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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４節 国際的な大学間連携及びコンソーシアムの活用
（１）はじめに～大学間連携の拡大とその形態の多様化～

グローバル化の進展とともに、国際競争力を意識した国際的な大学間連携が、ここ
10 数年の間に、世界で急速に拡大している(de Wit, 2004)。もちろん、わが国も例外で
はない。
「外国の教育・研究機関との連携」
「国際的な大学間の競争と協同（協調・協力）
」
の進展は、高等教育の未来を展望した政策立案の際にも、前提条件とされている（中央
教育審議会，2005a; 2005b）
。実際、2006 年度（平成 18 年度）の文部科学省「大学等
間交流協定締結状況調査」は、日本国内で大学等機関が締結している協定数が、13,484
件と過去最高を記録したことを報告している。協定等を活用した学生交流も、2004 年
から 2007 年の間に 18,570 人から 23,806 人へと増加するなど、その活用も広がってい
る（日本学生支援機構，2009）
。
実態としての連携が急速に進展する一方、課題も少なくない。とりわけ、コンソーシ
アム型の連携については、
「成功例をほとんど聞かない」
（de Wit, 2004）とも言われる。
理由は様々に指摘されているが、そのひとつは、目的の曖昧さであろう。大学間の交流
や連携において、目的を定め、ねらいを明確にすることの重要性については、これまで
も幾度となく指摘されてきた（例えば、二宮, 2002）。しかしながら、実態は、未だ、
総花的で曖昧なものが多い。大学の組織的特性も、コンソーシアム運営における障壁の
ひとつであろう。
「目的や利害関係の結びつきが緩やかで、意思決定も遅い」大学ゆえ、
その集合体であるコンソーシアム型の連携は、戦略性・機動性が失われがちだ（大森,
2008）
。実際、コンソーシアムの活動について、コンソーシアム内のみならず、学内で
でも合意形成を図り、その上で、全学的取組として進め、部局レベル、学生・教員・職
員レベルにまで浸透させる、というプロセスは、困難を伴うものであり、時間もかかる。
また、コンソーシアムに参加する大学にとって最も現実的な課題である財政的な基盤も、
コンソーシアムの成否に大きな影響を与える要因であろう。
このように、大学間の国際連携をめぐっては、未だ、課題が山積している状況にある。
しかしながら、世界の高等教育機関は、これによって拓かれる可能性に期待を寄せ、こ
ぞってその形成に取り組んでいる。言葉や文化の異なる他国の高等教育機関との連携は、
組織体制や運営如何によっては、研究・教育・管理経営の活動を大きく発展させる可能
性もあるからだ。
そこで、本稿は、国際戦略本部を中心に、国際的な大学間連携及びコンソーシアムの
活用に戦略的かつ組織的に取り組んだ採択機関の取組を、わが国の現状に照らし合わせ
ながら検討することにより、わが国の今後の取組において有用な示唆を得ることを試み
る。
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（２）採択機関による取組
北海道大学：「持続可能な開発」分野の研究・教育交流促進に向けた国際ネットワーク形成機能
の強化
（ⅰ）背景・問題意識

これまで国際的な研究・教育ネットワークを創設する主体、ならびにネットワークの
メンバーとして活動する主体は、海外研究者との交流が活発な教員個人のレベルであっ
た。大学院が組織的にネットワークを創設したり活動をしたりといったケースは少なく、
このため、たとえ大学院名でメンバー登録されていても、窓口となっている活動的な教
員が職場を変えたり退職したりすると、メンバーとしての活動が継承されることが難し
い状況であった。長期的な視野に立つ国際連携活動を実現させるためには、大学として
国際ネットワークのメンバーシップを獲得し、それを複数の大学院もしくは教員個人が
活用できるような仕組みが必要であるとの認識が、国際交流室（2004 年の国立大学法
人化後に設置された、北海道大学の 運 営 に 係 る 重 要 事 項 に つ い て 企 画 及 び 立 案
等 を 行 う 総 長 室 組 織 の 一 つ ）にあった。
そこで北海道大学は、大学国際化の一環として「戦略的かつ組織的に国際的なネット
ワークを形成し、それを維持していく機能」を身につけることを目標の一つに掲げるこ
ととした。
（ⅱ）取組

国際的な研究・教育ネットワークといえども、その目的や活動テーマは多様であり、
ネットワークは数多く存在する。そこで手始めに北海道大学は、
「持続可能な開発」を
テーマにしたネットワークの創設に専念した。これは、当テーマに関するネットワーク
の形成経験ならびにネットワークの運営・維持経験を、将来的には他のテーマにもとづ
くネットワーク活動に活かすという戦略である。
具体的には、
「持続可能な開発」国際戦略本部のグローバルマネージャー（国際担当
理事・副学長）を中心に「持続可能な開発」国際戦略推進委員が、
「持続可能な開発」
をテーマに掲げて活動する国連機関や海外の先進的な取組を行う大学を訪問し、協働ネ
ットワークの設置について意見交換を重ねた。
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その結果、国連大学高等研究所ならびにアジア－太平洋地域の 18 の高等教育関連機
関 と Promotion of Sustainability in Postgraduate Education and Research Network
(ProSPER.Net）を設置するに至った。これは、持続可能な開発をテーマとして研究に共
同で取り組むことを活動目的とするネットワークである1。北海道大学は、全学委員会
である「持続可能な開発」国際戦略推進委員を準備会合に出席させ、アジア-太平洋地
域の 11 大学と共にネットワークの憲章や細則づくりに関わった。さらに、このネット
ワークに積極的に関わる姿勢を学内外に明示すべく、第 1 回総会と発足記念式典の挙行
を北海道大学に誘致し、2008 年 6 月に開催した。こういった貢献がメンバーに認めら
れ、最初の 2 年間の幹事として当ネットワークの運営に中心的な役割を果たすこととな
った。
国際担当理事・副学長のイニシアティブによって、国際連携の枠組みづくりと当ネッ
トワークにおける北海道大学のポジションづくりが行われた後は、実施段階に移った。
できるだけ多くの大学院、プロジェクトチームそして教員が、当ネットワークを活用し
て海外の大学や研究者と実際に交流し、協働事業を行っていく段階に入ったと言える。
そこで、
「持続可能な開発」国際戦略本部のプロジェクト・プランナーが、学内の諸会
議や教員を訪ね歩き、当ネットワークの存在と活用方法について説明を行うと共に、参
加に関心を持った教員の相談に応じた。この結果、各大学院の国際交流担当をはじめ、
当該テーマに関心の高い教員あわせて 50 人以上に説明を行った。当ネットワークを活
用した国際連携という総論には賛成が得られたものの、実際に具体的な協働事業を立ち
上げるということになると、カウンターパートの選出や事業費の確保、大学レベルの交
流を始める上での関係者間の同意形成といった作業の多さがネックとなって、すぐに協
働活動を開始するのは難しいという反応が見られた。
（ⅲ）成果

