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第４章 採択機関における大学国際化のための手法 

 

第３節 外部資金の獲得 

 

（１）はじめに～競争と競合の時代と資源確保～ 

高等教育機関における国際的戦略が策定されるプロセスにおいて、その国際戦

略を実行するための資源、とくに資金をどのように確保することができるか、が

大きな課題となっている。国際プログラムの主要な財源として考えられるものを

列挙すると以下のようになる。 

� 学内予算によって措置される資金 

� 政府ならびに公的機関からの補助金（基本的に申請ベースだが競争的要素

が少ないもの） 

� 政府ならびに公的機関による競争資金（申請内容によって採択・非採択が

決まるもの） 

� 民間財団などからの助成金（申請ベース） 

� 企業および個人からの寄付 

� 収入を前提として実施されるプログラムによって得られる資金（代表的な

例として、語学教育や海外研修など、参加費など受益者負担によって収入

が得られるもの） 

海外の大学において、外部資金の受入れはどのように運用されているだろうか。

たとえば、米国と欧州の高等教育機関においては、外部資金の受入れ傾向が大き

く異なる。米国主要大学においては科学技術にかかわる研究費のうち、連邦政府

や公的機関の助成額は 7 割から 8 割を占めているのに比べ1、国際教育に関する政

府の関与が限られていることが知られている。しかし、その一方で高等教育機関

が独自に資金を確保するための取組が発達しているおり、Title XIE などの政府資

金2、民間財団などを通じた助成金などの獲得をめざして申請業務の専門家（Grant 

Writer）も多く存在する。欧州においては、政府機関や公的機関の関与が高いこと

（2003 年に実施された調査で、欧州 27 か国の平均で、高等教育機関の収入の

79.9％が公的資金によるものであることが確認されている3）を反映して、個々の

大学においては EU や自国政府の資金を得るための取組を強めている。EU 資金を

複数の大学で共同申請するなど、大学間の連携が発達しているところに特徴があ

る。国際プログラムの資金調達につき、各国の取組を比較検証していくことは、

日本の高等教育機関の国際戦略を具体化するうえで重要な指針を与えるものと考

えられるので、引き続き、比較分析をおこなうことが意義があると考える。 

                                                  

1 National Science Foundation, Federal S&E Support to Universities, Colleges, and NPOs、

http://www.nsf.gov/statistics/fedsupport/ 
2 米国高等教育における国際化戦略と評価、第 2 章「国際化戦略における米国連邦政府

の役割」、P18 (芦沢、長澤、野田） 

3 Higher Education Governance in Europe, Chapter 3: Direct Public Funding of Higher 

Education Institutions, P47 
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日本の場合においては政府の関与が極めて高く、個々の大学の国際戦略を策定

する環境作りのために、政府が財政支援をするという大学国際戦略本部事業その

ものも、諸外国に比べて極めてユニークな取組といえるだろう。政策的な観点か

ら「国際化」「グローバル化」に対応した外部資金が増えており、これに対応して

高等教育機関も競争資金の獲得件数が急増していることが、今回の調査でも明ら

かになった。 

このような外部資金の獲得にあたり、大学国際戦略本部強化事業がどのような

インパクトを与えているか、について考察してみたい。 
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（２）採択機関による取組 

九州大学： 

 

（ⅰ）背景・問題意識  

九州大学は、法人化を機に 2004年に

提唱した「九州大学 4＋2＋4 アクショ

ンプラン」において「国際貢献」を大

学の中心的な活動の一つとして位置づ

け、また、将来構想の柱として「アジ

ア指向」を九州大学の国際戦略の基軸

として謳っている。この行動指針に基

づき、国際開発協力を積極的に推進す

ることとなった（図 4-3-1参照）。 

また、中期目標及び中期計画におい

ても、開発途上国支援のために国際協  図 4-3-1 九州大学 4＋2＋4 アクションプラン 

力機構（JICA）等からのプロジェクト受注を目指す旨明記するなど、国際開発協

力（ODA プロジェクト等）を積極的に推進している。 

それらの活動を可能としたのは、従来、個々の研究者が個別に実施していた国

際開発協力活動を国際戦略本部として位置付けられた国際交流推進室が組織とし

て一元的に対応することで、JICA 等援助機関との組織的な連携が生まれたことに

ほかならない。 

 

（ⅱ）取組 

九州大学は、2005年に、国際協力銀行（JBIC）（現在は統合され、国際協力機構

（JICA）となった）と包括連携協定を締結し、2006年には、JICA九州国際センタ

ーとの連携協力に関する覚書を締結した。国際交流推進室は、各援助機関との連

絡窓口として、覚え書きの内容に関する学内調整、各援助機関との連絡調整を行

った。その他、他大学の締結状況や覚え書きの内容に関する調査、調印式の方法

に関する調整等も行った。 

 また、学内には、分野横断的な国際開発協力の体制整備づくりとして、複数分

野の教員をメンバーとする「国際開発協力推進ワーキング・グループ」を設置し

た。 

 これにより、対外的にも学内からも、国際交流推進室が国際開発協力の窓口で

あることが明確化され、学内外との調整機能を果たし、学内のコンサルティング

機能を持つようになったことにより、国際開発協力に関心を持つ教員も増加して

いる。従来であれば、教員が国際開発協力関係の取組に対し JICA 等の支援を希望

する場合、大学内に相談窓口がないため、教員自らが JICA 等へ直接交渉していた

が、国際交流推進室が学内の要望をとりまとめることにより、組織として、効率

的かつ継続的に JICA 等へ相談可能な体制が構築された。その結果、国際開発協力

に取り組む教員の負担は軽減された。 

九州大学４＋２＋４アクションプラン

活動・変革 将来構想 学内支援・評価

○研究

○教育

○社会貢献

○国際貢献

○新創造科学へ

○アジア指向

の展開

○予算措置

○施設・ｽﾍﾟｰｽ整備

○研究者・教員支援

○研究・教育時間の

確保

研究・教育組織の改組・変革

社会国際貢献の進展・拡大
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 現在、国際交流推進室における国際開発協力事業は、事務職員 2名のほか、JICA

からの出向による特任教授により支援体制を構築している。具体的な支援内容は、

プロジェクト申請前に行うプロジェクトのコンテンツ作り、申請書作成の補助、

JICA との意見交換を通じた情報収集等、採択後は、予算執行、精算に係る事務手

続き、プロジェクトにより九州大学を訪問する海外からの教員等の受け入れに関

するアレンジなどを実施している。 

組織的な取組み前の体制

国内援助機関（JICA、JBIC）

～ 援助機関（組織）対 九大教員（個人） ～

教員A 教員B 教員C 教員D 教員E

（九州大学）

 

国際交流推進室

国際開発協力WG

現在の援助機関との連携体制
～ 援助機関（組織）対 九州大学（組織）～

国内援助機関（JICA等）

教員A 教員B 教員C 教員D 教員E

（
九
州
大
学
）

 

図 4-3-2 組織的な取組み前の体制   図 4-3-3 現在の援助機関との連携体制 

 

JICA九州国際センターとの定期協議会（年 2 回程度） 

JBIC（現 JICA）との定期協議会（年 1～2 回程度） 

ODA の資金獲得のためには、援助機関との情報交換が特に重要であるとの認識

から、九州大学では、前述の援助機関との定期協議会を実施している。同協議会

では、JICA が開発途上国において実施しているプロジェクトへの九州大学の参画

の可能性や九州大学側が持つ途上国支援のシーズに対する JICA側の見解やニーズ

など、今後の連携に関する具体的な意見交換を行っている。 

 

