦略、詳細な行動計画

行動計画は中期目標・計画に対応し、行動計画の進捗は目標管理シートで点検

⇒実効性のある戦略 達成可能な戦略 困難な政略などの峻別が可能⇒実効性のある戦略、達成可能な戦略、困難な政略などの峻別が可能

国際関係の具体的な数値目標を策定し、学内の国際化推進状況
成果

国際関係の具体的な数値目標を策定し、学内の国際化推進状況
を国際戦略本部で包括的に把握・評価し、その結果を元に改善。
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【九州大学】

３．外部資金の獲得

【九州大学】
分野横断的な国際開発協力の体制整備づくり

国際交流推進室が調整窓口となることで教員の負担軽減

国際開発協力活動に取り組む教員データベースを構築

⇒組織的なODAの資金や財団の支援を獲得

【長崎大学】ベトナム感染症ネ トワ クプ ジ クト【長崎大学】ベトナム感染症ネットワークプロジェクト

戦略本部が、海外研究協力機関と共同で事業計画書を作成し相手国政府に承認され
るまで調整するなど中心的な役割を果たす

研究活動が軌道に乗ると、熱帯医学研究所に所属を移す

⇒拠点規則の制定や危機管理体制の強化

成果

戦略本部が外部資金獲得の一元窓口となったり、他部署と連携を
進め、申請書や学内規定を国際基準まで整備。 組織的な対応に成果
よって、国内の公的競争的資金に加えて、民間資金、海外のファ
ンド、寄付等の支援を獲得し、財源の多様化を達成。

Ⅳ 本事業の１０の成果

【東京工業大学】

４．国際的な大学間連携の強化

【東京工業大学】
TAISTプログラム形成時に海外拠点を活用し交渉・協議

学内で業務分担学内で業務分担

⇒多数の教員の海外での講義や国際基準の教育が可能に

【東京外国語大学】【東京外国語大学】
アジア・アフリカ研究分野に特化したコンソーシアム

国際学術戦略本部が中心となってコンソーシアムを形成

⇒新たな国際的共同研究プロジェクト誕生、若手研究者交流進展

成果
各大学の個性・特色にあった性質のコンソーシアムを活用し、他
大学との協業事業が増え、教育、研究の機会が拓かれることに学 協業事業 増 、教育、研究 機会 拓
よって、大学自体の世界的プレゼンスが向上。



Ⅳ 本事業の１０の成果

【北海道大学】

５．個別テーマを中核とした国際展開

【北海道大学】
プロジェクト・プランナーが学内行脚をして研究情報や国際交流のニーズを把握し、国際
動向や資金情報を提供。教員と職員をつなぐ。

大規模総合大学に相応しい学際的な分野で 研究実績も有していた「持続可能な開大規模総合大学に相応しい学際的な分野で、研究実績も有していた「持続可能な開
発」というテーマを設定

サステナビリティーウィークを実施し、国際シンポジウム開催のノウハウを全学に還元

⇒協定大学とのつながり強化、広報活動の展開により大学の認知度も向上

【新潟大学】
国際学術サポ トオフィスが研究現場に出向いて「御用聞き」国際学術サポートオフィスが研究現場に出向いて「御用聞き」

「総合大学の特性を活かした分野横断型」の研究を推進し、「社会貢献」および「環日本海
地域」の教育研究拠点となるという全学的目標に従い、GISの応用研究を重点的パイロット
プ ジ クトとして採択プロジェクトとして採択。

⇒大学の国際戦略に沿った特定のプログラムを新設し、新組織の立ち上げに成功

成果
大学の特性にあったテーマの下、個別の研究テーマを垂直に
国際展開することで学内での水平展開と相乗効果を達成。

Ⅳ 本事業の１０の成果

【一橋大学】

６．大学職員の養成、確保（SD）
【 橋大学】

インターンシップを取り入れた実践的海外職員研修の実施

東京工業大学と合同派遣すると、一層効果的で費用軽減

⇒研修報告会での発表が他の教職員を啓発 人事部門からも評価を得る⇒研修報告会での発表が他の教職員を啓発、人事部門からも評価を得る

【京都大学】

国内外の大学の国際交流の実務担当者が共通の課題について意見交換するワークショップ
を開催 相 交流が 化 海外職員 積極的な姿勢 学ぶ と 意識改革が られたを開催 ⇒相互交流が深化し、海外職員の積極的な姿勢に学ぶことで意識改革が図られた