「持続可能な開発」国際戦略本部が、協働事業づくりや運営に対し労力的な支援を惜
しまないという姿勢を示しつつ、プロジェクト・プランナーが地道な学内行脚を続けて
情報提供とコーディネイションをしたことで、大学院横断的な二つの教員グループが他
大学と協働事業を開始することになった。一つは、
「持続可能な開発」にかかる内容を
カリキュラムに統合する教員をアジア・太平洋地域に増やすことを目指した「ファカル
ティ・デベロップメント・プログラム作成事業」を、マレーシア科学大学（マレーシア）
、
ガジャマダ大学（インドネシア）などと実施する。もう一つは、持続可能な開発のため
の高等教育に携わる大学同士の相互コンサルテーション・システムを構築する「ESD 大
1

ProSPER.Net の 2008 年 6 月創設時のメンバー: RMIT 大学（オーストラリア）
、同済大学（中
国）
、TERI 大学（インド）
、ガジャマダ大学（インドネシア）
、マレーシア科学大学（マレーシア）
、
延世大学（韓国）
、フィリピン大学（フィリピン）
、チュラロンコン大学(タイ)、南太平洋大学、
アジア工科大学、北海道大学、岩手大学、宮城教育大学、東京大学、立教大学、信州大学、名古
屋大学、岡山大学。これに事務局を務める国連大学高等研究所が加わる。
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学評価事業」を、TERI 大学（インド）
、延世大学（韓国）
、アジア工科大学（タイ）
、マ
レーシア科学大学などと実施する。後者の事業については、「持続可能な開発」国際戦
略本部が事業資金の獲得に尽力し、文部科学省の「国際協力イニシアティブ事業」に申
請をした結果、採択されるに至った。
事務局を務める国連大学高等研究所をはじめ海外のメンバー大学からは、北海道大学
の当ネットワークに対する関わり方について、
「持続可能な開発」国際戦略本部が窓口
となって組織的に動いている点が高く評価されている。具体的には、各種の案内を「持
続可能な開発」国際戦略本部へ送ることで、大学内の関係者に伝わる仕組みがある点、
さらに、他大学から連携活動の要請があった場合に、カウンターパートとなる教員を探
し、連携をコーディネートする機能がある点が、学外から見て非常に効果的だと評価を
受けている。ネットワーク活動に関し、組織的に情報伝達ならびにコミュニケーション
を行うためのこれらの機能は、教員個人がネットワークの窓口になっていたのでは、獲
得しがたい機能だといえる。
学内においても、この体制を多くの教員が歓迎している。何よりも、一ネットワーク
を舞台に海外の大学と多様な接点を持つことができるよう、学内に対応機能を備えた点
に評価が高い。ProSPER.Net で培った経験とノウハウは、
「持続可能な開発」以外のテ
ーマを掲げるネットワークの形成・活動・維持に活かせるものと期待されている。
ProSPER.Net は始動したばかりであり、その活動の広がりは、北海道大学を含めメン
バー機関による今後の努力次第である。少なくとも北海道大学は、国際的ネットワーク
を戦略的かつ組織的に形成した経験だけで満足するのではなく、このネットワーク活動
をアクティブな状態で維持していく努力をしつつ、必要な機能を順次備えていく。

東北大学：国際的な大学間コンソーシアム（T.I.M.E.）への参加によるグローバル化に対応した教
育・研究の推進
（ⅰ）背景・問題意識

東北大学は 2005 年 3 月に国際交流戦略の基本指針として、
① 国際学術ネットワークを通じた世界最高水準の研究を推進する。
② 広く世界から意欲と能力を備えた俊秀を受け入れて世界の発展に役立つ指導的
人材を育成する。
③ 研究教育成果を国際社会に発信するとともに、国際貢献に活用する。
④ 上記を達成するために研究・教育基盤を強化し、東北大学の国際的知名度・信頼
性を向上させる。
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の 4 項目を掲げ、既存の組織と有機的に連携する形での全学的な国際交流事業の推進と
本部機能の充実を図るためのグローバルオペレーションセンター（以下 GOC という。
）
の構想が大学国際戦略本部強化事業に採択され、同年 6 月に同センターを発足させた。
ほぼ同じ時期に、二つの学位取得を目指す留学を通して国際舞台で活躍できる理工系の
人材の育成を目的としてダブル・ディグリー・プログラムの開始を立案し、半年という
短い期間にフランスのグランゼコールであるエコール・セントラル・グループ及び
INSA-Lyon、中国の清華大学と 3 つのダブル・ディグリー・プログラムを立ち上げた。
このダブル・ディグリー・プログラムの立ち上げにあたって、GOC は組織として、全
学レベルでの実施を可能にするために各研究科との調整を行った。また、GOC スタッ
フは、学内のワーキング・グループのメンバーとして、フランス・中国の教育制度・各
校のカリキュラム等の調査を行うとともに、各研究科のカリキュラム等との整合性を図
るなどパートナー校との調整において中心的役割を担った。
本ダブル・ディグリー・プログラムは、20 年近く交流を重ねてきたエコール・セン
トラル・リヨン校との新たなプログラムとして検討したものであり、同校のそれまでの
実績等を踏まえ、東北大学はエコール・セントラル・グループ 5 校（パリ校、リヨン校、
リール校、ナント校、マルセイユ校）との実施を取り決めたものである。そのような過
程の中で、GOC スタッフ及び関係教員が学内の調整を経た上で先方と協議を重ねたこ
とで、相互の組織・教職員、国際交流状況、理念、教育・研究等に関し理解が深まり、
先方から T.I.M.E. (Top Industrial Managers for Europe)に関し加盟への打診があったもの
である。T.I.M.E.とは、ヨーロッパの工学系ダブル・ディグリー・プログラムの推進を
通じて国際的な人材育成等をめざす大学コンソーシアムであり、東北大学として当該コ
ンソーシアムのヴィジョン、将来性及び東北大学の国際交流戦略との整合性を検証した
上で申請に至り、2007 年 10 月にアジアで初めて慶應義塾大学と共に正式に加盟した。
（ⅱ）取組