JBIC（現 JICA）からの出向職員の受入れ 

2008 年 1 月から 2010 年 3 月までの間、JBIC からの出向職員を国際交流推進室

の学術研究員（特任教授）として受け入れており、主に、途上国開発に係る調査・

研究プロジェクトの立案・実施、九州大学教員が実施する途上国開発に係る調査・

研究プロジェクトのサポート等に取り組んだ。 

 

九州大学の国際協力活動に取り組む教員データベースの整備 

 国際交流推進室では、2009 年に、国際開発協力の実績を持つ教員を Web上で検

索できるデータベースを構築した。 

(http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/intlweb/coopact/search.php)。 

 このデータベースにより、学内外からの教員の検索を容易にし、学際的なプロ

ジェクトの企画、学外からの協力依頼など、各分野での協力・研究の推進を図る

ため、今後もデータベースを更新・充実していくこととしている。 
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苦労した点 

 国際交流推進室が学内外との調整を行っているが、実務面では、同室に所属す

る事務職員がその役割を果たしており、高い調整能力と実務経験が必要となる。 

 以下、相当の労力を要する作業を例示する。 

○プロジェクト開始段階において 

コンサルティング会社、各部局教員、国際交流推進室、事務局各課、各部局

事務部の業務分担に関する調整 

 プロジェクトのコンテンツに係る支援は、国際交流推進室のみが担当するため、

問題は少ないが、プロジェクト採択後に係る予算執行等の事務処理の面では、中

心となる教員が所属する部局事務、各教員、国際交流推進室、事務局各課、コン

サルティング会社等との業務分担に関する調整が必要となる。 

 国際開発協力のプロジェクトに関する（主に会計面、人事面の）事務処理は、

ルーチン的な業務ではなく、プロジェクト期間に対してのみ発生する業務である

ため、事務処理を行う部局等においては、付加業務による業務負担増という見方

が強い（国際交流推進室は事業を推進するが、実施段階において、会計面、人事

面の事務処理は、それぞれの担当部署に頼らざるを得ない）。その中にあって、各

種業務を最適と思われる部署に依頼する「調整役」は国際交流推進室が担ってお

り、その調整に相当の労力を要している。（国際開発協力の推進体制は構築してい

るが、受け入れ事務体制が追いついていない状態であると言える。） 

 ○プロジェクト実施段階において 

資金執行、決算等に関し、援助機関と国立大学法人双方のルール（規則、資

金執行に関する慣習等の違い）の擦り合わせ 

 例えば、人件費として配分された予算の使途などは、頻繁に取り上げられるテ

ーマであるが、それぞれに汎用性があるとは言い難い。経験は蓄積していった上

で、プロジェクト毎に援助機関等と意思疎通を図る作業は今後も必要であると思

われる。 

 ○報告書作成段階において 

  報告書等作成に必要となる実績や資料の収集・分析、報告書執筆の際の教員

をはじめとする関係者との調整作業 

 

（ⅲ）成果 

国際開発協力活動に関し、国際交流推進室が組織として一元的に対応を開始した

2004 年以降、ODA の資金を獲得した事例は表 4-3-1 のとおりである（9 件、約 3

億 8千万円）。 
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表 4-3-1 九州大学が 2004 年度以降に ODA の資金を獲得した事例 

 

 また、2009 年度から（約 10 年間の予定）、エジプト・日本科学技術大学（E-JUST）

設立のためのプロジェクトに、国内支援大学（12 大学）の総括幹事大学として参

画し、JICA と業務委託契約（年間約 2,200万円）を結ぶ予定である。 

 同様に、政府の二国間パートナーシップに基づく海外の大学の設立に対する協

力として、マレーシア日本国際工科大学、インド工科大学ハイデラバード校設立

プロジェクトに参画している。    

 その他、ODA の資金のほか、（財）東芝国際交流財団から 2005 年度から 2009

年度に約 900 万円の支援を受けて、東ティモール国立大学の教員を対象とした研

修プログラムを実施しているが、本事業は、国際交流推進室のマネージメントに

より、農学研究院、言語文化研究院等と協同し実施している。 

 以上のように、大学の国際開発協力活動に関し、国際戦略本部として位置付け

られた国際交流推進室が一元的に対応する体制を構築したことにより、組織的な

ODA の資金獲得がなされ、世界的研究拠点としての九州大学の国際化に大きく寄

与した。 

 

 

長崎大学：外部資金の獲得及び活用による国際的研究活動の推進 

 

ベトナム感染症ネットワークプロジェクト 

（ⅰ）背景・問題意識 

長崎大学は国立国際医療センターと連携しながらベトナムに海外研究拠点を置

き、アジア地域の感染症の臨床・疫学研究を推進すると共に、国内においても熱

帯医学研究所を臨床・疫学研究の国内拠点としたネットワーク事業を推進してい

る。本ベトナム海外研究拠点プロジェクトは 2005年度から開始された文部科学省

の「新興・再興感染症研究拠点形成プログラム」事業の柱として設立され、5ヶ年、
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予算総額 23億円の事業として運営されてきた。 

近年の国民の安心・安全を脅かす事態となっている新興・再興感染症の世界的

流行をコントロールするためには、国内外の監視体制を整備すると共に、基礎か

ら臨床、疫学、公衆衛生、予防医学にわたる幅広い研究ネットワークを構築する

ことが必要である。このような認識に基づき、理化学研究所に設置された感染症

研究ネットワーク支援センターを核とし、感染症対策を支える基礎研究を実施し

ている国内の有力大学が連携した感染症研究を、海外の研究拠点を活かして集中

的・継続的に国際的展開することを目的として、文部科学省の委託事業による本

事業が採択された。 

 

（ⅱ）取組 

プロジェクト立ち上げ期（2005年 8月末から 2006年 3月）には、ベトナムの研

究協力機関である NIHE（ National Institute for Hygiene & Epidemiology）と

Memorandum of Understanding(MoU)、Project Document (PD：事業計画書)作成のた

めの情報収集、協議を重ね、3 月中旬に PD が承認され、同月 17 日ハノイ NIHE

においてベトナム政府関係者、在ベトナム日本大使館、JICA、NIHE及び長崎大学

関係者の出席を得てプロジェクト開所式を実施した。プロジェクト実施許可を得

るために行うベトナム政府への PD の申請、承認のプロセスは複雑である。両機関

の研究者によって共同で作成された PD は、NIHE よりベトナム保健省へ提出され、

保健省内の 4 部局、Ministry of Planning & Investment(計画投資省)、Government 

Office(首相府)などの担当省庁において検討、コメントが返され、それを受け数回

の修正を行った。公式には最終的な PD承認後に資機材に関する輸入許可証（免税）

が財務省より発行されるというプロセスである。戦略本部は、これまでに関わっ

てきた他の海外拠点立ち上げ活動や海外研究協力機関と MoU を締結した経験を活

かして、関係者との協議、調整、公式文書の素案作成などに中心的役割を果たし

た。 

長崎大学は、拠点プロジェクト採択以前から、NIHE と約 20 年にわたり研究協

力関係を築いてきた。1985年以来、長崎大学熱帯医学研究所ウイルス部門が WHO

のプロジェクトに参画する形で日本脳炎やデング熱の学術的、技術的支援を行っ

てきた。さらに、2000 年からは、日本学術振興会の拠点大学交流事業として長崎

大学と NIHE は共同研究を展開してきた。2001 年 6 月にはこの日本学術振興会の

拠点大学事業を支援するために、二機関の間で学術交流協定が締結された。この

ような実績を踏まえて、当拠点形成プロジェクトが開始されたが、準備には様々

な問題が立ちはだかった。 

問題は 3 つに大別できる。まず、当プロジェクトのような大型予算で且つ活動

の大半を海外で実施するプロジェクトを日本側もベトナム協力機関も今までほと

んど経験しておらず、準備のプロセスに精通していなかった点である。そのため、

事業開始までに双方とも手探りの状態で様々な準備を行うこととなった。特に、

プロジェクト活動開始に必要な PD のベトナム政府による承認を得るためには煩

雑な手続きを要するため、大学は NIHE、文部科学省、支援センターとの連携の下、
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在ベトナム日本大使館、在日ベトナム大使館などから情報提供などの協力を得な