【神戸大学】

外部から高度な専門性を備えた人材を採用外部 高度な専門性を備 材を採用

内部職員にもOJTが続けられるような環境整備

⇒国際化に係る専門性を有する職員の必要性等が学内に普及

⇒職員研修の拡充や新たな専門職ポストの設置計画につながる⇒職員研修の拡充や新たな専門職ポストの設置計画につながる

⇒大学独自の採用試験導入により外部人材を内部人材化することに成功

職員が高度な能力を有したプロフェッショナルへと成長できるような研
成果

職員が高度な能力を有したプロフェッショナルへと成長できるような研
修の機会を提供すると共に、キャリアパスの整備が進展。学内での国
際化に対する意識も啓発。



Ⅳ 本事業の１０の成果

【早稲田大学】

７．外国人研究者の受入環境の改善

【早稲 大学】
研究推進部が優先度の高い競争的資金情報を英訳

国際課が外国人研究者と家族の親睦会を開催

サ クルが日英併記のレストラン等生活情報を提供サークルが日英併記のレストラン等生活情報を提供

⇒大学側への要望や喫緊の課題が明らかとなる

【会津大学】【会津大学】
国際戦略本部員が部局横断的に公募広告（英語記事）の作成を支援

学内会議の同時通訳の実施と資料・表示のバイリンガル化

外国人教員等相談員による問い合わせ窓口の一本化

⇒国際化の教訓集をHPで公開、外国人教員が安心して活躍

成果

学内の別組織や地域コミュニティーと有機的な業務分担を行いつつ、
戦略本部は汎用性や優先順位の高いインフラ分野を担当。受入教

負担も軽減 究者が定着 教 数 確
成果

員の負担も軽減され、外国人研究者が定着し、外国人教員数の確
保に寄与。

Ⅳ 本事業の１０の成果

【東京大学】

８．若手研究者の海外研鑽機会の拡大

【東京大学】
能動的に情報を収集・発信でき、国際的な日本研究のリーダーとなる人材を持続的に養成
するために、東大－イエール・イニシアティブを設置

⇒シンポジウムの運営に携わり文献資料調査や研究者交流も進む⇒シンポジウムの運営に携わり文献資料調査や研究者交流も進む

【東北大学】【東北大学】
ダブル・ディグリー・プログラム設立のため、ワーキンググループを設置

関係部局教員と職員が海外で協議、相手国の教育制度を調査

提携教育機関と調整し、国際交流部と連携して広報、選考、受入・派遣業務を行う

派遣数を伸ばすため、ウェブサイトやオリエンテーションでプログラム説明を実施

⇒波及効果として、他研究科がダブルディグリー・プログラムを立ち上げる際の支援が可能に⇒波及効果として、他研究科がダブルディグリ プログラムを立ち上げる際の支援が可能に

成果
プログラム構築のための活動資金を確保し、帰国後の処遇を改善する
ことで 若手に海外に出るインセンティブを付与 モビリティ を高めるこ成果 ことで、若手に海外に出るインセンティブを付与。モビリティーを高めるこ
とで、論文の生産性が高まり、海外との共同研究の増加を期待。



Ⅳ 本事業の１０の成果

【鳥取大学】

９．海外拠点の整備、活用

【鳥取大学】
メキシコにある学術交流拠点機関内に海外拠点を設置し、管理経費ゼロで運営

この拠点で学生実践教育プログラムを実施、職員も現地で業務支援

信頼関係の確立により 新規事業の立ち上げに なが た⇒信頼関係の確立により、新規事業の立ち上げにつながった

【慶應義塾大学】
JSPSロンドンセンター内に慶應義塾大学ロンドンオフィスを開設JSPSロンドンセンター内に慶應義塾大学ロンドンオフィスを開設

⇒広報、情報収集、危機管理対応、留学生獲得、同窓会との連携が強化

【東海大学】【東海大学】
賃貸事務所や、協定校内に互恵の条件で独自拠点を設置

⇒海外での研究展示会への参加、現地ネットワークの構築を達成

成果

戦略的な地域に海外拠点を設置し、内外の大学との持続的な人的
ネットワーク（固い絆）を強化。海外の有名大学等と提携することにより成果 ネットワ ク（固い絆）を強化。海外の有名大学等と提携することにより、
所属大学自身も同様の国際的なステータスを得、研究教育に資するこ
とが可能。また職員の国際業務能力向上も期待。