21 ヶ国 55 校(2009 年 10 月 15 日現在)が加盟する工学系の高等教育機関コンソーシア
ムである T.I.M.E.は、ダブル・ディグリー・プログラムの推進を通じた国際的な人材育
成等を主な目的として 1989 年に設立され、欧州が世界で最もダブル・ディグリーの概
念が浸透している地域となるための一役を担ってきた。東北大学は T.I.M.E.加盟後に、
加盟校の中でいくつかの候補校の中から最も古い協定締結校のひとつであり、北欧にお
ける高水準な工学系大学の連合体（Nordic Five Tech）に加盟する KTH(スウェーデン王
立工科大学)を選び、協議を重ねた末、2009 年 3 月にダブル・ディグリーに関する覚書
に調印した。これにより、北欧の有力大学との英語によるダブル・ディグリー・プログ
ラムの提供が可能になった。
T.I.M.E.はダブル・ディグリーのほか、3 年ほど前から TESS (T.I.M.E. European Summer
School)、TEMP (T.I.M.E. European Management Programme)等の短期のプログラムも推
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進している。一般に、欧州と日本では学期の設定が異なるため、東北大学からの学生の
参加者数がそれほど多くないといった課題があるが、例えば、参加により与えられる単
位の読み替えを積極的に行う等の対応を検討し、今後の派遣につなげ、短期プログラム
をきっかけに長期の留学に発展するような取り組みを継続する必要がある。
2008 年 10 月の総会で、T.I.M.E.は欧州での修士レベルのダブル・ディグリー・プログ
ラムはかなり普及したこと、競争力のあるコンソーシアムであり続けることを強く意識
し、PhD レベルのダブル・ディグリー・プログラムの可能性を探るワーキング・グルー
プを立ち上げ、東北大学はこれに加わり、積極的に情報の提供とアイデアの提案を行っ
ている。2009 年 5 月にスイスで行われた会議では、東北大学として、日本の大学の留
学に関する現状等を踏まえ、どのような形であればダブル PhD を実施することができ
るか、について現実的な提案を行い、欧州以外の観点がワーキング・グループの議論に
加わったこともあり大きな関心が寄せられた。T.I.M.E.としては、本件について今後も
リサーチと協議を重ね、パイロットプログラムをスタートする予定である。
また、この T.I.M.E.の枠組みを活かして、欧州の大学との交流を推し進める計画が、
2008 年度に文部科学省の「国際化加速プログラム（国際共同・連携支援）
（総合戦略型）
」
に採択され、現在、双方向でサマープログラムを実施する準備を進めている。
さらに、留学することにより修了期間が通常よりも長期化することへの対応として、
日本と欧州の間で一学期間学生を交流させる EU との共同プログラム「ICI ECP」に大
阪大学（日本側幹事校）
、京都大学、グローニンゲン大学（EU 側幹事校）
（オランダ）
、
ウプサラ大学（スウェーデン）
、ハイデルベルグ大学（ドイツ）
、ボーフム大学（ドイツ）
と共に申請し、2008 年秋に採択され、T.I.M.E.での協議や情報交換で得た知識を活かし、
欧州における単位互換システムである ECTS (European Credit Transfer System) につい
ての理解を深め、取組を軌道に乗せることができた。東北大学では 2009 年度に計画通
り 3 名の受入れと派遣を予定している。
（ⅲ）成果

2007 年から、東北大学は大学のアクションプランである「井上プラン」の達成を目
指して活動している。その「社会貢献」の中で「世界で活躍できる人材の輩出」のため
のプランとして
①

国際的視点から思考できる人材を輩出するために、教養教育の改善、大学院教
育の深化、異分野融合研究教育の創造などの教育戦略を実行する。

②

世界各地で地球社会をつくり育てることができる人材を輩出するために、世界
各国から留学生を迎え入れる取組を強化し、グローバルな視点での東北大学の
新たな教育を実践する。
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を掲げ、世界の有力コンソーシアムとの共同活動に積極的に参加することで国際交流の
促進、東北大学のプレゼンスの向上に寄与している。
元々、T.I.M.E.には欧州の高等教育機関だけが加盟していたが、昨今の国境を越えて
の学生獲得のための競争の激化、時代と共に変化する企業が求める国際性に富む人材ニ
ーズ等を踏まえ、欧州から門戸を広げて日本からの加盟校を T.I.M.E.側で検討すること
になったことは、同じように時代の変化に対応した形で国際戦略を展開すべく海外コン
ソーシアムを調査してきた東北大学のニーズとも合致した。実際に、加盟したことで、
学生のセミナー参加や海外学生との交流等を通じて国際水準の研究に直接触れること
や、諸外国の学生との切磋琢磨がなされ、国際舞台で活躍できる東北大学学生の人材育
成等に資することが可能になった。また、欧州の教育への理解も格段に深まり、欧州各
国のボローニャプロセスの進度の違い、法改正の状況、特別な条件などを把握すること
が可能となり、2006 年度から 2008 年度にかけ、エコール・セントラル・グループから
計 7 名、INSA-Lyon から計 4 名の学生、清華大学から 7 名の学生をダブル・ディグリー・
共同教育プログラムで受け入れることができた。また中国、フランス及びスウェーデン
において、東北大学の研究の魅力とダブル・ディグリーのシステムを紹介するセミナー
を開催し、GOC スタッフもプレゼンテーションを行った。東北大学からの派遣学生の
ために、ウェブサイトやリーフレットを作成し、各関係部局における新入生オリエンテ
ーションや留学オリエンテーションにおいて積極的に学生に周知している。オープンキ
ャンパスにおいて広報を行うことを通じて、高校生からの問い合わせも寄せられるよう
になった。
同時に、日本からの加盟校が加わったことで、日本における留学生受け入れの一般的
な取り扱い、高等教育事情等について T.I.M.E 加盟校の理解が深まったほか、特に東北
大学は欧州の大学と比べ、総じて修士レベルにおける教育・研究内容が高度であり、研
究を非常に重要視する大学であることも知られるようになり、共同研究実施を打診する
ような照会も増加した。
また、各校に T.I.M.E.担当のコーディネーターが配置されているように、東北大学は
GOC スタッフがその役割を担い、総会やその他の機会を利用して顔を合わせてコミュ
ニケーションをとっているため、加盟校からの照会等にスムーズな対応を可能としてお
り、コンソーシアムで活動する上での体制が整っている。