がら、ベトナム政府関連省庁に対する働きかけに多大な時間を割いた。2 点目は、

当プロジェクトは多額の資機材をベトナムに搬送･設置し、大学研究者や職員が現

地に駐在して活動する必要があるにもかかわらず、外務省が行う ODA 事業や国際

機関の援助事業と異なり、資機材にかかる関税や赴任者の所得税免除などを自動

的に保証する国際協定等に庇護されていないことである。3 点目は、初年度の時間

的制約である。当委託事業の文部科学省との正式契約が 2005年度 9月であったが、

日本の単年度予算執行に合わせて、2007 年度の予算で計画されている資機材の購

入、(免税での)輸出、設置などを約半年で実施しなければならなかった。短期間

に資機材をベトナムに持ち込むにも、ベトナム政府の PD承認、資機材への免税許

可が必要であるが、これらが既述のようになかなか進捗しないため、資機材の輸

出、設置も年度末ぎりぎりにまでずれ込んだ。 

 

（ⅲ）成果 

 ベトナム海外拠点プロジェクトは、初年度は特に拠点基盤整備のために国際連

携研究戦略本部が中心となって精力的に活動を行った。プロジェクト本体を遂行

する研究者を、研究環境を整え研究活動が軌道に乗るまで戦略本部に所属させ、

その後研究本体が活動の中心となりだした後は、長崎大学熱帯医学研究所に所属

を移した。 

今回ベトナム研究拠点を設置する以前は、大学内では、海外を拠点とする大型

研究プロジェクトの展開を可能とする体制が整備されておらず、様々な問題に直

面した。このような諸問題に対処するための「海外研究拠点」基盤整備、運営支

援の仕組み作りを戦略本部が中心となって行ったが、その過程自体が、大学の内

なる国際化という観点から最大の成果であったといえる。 

 具体的には、2005年 12月に「長崎大学教育研究プロジェクト拠点規則」を制定

して、必要な諸手当（在勤手当、その他）を含む赴任制度を設置、充実化を図る

ことで優秀な研究者やプロジェクト調整員をリクルートできる環境を整備した。

また、2005年 11 月に制定された「長崎大学における危機管理体制に関する要項」

を受けて、国際連携研究戦略本部においても「国際連携研究戦略本部危機管理体

制（緊急連絡体制）」を作成し、緊急事態に際する対応体制の強化を図るとともに、

大学職員の海外出張・赴任に伴う「危機管理対応マニュアル」（全学版）を作成し

た。さらに、国際連携研究戦略本部では、国際業務を大学システムの中でスムー

ズに実施運営していくためには、教員と事務の業務面での融合が必要であるとい

う理念から、国際協力業務や民間（国際機関、企業など）の経験があり英語で業

務遂行ができる人材を教員及び事務職員双方のラインでリクルートし、マンパワ

ーの強化を行っている。また、ベトナムプロジェクトの立ち上げの経験を今後他

の海外拠点プロジェクトに活かしていくために、活動の流れを「ベトナムプロジ

ェクト・マニュアル」として纏めた。これは、長崎大学が新たに設置した国際放

射線拠点（ベラルーシ）設置の際参考資料として活用された。 

 今後の課題としては、大学内と外部（政府）レベルで取り組むべき課題がそれ

- 114 -



第４章 採択機関における大学国際化のための手法 

第３節 外部資金の獲得 

 

ぞれ明らかになった。 

 大学内においては、前述したように、現在大型資金による海外連携研究プロジ

ェクト実施に際して優秀な人材（特にプロジェクト調整員など）をリクルートす

るために、単に専門分野の業績だけではなく、海外におけるプロジェクト運営経

験や語学など能力を考慮するため、戦略本部採用とする場合が多い。その後プロ

ジェクトが軌道にのり研究が主体となると各部局（ベトナムプロジェクトの場合

は熱帯医学研究所）が主体となり、プロジェクト雇用の研究者や調整員も所属を

異動する。プロジェクト期間終了後のそれぞれのキャリア・パスに関しては現在

のところきちんとした全体計画はなく、類似プロジェクトの獲得如何に関わると

いう不安定なものである。 

外部の課題としては、申請手続きの煩雑さと組織内での経験の蓄積化が困難で

あるという点が挙げられる。「新興・再興感染症研究拠点形成プログラム」におけ

るプロジェクト獲得のための申請にあたっては、責任機関である長崎大学、連携

する国立国際医療センター、そのほか全国の研究機関、合計 17 機関、59名の研究

者からなる研究計画書の取り纏めやこれまで経験したことのない海外拠点形成に

必要な経費の積算など、膨大な労力と時間を要する作業であった。政府関連（各

省庁、JICA、JST 等）の公募型プロジェクトへ申請に関しては、各機関毎に異な

る申請方法や書類様式を採用しているため、応募の度に同様の苦労を繰り返すこ

ととなる。政府関連の類似する公募型プロジェクトにおける制度（申請方法、様

式等）が統一されれば、より効率的な作業が可能となる。これに関してはぜひ政

府関連機関で議論、改善していただくことを希望する。 

また、上記の様々な問題は、外務省管轄下の ODA 事業に関しては国際協定によ

って資機材の免税や赴任者の所得税の免除などが保証されているのとは違い、文

部科学省下（国立大学法人）の海外事業には同様の特権が付与されていないこと

が根本的な問題である。省庁間でこの課題に関して調整をし、文部科学省下の海

外事業に対しても ODA と同様の保証が与えられることが、スムーズな海外連携研

究遂行に必須である。 

 

JICA集団研修 

（ⅰ）背景・問題意識 

 開発途上国の保健行政官に長崎県の人材や制度を活用して日本の保健システム

をついて学び、それぞれの国で活用可能な短中期的計画を策定する能力を強化す

る目的とした JICA集団研修事業を長崎大学が受託した。2008 年度から 2010 年度

まで（3 年間）の事業で、2008 年度の委託資金は 361 万円である。 

 

（ⅱ）取組 

 本研修事業の内容は、国、県、市町村の行政システム、地域基幹病院、診療所

をといった医療システム、僻地離島への医療人材配置システムを学ぶために、関

連機関を訪問視察し、プログラム立案者や実施者から直接話を聞くことを柱とし

ている。同時に長崎大学の研究者から日本の公衆衛生、感染症対策、母子保健歴
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史について講義を受け理解を深めるよう配慮されている。研修先が多岐にわたっ

ており、離島など遠隔地を含むことから日程調整及び研修内容の調整に多くの時

間と労力を要した。 

 