Ⅳ 本事業の１０の成果

【JSPS】

１０．多様な国際化の事例の蓄積

【JSPS】

採択機関の上記取組の中から好事例を抽出・蓄積し、
日本の大学等機関に幅広く普及日本の大学等機関に幅広く普及

中間報告書 「大学の優れた国際展開モデルについて」公表

大学の国際化に関するシンポジウムを共催大学の国際化に関するシンポジウムを共催

最終報告書「グローバル社会における

大学 国際展開に 近 公開大学の国際展開について」近日公開

採択機関間の情報交換会

これら大学の国際化に役立つ情報は

ウェブサイトを通じて発信中！

http://www.jsps.go.jp/j‐bilat/u‐kokusen/index.html



Ⅴ 大学国際化のための１０の提言

提言１：学長等のリーダーシップが発揮できる国際化のための組織体制の整備

国際化のためには、学長や副学長のリーダーシップが発揮できる組織体制の
整備とともに、目的や目標が教職員の間で共有されることが必要。

提言２：国際化推進のための具体的な目標、階層的な計画、評価体制の整備

国際戦略には、階層化され具体的な行動計画が含まれることが必要。行動計
画とともに国際戦略そのものを定期的に見直すことが必要。

提言３：国際化のための組織的な外部資金の調達提言３：国際化のための組織的な外部資金の調達

国際化関連資金は、民間資金、海外の資金、寄付、事業収入など財源の多様
化を行い、これらの外部資金獲得のための組織を整備することが必要。

提言４：大学間交流協定の実質化と大学間コンソーシアム活用のための財源と
人材の確保人材の確保

大学間交流協定を検証し、実質化するとともに、近年増えているコンソーシア
ムの有機的活用のためには安定した財政基盤と人材確保が必要。

Ⅴ 大学国際化のための１０の提言

提言５：個別の教育研究テーマを軸とした全学的な国際化の推進

国際的に競争力のある分野であり、かつ、大学が重点的に推進している教育
研究分野を中心とした国際化の戦略的推進を図ることが有効。

提言６：国際業務担当職員の強化とキャリアパスの構築

国際化のために必要とされる人物像を明確にし、キャリアパスを整備すること
が必要。また、国際業務を大学の教育研究活動の中核に位置づけて教職員の
採用昇任等に際して適切に評価することが肝要。

提言７：外国人研究者等支援のための学内組織体制の確立

国内外と差をつけない国際公募の実施、外国人研究者・教員の研究・生活支
援の充実、学内の多言語化など各種受入活動と組織内改革が必要



Ⅴ 大学国際化のための１０の提言

提言８：若手研究者の国際研鑽機会の拡大と帰国後の受入体制の整備

海外研鑽を積んだ経験を評価し、人事や処遇面に反映させることが必要。ま
た、若手研究者の海外研鑽を支援するプログラムの充実を図ることが必要。

提言９：海外拠点の運営におけるPDCAサイクルの徹底

海外拠点整備にあたっては、設置する地域や海外拠点の機能に応じた設置形
態を選択する。また、運営に当たってはＰＤＣＡサイクルを徹底する。

提言１０：大学間ネットワークの下で行う国際化の継続的推進提言１０：大学間ネットワークの下で行う国際化の継続的推進

個々の機関の取組に加え、国際化に関する大学同士のネットワークを構築し、
政府 地方公共団体 学術振興機関との連携の下で 大学国際化のための取政府、地方公共団体、学術振興機関との連携の下で、大学国際化のための取
組を継続的に実施することが必要。