東京外国語大学：アジア・アフリカ研究・教育コンソーシアム
（ⅰ）背景・問題意識

グローバリゼーションの進行する今日、アジア及びアフリカの占める役割は重要性を
増してきつつある。東京外国語大学は、大学院総合国際学研究院及び同研究科において
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アジアの言語文化の研究と教育をおこなうとともに、38 名の常勤研究者が在籍する附
置研究所であるアジア・アフリカ言語文化研究所を擁し、我が国のアジア・アフリカ研
究において特徴的な位置を占めている。
しかし、アジア・アフリカ地域は、極めて多様性に富んでいることから、一つの大学
や研究機関のカバーする範囲には自ずと限界があり、幅と厚みのある研究・教育を行う
ためには、複数の機関による連携が必要とされている。このため、東京外国語大学は、
国際戦略の一つとして、
「国際コンソーシアムの形成：研究・教育分野を共有する海外諸
機関と連携し、世界的な水準での研究・教育活動を行う。
」を掲げた。アジア・アフリカ研

究・教育コンソーシアム（略称 CAAS）は、アジア・アフリカ研究において長い伝統と
高いレベルを誇ってきた大学が、相互の結びつきをより強固にし、国境を越えた協力体
制を築くことにより、世界のアジア・アフリカ研究に新たな広がりをもたせて行くため
に、国際学術戦略本部（OFIAS）によって構想されたものである。
（ⅱ）取組

a. コンソーシアム・メンバーの選定
OFIAS 発足と同時に、コンソーシアムの結成の準備が開始された。アジア・アフリカ
研究のコンソーシアムを設置するに当たって、東京外国語大学の協定校であり、また、
性格のよく似ているロンドン大学東洋・アフリカ研究学院（SOAS）及びフランス国立
東洋言語文化学院(INALCO)からは比較的スムーズに加盟機関となることの同意を得
た。同様に協定校であるシンガポール国立大学の場合は、理科系も含めた巨大な大学で
あるため、人文社会学部のみを加盟機関として迎えることとなった。オランダのライデ
ン大学は、アジア・アフリカ研究に関して長い伝統を持つ機関であり、既に二国間交流
協定を締結していた関係からコンソーシアムへの参加を協議し同意を得た。この他にも、
当初加盟機関候補として考えていたが、既に加盟している他のコンソーシアムとの調整
が必要との理由から交渉成立に至らなかった機関もあった。加盟機関の選定後、OFIAS
コア・メンバー（教員から構成される）が加盟機関を直接訪問し協議を行い、また、加
盟の同意を得た後は、リエゾン・オフィサー（専門有期職員）2 名が設立準備に向けた
実務上の連絡調整において大きな役割を果たした。
b. 設立式
CAAS の設立式は 2007 年 3 月 7 日に東京外国語大学で行われた。設立準備は全て
OFIAS が担った。午前は、各機関の代表による機関の紹介、協定書署名のセレモニーが
行われた。午後は、記念シンポジウム「危機に瀕するアジア・アフリカの言語と文化」
にあてられ、各機関の研究者が報告を行った。翌日の実務会議では、記念シンポジウム
をきっかけとして、少数言語の記述に関する研究プロジェクトを開始することが決定し
た。
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設立式に至る過程で明らかとなった実務的な問題
点は、まず、各研究機関との連絡調整である。E メー
ルを用いることで、かつてに比べればはるかに容易に
なったが、各機関の担当者も多忙でなかなか回答がな
く、最終的にコア・メンバーが国際電話で連絡を取る
ことを余儀なくされた。もう一つは、性格の似通った
機関でコンソーシアムを組んだにもかかわらず、得意
分野が微妙に異なるという点である。例えば、シンガポ

CAAS 記念式典

ール国立大学には少数言語における専門家がおらず、記念シンポジウムに報告者を立て
ることができなかった。設立協定書では、2 機関が関わればコンソーシアムの活動とし
て認知することができることになってはいるが、一方で全機関が関われる企画も必要で
あり、テーマの選択に課題を残した。
c. インターナショナル・トレーニング・プログラムの開始
CAAS の最大の課題は、それぞれの機関が活動のための資金をどう獲得するかである。
東京外国語大学の場合、少なくとも、若手研究者の養成に関しては、2007 年に日本学
術振興会の若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラムに採用されたこ
とで、ある程度この課題に応えることができた。このプログラム(ITP-AA2)は、CAAS
の枠組みに依拠したものである。ITP-AA の開始にあたっては、OFIAS のコア・メンバ
ーが各機関を訪問して、プログラムの内容を説明し、協力を要請、各機関の了承を得た。
以後、博士後期課程の大学院生を中心に、複数の若手研究者を CAAS メンバー機関に
派遣している。
d. シンポジウム及び若手研究者ワークショップの定例化
2008 年 12 月 15 日に東京外国語大学で行われた CAAS コーディネーター会議で、今
後の活動方針が話し合われた。ITP-AA では、若手研究者のワークショップを毎年開く
ことについて合意しているが、これと併せて CAAS 全体のシンポジウムを開催するこ
とを決定した。第 1 回のシンポジウム・ワークショップを 2009 年にライデンで、第 2
回を 2010 年パリで開催することとなった。依然、活動資金の問題はあるものの、これ
により、CAAS の活動は新たな段階に入った。
（ⅲ）成果