（ⅲ）成果 

 成果は次の 4 点に要約できる。まず、長崎大学が調整役となって、長崎県内の

保健医療行政及びサービスに携わっている人材や地域住民との交流を行い、長崎

県の国際化に貢献した。長崎大学内に目を向けると、大学において僻地医療研究

を行っている研究者との連携が進んだこと、さらに国際健康開発研究科の教職員

や学生と接点を持ったことにより、大学の国際化の一端を担う事業となっている。

また、研修員との対話やレポートから、日本のシステムの開発途上国における活

用可能性について研究が大学内で進んでいる。このような事業の計画、実施を通

して大学内の教職員の国際事業に対する理解を深め、活動推進のためのノウハウ

を身につけるという点でも役にたっている。 

 

ケニア JICA草の根技術協力事業 

（ⅰ）背景・問題意識 

 長崎大学はケニアにおいても、ナイロビにある国立医学研究所を協力機関とし

て、感染症海外拠点を設置している。この研究プログラムの一環として西ケニア、

ニャンザ州スバ県において、平成 17 年度より「人口静態・動態システム」、つま

り地域に対する各種疾病の負荷を測定する仕組み（住民登録や疾病情報の収集シ

ステム）を構築することとした。 

 一方で、同地域は貧困、HIV/AIDS、マラリアやその他の感染症の問題が深刻で

ある。このような地域では、上記研究活動が長期的には住民の健康改善に貢献す

る目的を有するとはいえ、研究活動だけでは住民の理解も得られにくい。また、

地域において研究活動を実施する長崎大学研究者は、研究と住民の健康改善のた

めに対策プロジェクトを実施することを大学の取組の両輪として推進したいとい

う強い希望があり、本プロジェクトの実施に至った。当初計画では、2007 年から

3 年間で予算は 5000万円であった。 

 

（ⅱ）取組と成果 

 西ケニアにおける貧困層を対象とした保健医療サービス支援と保健医療状況の

改善を目指す人材育成事業が主な活動である。単に保健医療サービス提供に終わ

らず、住民参画によるマイクロ・クレジット事業も実施する。 

 JICA の草の根技術協力事業は実施団体が当該国において NGO 登録することが

義務づけられている。このプロセスはケニア側の事情により時間がかかり、且つ

2007 年末から 2008 年にかけての政治情勢悪化（大統領選挙に絡む混乱）により事

実上活動開始準備が 2 年間凍結していた。ようやく、2009 年に入り活動開始とな

り、今後の進捗が期待されている。 

 本事業は、長崎大学が現地地域住民の参画を得ながら健康増進活動を実施する
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ことで、両者の信頼関係を深め連携を強化するという意味で、長崎大学ケニア拠

点の研究活動へも大きく寄与している。 

 

 

東海大学：国際活動のための外部資金獲得 

 

（ⅰ）背景・問題意識 

昨今の受験生数の減少に伴い、東海大学でも一部の学科では定員割れという現

象が起こって来ている。授業料を大学財政の基盤としている東海大学にとっては、

財政的に厳しい状況にあると言わざるを得ない。そうした中、授業料以外の収入

と考えられる原資の一つに寄付がある。 

 アメリカの大学ではこうした資金調達が、大学財政の一翼を担っているが、我

が国においてはまだ十分な展開が見られている訳ではない。東海大学と同様な日

本の医学部を有する総合私立大学において、その収入に寄付の占める割合は、2006

年の平均で 4.0%となっているが、東海大学はわずかに 1.7%に留まっている。従っ

て、東海大学としては、今後この分野における資金調達には、更なる拡大の余地

があるものと考えている。 

 大学における国際活動は、一般的に支出が収入を上回る分野であり、東海大学

の場合でもその例外ではない。全体の学生数からの比率にすれば留学生数は相対

的に少数であることから、厳しい財政状況の中予算の削減が求められることは、

必定でもある。そのような状況の下、国際交流活動のための財源の確保が喫緊の

課題という認識を持っている。 

 東海大学は 30 年前に、創立者松前重義がドイツフンボルト財団に範をとり松前

国際友好財団を設立し、以来必ずしも東海大学に迎え入れる者に限定せず、多く

の若手の研究者を招へいしてきた。今までこの財団は、東海大学の国際活動に対

しての資金的支援を行う組織としての性格があまり強いものではなかったが、今

回の財団法人の制度改正に伴い、より東海大学との関連を深める方向で、議論を

行っているところである。 

 

（ⅱ）取組 

日本企業が欧米の大学に寄付講座や資金提供を行っている例に反して、欧米か

らの日本の大学への支援が目立ったものになっていないことから、東海大学とし

ては海外からの資金調達も視野に入れた形で、様々な取組を行ってきた。以下、

それらについて個別にその内容を紹介する。 

 

a. ルマン資金調達 

2008 年 6 月にフランス・ルマンで開催された 24時間耐久自動車レースに、大学

として初めて参加した。もともとは工学部のひとつの研究室が研究実践活動の一

環として出場を目指してきたが、ものづくり教育を大学として積極的に支援し、

学生が夢をかなえる充実感を体験できるよう、また、そのインパクトの強さから
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大学としても参加を全面的に後押しすることとなった。その際の資金は、大学の

教職員からの寄付や同窓会からの支援に加え関連企業からの資金提供によって賄

うことが出来た。しかしながら、継続的な資金調達には困難が伴い、2009 年の参

加費用が捻出出来ない状況に陥ったため、日本にも現地法人を有するある外国企

業との交渉に入り合意直前まで至ったが、2008 年秋以来の世界的な景気後退の影

響を受け、結果的に今年の資金提供は断念ということとなった。資金支援の依頼

に対して外国企業の場合決断は早かったが、意思疎通に不十分であったためか、

当方側は交渉が進展したと思ったとたん頓挫するという事態になり、日本企業の

ように決定までのプロセスは長いが、決定までに十分吟味されている点と相違を

感じ、外国企業との交渉には、専門の人材が必要なのではないかという感想をも

った。 

 

b. ブラジル日本学校教員養成支援 

日本に定住する約 30万人のブラジル人の子女の教育は、言葉の問題から日本義

務教育課程に行かず、それぞれの地域に設置された無許可のブラジル人学校に通

学しているケースが多く、その教育の質に問題が生じている。日本における外国

人子女の教育問題は、大学としての社会的責任として、見過ごすことのできない

問題のひとつと考えてきた。また、ブラジル人コミュニティとの連携を模索する

中で、このたび、ブラジル政府とマトグロッソ連邦大学の養成をうけ、この問題

を是正するため、ブラジル人学校の教員養成をマトグロッソ連邦大学の遠隔教育

を中心とし、東海大学が日本における本事業のパートナー機関として、東海大学

の経験を生かして日本語教材の開発提供をするとともに、日本側事務局を学内に

設置して全面的に協力する実際の支援を展開することになった。費用については、

ブラジル政府・ブラジル銀行によって賄われることになっているが、併せて開講

する日本語及び日本理解については、文部科学省・三井物産からの資金援助を受

けた。 

 

c. アジア原子力人財育成 

大学内には留学生を対象とする一般奨学金の他、同窓会による募金や、創立 50

周年を機に設けられた松前重義記念基金などにも国際関係に関係する資金が用意

されているが、これらも一般的な奨学金としての性格の域に留まっている。現在、

東海大学では経済産業省・文部科学省による「アジア人財資金構想」により原子

力人材の育成プログラムを実施しているが、3 年先には自立化を求められている。

目下、それに備えて原子力の人材に対する奨学金などの財政的支援を行うという

特定目的の資金を、原子力産業から得るべくそのための取組を行っている。 

 

d. モンゴル非感染症削減プロジェクト 

米国政府が実施をしているミレニアム・チャレンジ・アカウント(MCA)から約 2

億 8 千万米ドルの無償援助がモンゴルの鉄道、医療及び教育分野に対して供与さ

れることとなった。その中で、モンゴルにおける医療分野におけるプロジェクト
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は、非感染症疾患及び交通事故障害の削減を目的として 5年間で 1700万ドルが支