CAAS の結成は、OFIAS の主導により実現した成果である。OFIAS は、東京外国語
アジア・アフリカの諸事情に通じつつ、欧州等における学界で活躍しうる若手研究者の養成
を図り、日本から発信されるアジア・アフリカ研究の世界的認知度を高めることを目的とした５
年間にわたる事業。

2
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大学の全学組織として 7 つの国際戦略を策定し、その一つとして「国際コンソーシアム
の形成」を掲げた。そのことにより、学内の理解と支援を得、CAAS 結成の早期実現に
至ったと言える。CAAS 結成により、
「言語記述」プロジェクト等、新たな国際的な共
同研究プロジェクトが生まれ、研究者の交流が盛んとなった。ライデン大学とは、「中
東イスラーム研究教育プロジェクト」等、学内の他のプロジェクトでも交流が進んでい
る。
CAAS の枠組に依拠した ITP-AA によって、2007 年度 4 名、2008 年度 6 名、2009 年
度 7 名の博士後期課程の大学院生を主として海外派遣している。CAAS 機関で国際的な
研究環境を経験することにより、これら若手研究者の研究が飛躍的に進展しつつある。
2009 年 8 月 26～28 日にライデン大学で開催された CAAS シンポジウム・若手研究者
ワークショップは、“Religion, Identity and Conflict”をテーマとし、CAAS 機関を中心に
11 名のシニア研究者、11 名の若手研究者が報告を行った。シンポジウムのプロシーデ
ィングスは１年以内に刊行される予定である。このシンポジウム・ワークショップには、
OFIAS コア・メンバーのうち、3 名がそれぞれ、CAAS 担当、シンポジウム担当、ITP
担当として主に関わっている。2010 年の INALCO 主催のシンポジウム・ワークショッ
プは“Migration, Mobility and Globalization”をテーマとすることが決定している。CAAS
機関が対等の立場で、こうした現代社会の抱える問題に直結した国際シンポジウムを開
催し、そこに教員・大学院生が参加し、研究報告をすることは、東京外国語大学の学内
の研究教育に大きな刺激となっている。

東京工業大学：教育･研究機関による国際連携スキームの新しいモデル「TAIST-Tokyo Tech」
（ⅰ）背景・問題意識

a. 背景
経済のグローバル化の流れの中で、アジア地域における我が国の役割はますます重要
となり、逆にアジア域内で我が国がリーダーシップを取らない限り、我が国を含めたア
ジア諸国が欧米中心の世界と対等に渡り合って行く事は難しい。科学技術分野での人材
育成における大学の役割も同様である。
経済発展の著しいタイ王国には現在 1000 社以上の日系企業が進出している。それら
の企業ではタイをグローバルな生産活動の拠点として位置づけるなど、我が国とは経済
的に密接な関係にある。タイでは近年の急激な経済発展により、人材に対する需要と供
給のアンバランスが生じたため、必要な技術者数が不足していることに加え、国家の方
針として「アジアの生産拠点から研究開発の拠点へ」のステップアップを推進しており、
高学位を取得した高度技術者のニーズも高まっている。この動きはタイ資本の企業を中
心としているが、高度な設計・生産拠点をタイに移設した日系企業にも及び始めており、

- 140 -

第４章 採択機関における大学国際化のための手法
第４節 国際的な大学間連携及びコンソーシアムの活用

タイ国政府も各種の税法上の緩和措置スキームを展開し、関連分野の研究開発投資の奨
励を強く推し進めている。
このような背景の下、タイ国内の有力大学や、タイ国家科学技術開発機構（National
Science and Technology Development Agency: 以下 NSTDA）との長年の交流実績および
世界クラスの研究活動能力の高さにおいてタイ国内においても高い評価を受けてきた
東京工業大学がタイ国の強い要請を受け、NSTDA およびタイの有力大学群3と協働し、
タイに 2007 年 6 月、国際連携大学院「TAIST-Tokyo Tech (Thailand Advanced Institute of
Science and Technology-Tokyo Institute of Technology:以下 TAIST)」を設立した。本構想の
案件形成期においては、研究業務部国際事業課（現在は国際部国際事業課）及び学務部
留学生課（現在の国際部留学生交流課）が TAIST 設置準備会の設置・開催、関連教員
の派遣手続き等の支援を行い、国際室の国際連携コーディネーターがプロジェクトの運
営管理を担当した。2009 年 8 月には学内の正規の組織として「TAIST 運営委員会」が
設立され、東京工業大学の国際戦略において TAIST の重要な位置づけがより明確なも
のとなった。
TAIST での修士課程のコースワークは東京工業大学教員グループが主に担当してお
り、短期派遣での集中講義や遠隔講義により学生を指導している。2 年目の修士研究指
導は東京工業大学の教員、NSTDA の研究者およびタイの大学の教員が共同で行ってい
る。
TAIST の 4 プログラム（自動車工学、情報通信、環境、バイオ）は日本では通常は取
らないプロジェクトオリエンテッドな内容になっている。これは国際産学連携を導くこ
とも想定しての構成である。本取組においては発展著しいアジア経済の力と TAIST の
仕組みを使い、日本企業、タイ企業、政府機関である NSTDA との間で、教育研究面で
の協力・連携を積極的に行うことを目指す。
b. 問題意識
欧米豪を初めとする海外の大学が国際コースへの参画やブランチキャンパスを次々
に開講しているタイ国では、欧米豪州諸国の高度な技術レベルを強みに「教育ビジネス」
的なアプローチがなされている一方、東京工業大学が世界水準の技術力を持ちながらも
同じ「アジアの同胞」としてイコールパートナーシップに基づき各参加機関の強み、リ
ソースを効果的に組み合わせたユニークな教育研究プログラムを展開することは、国際
高等教育戦略の「激戦区」タイで日本の高等教育機関がクオリティーとキャパシティー
の高さにおいて他国を大きくリードすることとなる。
2007 年末には、タイ国会は「科学技術革新法」を承認し、同国を含めたアジア
を視野に入れた壮大な科学技術政策の傘の下、TAIST はその中心的な取組として正規に
モンクット王工科大学ラカバン校、カセサート大学、シリントーン国際工科大学、タマサート
大学、モンクット王工科大学トンブリ校
3
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位置づけられることとなった。このような国家事業の案件形成段階から東京工業大学に
協力要請の打診があったことは光栄であるとともに、
「日本の高等教育機関の国際通用
性」を試されるという重責も同時に負う事となった。この背景には、NSTDA と東京工
業大学の教員・研究者単位での協力・連携（NSTDA 内には東京工業大学卒業生も多数
在籍する）の長い歴史およびその結果としての東京工業大学の研究能力における高い評
価が上げられる。2001 年に NSTDA-東京工業大学間での学術交流協定の締結、2002 年
の東京工業大学タイ拠点設置に続いて 2005 年の相澤学長（当時）タイ訪問時の NSTDA
幹部等との連携大学院設置に関し具体的な検討を進める会談が決め手となっている。
（ⅱ）取組

a. コンソーシアム形成過程
国際的コンソーシアム形成には物理的にカウンターパートが遠隔に存在することか
ら、多くの時間と労力、経費が費やされることになる。東京工業大学は 2002 年に最初
の海外拠点「Tokyo Tech Office (Thailand)」を設置し拠点長を配置したことが、先方との
交渉･協議を行う上で大きな意味を持った。またその存在感がタイ側に信頼感を与える
事にもつながっている。海外拠点長はコンソーシアム型プロジェクトでは重要なキーパ
ーソンとなり、本件が無事スタートを切れたのも、拠点長が主体的に関わりタイ側と交
渉を行ってきた努力に負うところが大きい。
問題点としては、NSTDA が政府機関という性格から、案件担当者は要職を含めて数
年単位で交替することとなり、そのため関係者の交替によりポリシーに変更が生じるこ
とがある。また、タイ側参加機関の間でも、NSTDA という政府機関とタイ国立大学の
間では組織文化も違えばプロジェクトに参加する思惑・インセンティブも異なり、プロ
ジェクトとしての理念の確立と一貫性を確保する上でも 3 者の合意形成とその記録は
TAIST を成功させる点で大きな意味を持つ。このため本件担当国際連携コーディネータ
ーは拠点長と協力･連携しながら、あらゆる関連会議の議事録の作成や、必要な場面で
は会議参加者による署名を取り付ける等の努力を続けてきている。
b. リソースの確保
このような大規模の案件では、担当分野ごと（TAIST では自動車工学、情報通信、環
境等）にオーナーシップとリーダーシップを備えた案件の推進力となる教員の存在がプ
ロジェクトを運営する上で重要な鍵となる。国際室で採用された国際連携プランナー教
員（特任教授）が、現在 TAIST の対タイ交渉窓口として中心的な役割を担っている。
また、2008 年度に東京工業大学はいままで複数の部に所属していた国際関連の課を
新たに設立した国際部にまとめ、国際連携活動支援を強化した。TAIST の運営事務室は
国際部留学生交流課内に設置し、学内事務組織上の運営支援体制に組み入れた。TAIST
プロジェクト担当に正規職員 1 名を配置し、国際連携コーディネーターも案件の進捗管
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理、カウンターパート機関との事務的な交渉を担当している。ここでは従来のような、
教員の指示に従って業務をこなす事務方からさらに一歩踏み込み、プロジェクト運営管
理のスペシャリストの観点から必要に応じて提案も行う業務形態への移行を目指して
おり、国際連携コーディネーターはその推進上重要な役割を担う。
さらに案件を運営するための資金として、教員の派遣や事務室運営に必要な予算を大
学の経常経費で 2000 万円確保した。これは案件運営上ミニマムな額が確保されている
にすぎない。そのため、いくつもの外部資金への応募を試みてはいるが、TAIST が従来
の学術交流・連携、あるいは国際協力のいずれにも当てはまらないユニークな取組であ
るため、文部科学省や ODA 等各公募案件のいずれの枠組みにも収まらず、外部資金を
獲得しにくい結果となっている。そこで TAIST の活動をより広い枠組みへと展開する
ために、産業界からの協力を仰ぎ、東京工業大学教員のネットワークを活用し、在タイ
日系企業にアプローチをしている。具体的には東京工業大学卒業生でタイに事業展開を
している企業の重役経験者を TAIST 募金活動の顧問として迎え、助言を受け実際に企
業からの支援の取り付けに成功している。また、東京工業大学のタイ人卒業生で現地企
業の要職についている者にも、東京工業大学タイ同窓会を通じて協力依頼を行っている。
また、東京工業大学学生のスタディーツアー等の他案件において協力関係を培った産業
界から得た有用な情報を TAIST 関係者とも共有し、可能性のありそうな企業にコンタ
クトするなど多様なアプローチを試みている。
本プログラムの様に従来の枠組みを超えた壮大な構想に基づいた事業は、オールジャ
パンとしての公的な支援が得られるようになることで、より大きく画期的な国際共同事
業として展開可能となる。アジア域内での我が国の存在価値を大いに高めるためにもこ
れからも TAIST の支援策を模索する必要がある。
（ⅲ）成果

「東京工業大学の国際化戦略（2003 年 7 月）」における事項毎に TAIST プログラム
の成果を検証すると、以下のとおりである。
「積極的な海外進出」として、海外に拠点を設けることが掲げられている。海外拠点
の活用は衛星システムによる遠隔講義の配信のほか、優秀な留学生の戦略的リクルート、
共同研究の発信地、帰国留学生のためのフォローアップおよびネットワーク形成など、
幅広い分野にわたっているが、特に TAIST の設立から実施段階において東京工業大学
のタイオフィスは事業運営のために欠かせない重要なインフラとなっている。実質的に
東京工業大学の組織のサテライトとして機能する拠点となることに成功していること
は特筆とすべきことである。
また、
「海外との教員交換など」については、東京工業大学の教員が海外の大学で授
業を行うことで、東京工業大学教員の国際化の向上をはかることが、掲げられている。
これについては、年間 40 名を超える教員が TAIST のために海外で 1～3 週間の集中講
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義を行うという前例のない規模の実施でもって実現している。
さらに「遠隔授業・e-learning の促進」については、ICTES(情報通信組込システム)プ
ログラムにおいて年間 100 時間を超える授業を海外に発信する実績を上げている。同時
に東京工業大学がタイにおいて開講する講義の多く、特に AE（自動車工学）プログラ
ムの全講義は、東京工業大学の正規の授業でもあるため、同じ講義を衛星システムによ
る遠隔講義を用いて東京工業大学の学生と TAIST の学生が同時に受講するという国際
基準の教育が実施されている。
「英語による海外への講義配信の強化」については、現地派遣および遠隔講義いずれ
も全ての講義が英語で実施されていることをもって達成されている。もともと国際大学
院プログラムを有する東京工業大学では、大学院レベルの講義はすべて英語で対応でき
るため、その講義をそのまま出張ベースの現地集中講義あるいは衛星システムによる遠
隔講義に活用させることにより可能となっている。
TAIST は 2007 年度に開講したばかりのプログラムではあるが、2009 年 10 月には最
初の TAIST 卒業生が東京工業大学博士課程に数名進学し、
「優秀な留学生の確保」とし
て最初の実績が出始めている。今後も TAIST 学生の研究活動や卒業後の進路（東京工
業大学への進学、タイ産業界への就職、タイ大学や NSTDA の研究職等）によってプロ
グラムの成果が示されていくこととなる。また、すでにベトナム等近隣国からの留学生
も受け入れが始まり、タイ国のみならず ASEAN、アジアへの波及効果も今後期待され
る。東京工業大学は TAIST を長期的戦略における重要な取り組みとして着実に事業を
推進していく予定である。