給されることとなり、東海大学医学部国際医療協力センターを中心に一部工学部

の協力も得て、国際戦略本部の活動の一環として、本事業の採択に向け、現地日

本大使館との接触、申請に必要な国際会計基準に基づいた財務資料作成のための

手配とその支弁、説明会出席のための出張費の支弁などを行った。日本からは東

海大学だけが入札し、ヨーロッパ・アメリカから数機関が参加し、残念ながら東

海大学は落札することが出来なかった。その原因については調査をしているとこ

ろである。 

 

（ⅲ）成果 

これら国際活動の分野において、外部資金導入の実践から得られた成果として

は、以下のようなことが挙げられる。 

 

a. 国際会計基準による大学会計報告書の作成 

米国 MCA 資金を申請する際に、申請書類として求められたことが大学の会計報

告書を国際会計基準で作成する、ということであるが、これは大学内の財務当局

も今まで経験をしていなかった作業である。今回はそれを専門に行うエージェン

トを利用して会計報告書を作成した。今後、海外の公的な資金を大学として獲得

しようとする際には、学内でもそうしたことに対応できる体制を整えるべきであ

るという認識を得たことが、この作業を行った際の成果と言えよう。現在鋭意体

制を構築中であるが、体制そのものよりもそれを担う人材不足は否めない。外部

からの人材登用が制度化され、期待するところである。 

 

b. 資金提供を受ける際のインセンティブ 

ルマンの経験から企業が研究成果としての見返りを期待しない形で、国際活動

に資金を提供することは多くないということが学びとれた。前述のブラジル人学

校の場合にも、三井物産からの資金援助を得たが、これは同社の社会貢献として

の性格のものであるとして、特段の利益を想定していない。海外の企業にまで、

資金提供を期待するのであれば、企業の戦略に合致する人材育成か、広告価値の

ようなインセンティブを用意する、具体的方法としては、例えば企業が大学の成

果物を広報として使用する際に、大学が広告収入として外部資金を受けられる仕

組みなど、戦略的に構築する必要があることを強く認識した。 

 

 

早稲田大学：外部資金の獲得による、研究の推進と国際化 

 

（ⅰ）背景・問題意識 

a. 早稲田大学の外部資金獲得支援体制 

早稲田大学の外部資金獲得支援体制は次のとおりである。外部資金の獲得にあたっ

ては、本部が所属する研究推進部が中心となり、公募情報を E メールやポータルサイ
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トを通じて迅速に学内に提供している。更に、各種研究資金・研究支援制度について

の制度概要や手続き、研究費使用にあたっての注意点等をまとめた、「研究助成ガイド

4」等により、申請支援を行っている。 

加えて、早稲田大学における地域研究機構は、学内外の地域研究を束ね、国際的地

域研究を活性化する目的を有しており、外部資金獲得に重要な役割を果たす。日米研

究機構、アジア研究機構、イスラーム研究機構は、シンポジウムの開催や研究プロジ

ェクトの立ち上げを数多く実施してきた。また、これらの活動を通じて、複数の外部

資金獲得に成功してきた。 

早稲田大学の外部資金獲得総額は 2007 年度実績で約 100 億円である。また、私立

大学としては国内最多のグローバル COE8 拠点を擁する。 

 

b. 日欧研究機構の設置 

2009 年 4 月 1 日、早稲田大学四番目の地域研究機構として、日欧研究機構が設置さ

れた。早稲田大学ではこれまで、欧州研究機関や欧州政府機関との関係強化を、長期

間に渡り展開してきた。現在、欧州において、28 ヶ国 171 機関と大学協定・箇所協定

を締結し、活発な学術交流や学生交流が行われている。また、1991 年よりヨーロッパ

センター（ボン）を、2005 年よりパリオフィスを設置し、欧州地域における早稲田大

学の教育・研究活動の支援を行っている。欧州地域を対象とする複数のプロジェクト

研究所も、活発な研究活動を行っている。また、2007 年 3 月より受入を開始した、ETP 

(Executive Training Program in Japan：主幹 欧州委員会）実施等の実績がある。 

このような実績を背景に、日欧研究機構は、早稲田大学の中長期計画を示した

「Waseda Next 125」（2008 年 5 月）において設置方針が明確化された。本機構の目的

は、地域研究の一層の促進をはかり、早稲田大学の国際的プレゼンス強化のために、

早稲田大学の学術的・人材的蓄積を生かした独創的な欧州統合研究、EU とその加盟

国、その他欧州諸国をも包摂する欧州関連研究を展開し、日本における EU･欧州地域

研究の世界的拠点を創出することにある。 

 

c. 日欧研究機構の外部資金獲得戦略 

日欧研究機構は、日欧の国際的研究の発展に資する目的のもと、学内の複数のプロ

ジェクト研究所と研究者、更に 2009 年 4 月 11 日より本格的に始動した欧州委員会

「EUIJ 早稲田」と連携し、相乗効果を生みながら精力的な日欧研究を展開する予定で

ある。外部資金獲得戦略としては、機構の運営を通じて「欧州研究の早稲田」のプレ

ゼンスを国内外で高めることと、分野の異なる欧州研究者が議論できる場の提供によ

り独創的な学際的プロジェクトを展開することにある。 

 

d. 欧州連合（EU）研究のための学術拠点「EUIJ 早稲田」 

EU Institute in Japan at Waseda University (「EUIJ 早稲田」)とは 

EU Institute in Japan（EUIJ）は、欧州委員会（EC）が資金を提供する、日本におけ

                                                  
4 「研究助成ガイド」http://www.waseda.jp/rps/fas/guide/index.html 
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る欧州連合（EU）研究のための学術拠点である。 

契約期間は、2008 年 12 月１日～2013 年 5 月 31 日（54 ヶ月間）で、資金総額は、

999.295 ユーロ(約１億 2,500 万円 *2008 年 11 月 28 日 TTS)である。主なミッション

は、1．学術研究・教育拠点の設立、2.アウトリーチ活動、3. EU 諸外国の大学・研

究機関との学術交流、4. 国内外 EU センターとのネットワーク強化、である。 

2009 年 4 月より本格的に活動を開始した EUIJ 早稲田は、国内 3 拠点目、単独の大

学が運営するものとしては全国初である。単独で運営するメリットとしては、意思決

定が比較的迅速に行える点、早稲田大学の独自性を全面に展開できる点が挙げられる。

デメリットとしては、一校の予算では事務スタッフの厚みを十分につけることが困難

な点が挙げられる。 

 

「EUIJ 早稲田」採択の経緯 

2008 年 8 月に、欧州連合駐日欧州委員会代表部宛に申請書を提出し、10 月に採択

通知を受領した。前述の欧州研究機関や欧州政府機関との密接な関係を背景として、

早稲田大学プロジェクト研究所のひとつである EU 研究所、国際部が EUIJ の申請書類

の準備と提出を行い、採択に至った。国際研究推進本部副本部長の福田耕治教授（政

治経済学術院）は、申請の中心となった EU 研究所所長である。 

 

（ⅱ）取組 

a. 外部資金獲得支援 

国際研究推進本部（以下本部）は、早稲田大学の先端的研究の国内外への広報と、

海外機関との連携促進を促進してきた。さらに、キャリア初期研究者向けの英語論文

講座を毎年開催し、海外のジャーナルへの投稿増加も促してきた。これらの活動は、

グローバル COE、国際産学官などの国際研究を視野に入れた外部資金の獲得の基盤強

化につながった。広報活動では、たとえば、学内の研究を国内外に発信する活動を通

じて、早稲田大学の先端的研究のプレゼンスを高めた。その例として、早稲田大学と

読売新聞が連携して運営している「ワセダオンライン」上で、2 つのウェブマガジン

（1.早稲田大学の研究者を紹介する「知の共創-研究者プロファイル-」、2.グローバル

COE や研究機構などプロジェクト型融合研究の成果と活動を紹介する「WASEDA 研

究特区-プロジェクト研究最前線-」）の提供や、研究情報ポータルサイト Research SEA

上での発信がある。さらに、複数の研究機構運営支援も行っている。 

 

b. 日欧研究機構の設置 

本部はこれまで、機構の運営を積極的に支援してきた。例えば、アジア研究機構や

先端科学・健康医療融合研究機構に対して、ホームページ制作支援、シンポジウム共

催を行っている。日欧研究機構の設立にあたっては、準備事務局の中心的機能を果た

し、2008 年 12 月より計 8 回にわたって行われた準備委員会、ワーキング・グループ

の準備作業を行った。準備段階では、早稲田大学の欧州研究者のリストアップ作業を

行い、機構立ち上げの核となる研究者の選定に必要な資料を提供した。また、日欧研

究機構事務局の什器調達、ネットワーク整備等により、円滑な設置を支援した。更に
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EUIJ 早稲田が行う定例会議への継続的な参加により、機構設立と EUIJ 早稲田設立の

動きを事務局側から連動させる役割を果たした。 

 

c. 苦労した点等 

研究者の日欧研究機構参加への動機づけ 

研究者が機構に参加するための動機づけが一つの焦点となった。最終的には、プロ

ジェクトベースの機構研究費の提供、他の分野の研究者との共同研究の可能性、研究

会を行う会場のインフラ提供等が、機構運営の核となる運営委員参加につながったと

考える。現在、全ての学術院から、計 26 名の研究者が機構運営委員に参加している。 

 

欧州関連の研究者データの収集 

研究者データの収集にあたっては、欧州の研究機関で一定期間研究した実績のある

研究者のデータに、早稲田大学の研究者データベース5で複数のキーワードで検索した

ものを加え、研究者約 500名を抽出した。データはアイウエオ順、専門分野別、対象

国で分類し、様々な角度から活用できるように工夫した。 

 

為替レート変動による外部資金獲得額の変動 

EUIJ の申請時に適用した為替レートに比して、採択時のレートが大幅に円高に振れ

たため、予算計画に大きなマイナス影響が生じた。為替レートの変動は、海外からの

外部資金獲得の際には、リスクとして考慮すべき点である。 

 

（ⅲ）成果  

a. 外部資金獲得への貢献 

本部は、学内への情報提供、学外への情報発信等活動を通じ、大学全体の国内外の

研究活動のプレゼンス向上に貢献している。これらの活動は、グローバル COE、国際

産学官などの国際研究を視野に入れた外部資金の獲得の基盤強化をもたらした。 

 

b. 学内連携の推進 

迅速かつ効果的な情報共有を大学組織内で推進するため、本部は、研究推進の獲得

支援を行う研究推進部と、早稲田大学の国際的な展開を担う国際課の橋渡し役として、

月一度の合同会議や日常的なイベントの共催を通じて、情報共有の促進に貢献した。 

 

c. 日欧研究機構の設置への貢献（設置日：2009 年 4 月 1 日） 

早稲田大学番目の地域研究機構となる、日欧研究機構の設置業務を、多岐に亘って

支援した。 

 

                                                  
5 「研究者データベース」https://www.wnp7.waseda.jp/Rdb/app/ip/ipi0201.html 
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（３）総合分析及び具体的提言 

今回の調査は、採択された 20 機関における外部資金の導入状況を中心に、大学

国際戦略本部強化事業が各大学等に与えたインパクトについて検証することを一

つの目的としている。以下の観点から各機関の外部資金獲得に向けた動きを分析

してみたい。 

� 国際戦略を具体化していくための外部資金を効果的に獲得できているか。 

� 国際化推進本部（採択機関における戦略本部に相当する部門）が外部資金獲

得のプロセスにおいて、どのような役割を担っているか。 

� 各大学において、どのような外部資金が国際化促進に最も役立っているとと

らえられているか。 

� 一般的に外部資金は一定に年限を定めた執行であるが、定められた期間に効

果的に資金を活用することにより、継続的に国際化を促進するための体制が

確立しているか。 

今回の調査では、外部資金を獲得件数および資金の金額について、過去のデータ

を中心にアンケートをおこなっている。まず、そのアンケート結果につき、いく

つか特徴的な傾向をまとめておきたい。 

 

表 4-3-2 国際化関連外部資金の伸び率（2005～2006 年, 2007～2008 年）単位％ 

採択機関 （17 機関） 非採択機関（20 機関）  

伸び率（件数） 伸び率（金額） 伸び率（件数） 伸び率（金額）

外部資金全体 14.7 24.4 37.5 8.5

国際化関連外部資金 43.9 221.6 22.3 202.9

 

表 4-3-2 は、今回の調査で回答を得た 191大学のうち、採択機関 17 機関（外部

資金データの一部が未回答の 3 機関を除く）と、非採択機関 20 機関（2007～2008

年において外部資金の総額が上位 20位以内の大学）における外部資金件数と金額

の伸びを比較したものである。2005～2006年に比べて、2007～2008 年の国際化関

連外部資金が大幅に増えていることが特徴的だが、これはグローバル COE、大学

教育の国際化推進（加速）プログラム、二国間交流事業、アジア人材資金構想な

ど、国際化にかかわる競争資金が増えていることを象徴している。この表で示さ

れるように、大学国際戦略本部強化事業の採択機関においては、国際化関連資金

の獲得状況の伸び率が件数、金額ともに、非採択機関を上回っていることがわか

る。 

 

表 4-3-3 国際化関連外部資金が外部資金総額に占める割合   単位％ 

 採択機関 （17 機関） 非採択機関（20 機関） 

2005～2006 年 2007～2008 年 2005～2006 年 2007～2008 年国際化資金 

（割合） 4.49 11.61 1.64 4.57
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次に表 4-3-3 を見てみよう。この表では、外部資金総額全体のうち、国際化関

連の資金が占める割合を表している。採択機関においては、2005～2006 年におい

て国際化関連資金の占める割合は 4.49％であったのに対し、2007～2008 年度では

11.61％と大きく比率をあげている。この変化を見ると、採択機関においては、2007

～2008 年度の 2 年間において、直前 2 年間に比べて、国際化に顕著に貢献しうる

と認識できるような外部資金がより多く獲得されていることが確認できる。これ

は非採択機関と比べても（それぞれ、1.64％ならびに 4.57％）、極めて高い比率と

なっている。このような顕著な変化が起こった背景には何があるだろうか。図

4-3-4および図 4-3-5は、各機関において外部資金を導入している理由を選択して

もらった結果（複数回答可）であるが、国際化に関連する「外部資金の申請機会

が増えていること」（採択機関の 75％が外部資金導入の理由としてあげている）や

「研究・教育内容が国際化している」（同 85％）などがあげられている。非常に注

目すべき点は、採択機関においては「外部資金獲得のための組織が整備されたか

ら」という回答が 50％に達し、非採択機関における 21％を大きく上回っている、

ということである。 

 