名古屋大学：国際学術コンソーシアム（AC21）の設立経緯と主催機関としての役割
（ⅰ）背景・問題意識

国際学術コンソーシアム（AC21）は、2002 年 6 月に開催された名古屋大学国際フォ
ーラムにおいて、高等教育の発展のためにグローバルなレベルでの相互協力を一層促進
するとともに、国際社会および地域社会に貢献するため、国際的な学術ネットワーク構
築を目的として設立され、2009 年 11 月現在 11 ヶ国 20 機関が参加している4。
AC21 の基本理念は「The Global University – Architect of the New Century－」という言
葉に象徴されており、教育と研究の発展のために会員が相互に協力するとともに、世界
AC21 メンバー大学：
（アメリカ）ノースカロライナ州立大学、
（イギリス）ウォリック大学、
（インドネシア）ガジャ
マダ大学、
（オーストラリア）アデレード大学、シドニー大学、
（タイ）カセサート大学、チュラ
ロンコン大学、
（中国）南京大学、吉林大学、華中科技大学、上海交通大学、同済大学、東北大
学、北京大学、
（ドイツ）ケムニッツ工科大学、フライブルグ大学、
（日本）名古屋大学、
（フラ
ンス）ストラスブール大学、
（南アフリカ）ステレンボッシュ大学、
（ラオス）ラオス国立大学。
4
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の異なる地域社会の架け橋となり、21 世紀においてあらゆる人々が国や地域の境を越
えて共存しつつ豊かな生活を送ることができるように、相互に理解し固有の知識や文化
の価値を共有する英知を贈り届けることを理念としている。
また、メンバー大学の地元に立地する企業や NPO、NGO、自治体などで AC21 の目
的に賛同する組織がパートナーとして参加しており、そうした地域機関組織との連携が、
AC21 の大きな特徴の一つとなっている5。
（ⅱ）取組