図 4-3-4 外部資金を導入する理由（採択 20 機関） 
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a 申請機会が増加しているから

b 研究・教育内容が国際化しているから

c 外部資金獲得のための組織体制が整備されたから

d 外部資金による国際化事業が奨励されているから

e 国際化の基本方針が明確になったから

f 外部資金獲得が業績として評価されるから

g 教育・研究予算が不足するから

h その他
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図 4-3-5 外部資金を導入する理由（非採択 172 機関） 

 この調査では、国際化関連外部資金（アンケートにおいては「国際化推進を主

旨とする外部資金」としているが、ここでは国際化関連外部資金という）につい

て、どの資金を国際化関連外部資金と分類するか、については各大学の裁量に任

されている。表 4-3-2 ならびに表 4-3-3 における国際化関連外部資金は、明確な

ガイドラインに基づいて定義づけられているものではない。したがって、この統

計をさらに分析するためには、個々の大学がどのような資金を国際化関連外部資

金として位置づけているか、を検証していく必要がある。 

そこで、各大学がどのような資金を「国際化に貢献度が高い」と考えているの

か、を調査してみたい。本アンケート調査において各大学は、「貢献度が高い」資

金を 3 つリストアップしている。採択 20 機関が挙げた外部資金の中で回答が多か

ったものを中心に表 4-3-4 に記載する。また、表 4-3-5 は、非採択機関 112 大学

がリストアップした資金の中で回答が多かったものを列挙したものである。 

表 4-3-4 国際化に貢献度の高い外部資金（採択 20 機関） 

資金名 回答件数

グローバル COE プログラム 13

大学国際戦略本部強化事業 13

科学技術振興調整費 4

大学教育の国際化推進プログラム・加速プログラム 

＜内訳＞海外先進研究実践支援（2 件）、戦略型国際連携支援（2 件）、国際共同・

連携支援・総合戦略型（2 件）、国際共同・連携支援・交流プログラム開発型（１件）

ほか 

10

大学院教育改革支援プログラム 2

アジア人財資金構想 2

EUIJ (EU Institute in Japan) 1

連携戦略展開事業(戦略展開プログラム） 1

（本アンケートでは 1 機関あたり 3 件の外部資金を回答しているが本表ではそ

のうちから主要な公的資金をあげている。） 

34%

55%

21%

30%

11%

28%

31%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

a 申請機会が増加しているから

b 研究・教育内容が国際化しているから

c 外部資金獲得のための組織体制が整備されたから

d 外部資金による国際化事業が奨励されているから

e 国際化の基本方針が明確になったから

f 外部資金獲得が業績として評価されるから

g 教育・研究予算が不足するから

h その他
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表 4-3-5 国際化に貢献度の高い外部資金（非採択 112 機関） 

資金名 回答件数

グローバル COE プログラム 15

21 世紀 COE プログラム 7

大学教育の国際化推進プログラム・加速プログラム 51

アジア人材資金構想 13

二国間交流事業（日本学術振興会） 24

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 

(日本学術振興会) 
4

アジア・アフリカ学術基盤形成事業(日本学術振興会) 4

国際協力イニシアティブ 4

アジア研究教育拠点事業 2

国際協力機構(JICA)関連資金 21

科学技術振興調整費 1

（本アンケートでは 1 機関あたり 3 件の外部資金を回答しているが本表ではそ

のうちから主要な公的資金をあげている。） 

 

本調査では、採択機関と非採択機関をあわせて 132 機関が国際化に貢献した資

金として 319 件の外部資金をとりあげているが、ほとんどが文部科学省、日本学

術振興会、科学技術振興機構（JST)、国際協力機構（JICA)、経済産業省からの公

的資金である。公的資金以外の外部資金は極めて少なく、資金名から判断できる

ものとして海外からの資金は 3 件（アメリカ国立衛生研究所、ユネスコ、EU)、民

間財団などの資金は 4 件にとどまっている。このことから、日本の高等教育機関

にとっては、国内の公的競争資金が圧倒的に重視されていることが確認できる。 

また、外部資金の獲得につき、国際化推進本部（採択機関における国際戦略本

部に相当する部門。以下、「国際化推進本部」という）が果たす役割について追加

調査をおこなったが、その結果を分析してみたい。追加調査の対象となった機関

は、採択をうけた 20 機関にくわえ、本調査において「国際化を推進するための外

部資金の獲得において国際化推進本部が中心的な役割を果たしている」と回答し

た機関を対象としている。対象機関が、国際化に貢献している外部資金としてあ

げた 3 つの資金の申請過程で、国際化推進本部が果たした役割についてオンライ

ンによるアンケート調査を実施した。回答のあった 44機関について、国際化推進

本部の関与度合いと具体的役割については、表 4-3-6 および表 4-3-7 を参照され

たい。 
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表 4-3-6 外部資金申請に国際化推進本部が関与した度合い（44 機関 113 資金） 

 貢献度 回答数 比率

1 ほぼ単独で中心的役割を果たした（貢献度 80％～

100％） 
26 23%

2 主要な役割を担った（貢献度 60％～80％） 10 9%

3 他部門と協力し中心的な貢献した（貢献度 40％～

60％） 
14 12%

4 部分的に参画した（貢献度 20％～40％） 19 17%

5 他の部門が主として担当した（貢献度 20％以下） 20 18%

6 特に貢献していない（貢献度 0％） 24 21%

 （比率は回答総数に対する比率をあらわす。） 

 

表 4-3-7 外部資金申請における国際化推進本部の具体的役割（複数回答可） 

 具体的役割 回答数 比率

1 外部資金に関する情報収集（申請要件などの調査）  50 18%

2 学内関係部署への情報提供ならびに学内の情報収集  55 20%

3 申請にかかわる意思決定（内部決済）の窓口担当   39 14%

4 参考意見やデータを提供した   45 16%

5 申請書記載事項の一部を担当した   27 10%

6 申請書記載事項の全部（とりまとめ）を担当した   38 14%

7 その他 23 8%

  （比率は回答総数に対する比率をあらわす。） 

 

今回の追加調査では、14 機関が「大学国際戦略本部強化事業」を「国際化に貢

献した資金」としてあげているが、そのうち 12 機関は、国際化推進本部が申請に

おいて「ほぼ単独で中心的役割を果たした」と回答しており、情報収集から申請

書の取りまとめまで一貫してかかわっていたことを表明している。しかし、この

「大学国際戦略本部強化事業」を除くと、国際化推進本部が「単独で中心的役割

を果たした」とされる資金は、全体の資金件数の 12％にすぎない。一方、19 機関

が大型資金であるグローバル COE を国際化への貢献度が高い資金としてあげてい

るが、推進本部の関与は極めて低く、12 機関が「他の部門が主として担当」また

は「特に貢献していない」と回答している。この傾向は同じく科学技術系の大型

資金である、世界トップレベル研究拠点プログラム、戦略的国際科学技術協力推

進事業、科学技術振興調整費などにも共通して見られる傾向であった。 

興味深いのは、大学教育の国際化加速〈推進〉プログラムについては、機関に

よって大きく回答内容が分かれている点である。国際化に貢献するとしてこの国

際化加速〈推進〉プログラムの資金名を挙げている機関は、44機関のうち 23 機関

（延べ数）にのぼっている。しかし、表 4-3-8 に見られるように申請業務につい

て推進本部が「ほぼ単独で中心的役割を果たした」とする大学は、わずか 5 機関
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にとどまった。むしろ「部分的に参画」（6件）や「特に貢献していない」（4件）

などのように回答に大きなばらつきが見られたことは、特徴的である。 

 

表 4-3-8 国際化加速〈推進〉プログラムにおける国際化推進本部の貢献 

（追加調査） 

 貢献度 機関数 

1 ほぼ単独で中心的役割を果たした（貢献度 80％～

100％） 
5 

2 主要な役割を担った（貢献度 60％～80％） 2 

3 他部門と協力し中心的な貢献した（貢献度 40％～

60％） 
3 

4 部分的に参画した（貢献度 20％～40％） 6 

5 他の部門が主として担当した（貢献度 20％以下） 3 

6 特に貢献していない（貢献度 0％） 4 

 

大学教育の国際化加速〈推進〉プログラムは、海外先進教育研究実践支援、戦

略的国際連携支援事業、国際共同・連携支援(総合戦略型)、先端的国際連携支援

など、メニューが多岐にわたっているため、大学によって申請業務をどの部署が

担当するのか、試行錯誤していることがうかがえる。 

アジア人材資金構想（経済産業省）、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（日本学術振興会）は、国際化への貢献度の高い資金として取

り上げている機関が比較的少なかったが、国際化加速〈推進〉プログラムと同様

に、機関によって国際化推進本部の関与度はまちまちである。 

このように機関によって、外部資金への対応が異なる理由は、国際化推進本部

の運営体制が外部資金申請も視野にいれた業務体制として確立していないことも

影響していると思われる。今回の追加調査では外部資金申請に関する学内の体制

につき、以下のような特徴的コメントがあった。 

• 「大学国際戦略本部強化事業により当学に設置された『国際研究推進本部』は、

国際部と研究推進部を効果的に連携させるための組織であり、研究推進部に属

しています。競争的資金の申請は、研究推進部が主管しています。」（採択機関） 

• 「本学には産学官連携推進母体として、科学技術交流センターがあり、その部

門が取組む本事業に側面から連携支援した。」（非採択機関） 

• 「本学における国際化推進本部機能を担う国際室において関与する外部資金

は少ない」（採択機関） 

これらのコメントに代表されるように、国際化推進本部で外部資金の獲得を主

たる業務の一つととらえているところはまだ少数派である、と考えられる。追加

調査の結果からも、外部資金で果たした推進本部の役割は「情報収集」や「デー

タの提供」の比率が高く、申請業務全体の中でも側面支援という役割が強い、と

いうことが読み取れる。 
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終わりに～課題の抽出と提言～ 

国際化に寄与するとされる外部資金の特徴と申請過程の問題点とともに今後に向

けた課題を整理してみたい。 

• 今回の調査で各機関における国際化関連資金は、補助金および公的競争資金へ

の依存度が極めて高いことがわかった。すでに見たように、各機関が獲得して

いる外部資金の大部分は、文部科学省、日本学術振興会、科学技術振興機構

（JST)、国際協力機構（JICA)、経済産業省などによる公的競争資金である。

今後、各機関においては、民間資金、海外からの資金、寄付、事業収入などに

より、財源を多様化させていく努力が必要である。 

• 大学国際戦略本部強化事業の採択機関において、国際化に寄与すると判断され

る資金総額が外部資金総額の 11.61％（2007～2008 年度）を占め、2005～2006

年度の 4.49％から大幅な上昇を示したことは意義深い。これは非採択機関 20

機関との比較（1.64％から 4.57％に上昇）においても大きな変化であると考

えられる。この背景には、国際化を目標とする公的資金が大幅に増えているこ

とが影響しているが、採択機関において外部資金を国際化のために積極的に活

用しようという意識が高まっていることも要因として考えられる。 

• 同じく採択機関においては、「外部資金獲得のための組織が整備された」とい

う回答が全体の 50％を占めていたことは意義深い。しかし、資金獲得のため

の作業を中心となって担当する部署が全ての採択機関で確立している、とは言

えないだろう。むしろ、アンケートの回答から、多くの機関においては資金獲

得の手法や組織体制を試行錯誤している段階であることが読み取れる。非採択

機関も含め、資金獲得における国際化推進本部の役割を明確にし、学内の他の

部門との連携を効果的にはかっていく必要がある。 

• 各機関のコメントの中に、公的競争資金の公募から採択にいたる期間が非常に

短いことにつき、是正を求めるものもみられた。また、留学生用宿舎などの施

設経費、渡日前の留学生に対する奨学金などへより多くの資金が必要であると

いう声もあった。多様なニーズに対応するために、より柔軟に活用できる資金

が必要となっていることが、このようなコメントの背景に存在する。しかし、

その一方で申請期間が短かったり給付条件が限られた公募であっても、柔軟か

つ適切に対応していくことも国際化推進本部の果たすべき役割と認識される

べきである。 

• 外部資金の多くが年限を定めたものであることから、将来の国際プログラムの

運用体制について不安を感じるとするコメントが少なからず見られた。特に、

教職員の雇用形態が「特任教員」「嘱託事務」などの有期雇用になることから、

人材を確保することが困難になっていることを指摘するものもあった。国際化

に関連する公的資金については、より長期的なサポートを期待する声を代表し

ている。一方で、これらのコメントは年限が定められた競争的資金に過度に依

存することの問題点を浮き彫りにしている。 

• 今回の調査を通じて、採択機関における資金獲得と運用において、以下のよう

なユニークな取組を取材することができた。このような創意工夫は外部資金の
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安定的獲得には不可欠であり、他の機関にとっても好事例となると考える。 

a) 学内の日欧研究機構と連携して、EUIJ を学内に設置し、欧州からの資金

を受け入れ、円滑なプログラム運営につなげた（早稲田大学）。 

b) 海外資金の受入れのため、国際関係基準や為替に伴うリスクの問題への対

応をおこなったケース（早稲田大学、東海大学）。 

c) 資金供与団体である国際協力機構（JICA)から「特任教員」を受け入れる

ことを通じて、途上国開発に係る調査・研究を共同で実施した。外部資金

獲得のためのノウハウ蓄積にも貢献したと考えられる（九州大学）。 

d) 同窓会からの寄付によって支援を受けた国際プログラムをさらに発展さ

せ、企業からの支援につなげようとした（東海大学）。 

e) ベトナムやケニアに設置した海外拠点を活用し外部資金獲得とともに共

同研究のための環境整備をおこなった（長崎大学）。 

 

国際化にかかるコストは増大する一方であるが、国際的な活動を強化していく

ことは、個々の大学の知名度を高めるなどの非金銭的効用をもたらすものである。

同時に国際プログラムを活発におこなっている大学には、より優秀な入学希望者

が集まるなど、直接的な効用も期待される。この観点から、国際教育や国際プロ

ジェクトの意義を学内外にアピールして、安定的な資金を確保していくことが、

今後の国際化推進本部の重要な使命となると考えられる。 

＜芦沢 真五＞ 
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