日本の大学が発案したユニークな国際コンソーシアムとして出発した AC21 であるが、
限られた運営資金と事務局体制の下で試行錯誤を行ってきた。7 年間が経過し、参加大
学の多大な協力により、様々な活動が定着してきており、世界的にも AC21 の存在や活
動が注目されてきている。
a. AC21 の主要な活動
AC21 国際フォーラム
2 年毎の AC21 総会を兼ね、その間の活動結果を総括するとともに、各メンバー大学
のリーダー等が集まり、激動する社会における大学の役割の再認識、それを果たすため
の課題についての議論を深める。国際フォーラムの開催経費は、一部名古屋大学が支援
を行うが、主に開催大学が負担する。また各フォーラムの企画・運営は開催大学が事務
局と相談しつつ主体的に行う。
開催地：名古屋大学（日本：2002 年）
、シドニー大学（オーストラリア：2004 年）
、
ウォリック大学（イギリス：2006 年）
、ノースカロライナ州立大学（アメリカ：2008
年）
、上海交通大学（中国：2010 年）
学生世界フォーラム
AC21 メンバー大学の代表学生が、国際問題、環境問題等についての議論を通して理
解を深め、互いの偏見障壁を克服しつつグローバルに物事を考え、行動するためのきっ
かけを与えることによって、勇気ある知識人の育成を図る。
AC21 年会費経費からの支援を受けて、開催大学が開催経費を負担し、企画・運営を
行う。特に 2009 年 6 月に開催されたケムニッツ工科大学の学生世界フォーラムでは、
ケムニッツ工科大学がザクセン州政府や DAAD（Deutscher Akademischer Austausch
Dienst）等に働きかけ、開催経費以外にも約 50 名の参加学生の旅費、宿泊料、食費など
AC21 パートナー：
（イギリス）Advantage West Midlands, Asia House、
（日本）中部電力株式会社、伊藤忠商事株式
会社、日本ガイシ株式会社、トヨタ自動車株式会社
5
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を負担するばかりでなく、地元企業であるフォルクスワーゲン社と連携して、工場見学、
講義を行うなど、産学官が連携したフォーラムとなった。
開催地：名古屋大学（日本：2005 年）
、ポンセジョセ工科大学（フランス：2007 年）
、
ケムニッツ工科大学（ドイツ：2009 年）
、チュラロンコン大学（タイ：2011 年）
その他
AC21 メンバー大学が 3 大学以上参加する共同研究に、支援金を交付するスペシャ
ル・プロジェクト・ファンドの設置、上海交通大学―名古屋大学の環境シンポジウム等
の共同シンポジウムの開催、卒業生による大学の満足度評価(SCEQ Survey)等のベンチ
マーキング、AC21 ウェブ上での各大学最新ニュースの共有など、様々な活動を行って
きている。近年、AC21 に対するメンバー大学の期待が高まり、積極的に参加、貢献す
る大学が多くなっている。しかし、AC21 の活動を更に活発にするためには、全メンバ
ー大学の積極的参加を促すと同時に、地域バランスに考慮しながらも、具体的な企画を
持ち込むことができ、自ら実行する意気込みのある大学を新メンバーに加えることが重
要である。
b. AC21 事務局運営
AC21 事務局は、2002 年に AC21 の本部として名古屋大学に設置され、AC21 推進室
によって運営されている。事務局は、室長、副室長、プロジェクトコーディネーター、
名古屋大学教員、事務職員で構成され、毎月、推進室会議を開催し、AC21 活動の企画、
運営、広報活動を行っている。AC21 推進室で提案される、AC21 の戦略、政策、プロ
ジェクトは、毎年、代表メンバー大学が参加して開催される運営委員会で議論され、2
年毎に開催される総会にて決議される。
各メンバー大学はそれぞれ、AC21 コミュニケーターとして職員を登録し、メーリン
グリストを作成して、メンバー大学間の連絡調整を行っている。また、コミュニケータ
ーは、各大学での AC21 活動の周知・取りまとめ、フォーラム時の企画、運営などを行
っている。
c. AC21 運営経費
AC21 経費は、会費、各フォーラムにおける開催大学負担金及び名古屋大学予算にて
まかなっている。会費は、スペシャル・プロジェクト・ファンド経費、広報経費の一部、
及び学生世界フォーラムの支援金として使用されており、事務局の運営や人件費など、
定常的な経費は名古屋大学が負担している。
AC21 では、フォーラムなどを開催大学負担にすること及び、事務局経費を名古屋大
学で負担することなどで、他のコンソーシアムと比較して会費を低く設定することが可
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能となっている。また、各国の GDP に応じた会費額を設定し、途上国が参加しやすい
環境になっている。しかし、コンソーシアムの運営は、メンバー機関からの会費によっ
て、独立した事務局を運営していくことが望ましい。現状の体制を維持するためには、
現在の倍以上の会費徴収を要請しなければならないため、運営委員会では、会費見直し
の議論が行われている。コンソーシアムの多様性を維持しつつ、メンバー機関が平等に
経費及び業務を負担していくためのバランスが課題である。
d. パートナー企業との連携
多くのメンバーが産業地域にキャンパスを持つ大学で構成されている AC21 の特色と
して、企業や自治体など地域社会にまでその連携を広めていく活動がある。AC21 パー
トナーは、2006 年国際フォーラムの際、Advanced West Midlands が多額の寄付を行うな
ど、国際フォーラム等への経費支援を行っている。また、2008 年国際フォーラムでト
ヨタ自動車北米研究所所長が同社の研究戦略を発表するなど、各フォーラムの企画に参
加し、メンバーとの情報交換・交流を行っている。
パートナー以外にも、2008 年国際フォーラムでは、ノースカロライナ州リサーチ・
トライアングル・パークの企業が参加し講演を行った。また、2009 年学生世界フォー
ラムでは、フォルクスワーゲンが講演や資金援助を行っており、こうした企業をパート
ナーとして定着させるために、AC21 に参加する魅力や利点を明確に示していくことが
課題の一つとなっている。
AC21 は、産学官連携を促進し、メンバー大学やパートナー企業との最新技術などの
情報の発信、技術移転、共同研究・受託研究の促進などを目指している。今後、パート
ナーとの連携を強め、AC21 への積極的な参加、支援を仰ぐための方策について、運営
委員会に設置されたワーキング・グループにて議論を進めている。
（ⅲ）成果

AC21 は設立から 7 年が経過し、メンバー大学との連携が強化されてきた。国際フォ
ーラムや学生世界フォーラム等は 2 年に 1 度の AC21 メンバー機関による持ち回り開催
が定着し、AC21 の中心的活動となった。開催大学の個性を重視し、AC21 の目指す方
向性について、各種の提案が行われたことも成果の一つである。
学生フォーラムでは、意見交換や議論などを通じて、様々な国が抱える問題や立場、
文化背景の違いなどを超えて交流することで、将来国際的に活躍する人材及びネットワ
ークを育成することができた。
名古屋大学にとって、世界的なコンソーシアム運営に中心的に関わり、多数の大学と
同時に連携協力していくことは未経験であり、挑戦的な事業であった。しかし、この 7
年間に積極的に AC21 の活動に取り組んだ結果、名古屋大学は直接的、間接的に多くの
ものを得ることができた。AC21 事業への取組は、共同研究や学生の交流など、直接的
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に研究交流を通じて知識人を養成するばかりでなく、AC21 事務局運営の経験や、文化・
価値観の違うメンバーとの交流や新しい視点からの助言を通じて、名古屋大学の教職員
の国際化に繋がった。
また、AC21 で培ったネットワークを通じて、AC21 メンバー大学であるノースカロ
ライナ州立大学と 2007 年 9 月、ウォリック大学と 2007 年 11 月に産学連携協定を締結
するなど、AC21 のネットワークが様々な活動に派生している。
今後も、AC21 を積極的に活用することで、AC21 の発展ばかりでなく、国際交流の
核として、優れた人材の輩出、21 世紀の学問の発展、科学技術与していくことが期待
されている。

広島大学：INU（International Network of Universities）の活動を通しての大学の国際化方策
（ⅰ）背景・問題意識

International Network of Universities（国際大学ネットワーク：以下 INU）はラ・トロー
ブ大学（オーストラリア）のオズボーン前学長が提唱して 1999 年に設立された国際大
学間コンソーシアムであり、参加大学の国際化、教員・学生の相互派遣、教員・学生の
相互派遣、教育・研究分野における相互協力、大学マネージメントにおける相互協力を
目的としている。この INU には現在 9 ヶ国 11 大学が加盟しており、年次総会と理事会
によって運営されている。事務局はスウェーデンのマルメ大学に設置されている（2008
年までラ・トローブ大学に設置）
。
この INU への参加は INU 理事会からの招待により行われている。広島大学はラ・ト
ローブ大学学長からの招待を受け、広島大学学長のリーダーシップによって 2000 年に
参加を表明した。その後、例えば学生セミナーの開催などを提案するなど、INU 活動に
積極的に参画し、また 2003 年には広島大学で総会を開催した。こうした中で、広島大
学の学長が理事に選出され、広島大学は理事校の一つとなった。それ以降継続して重要
かつ牽引的な役割を担ってきている。
INU を活用した取組として、INU 学生セミナー「地球市民と平和」
、INU 修士プログ
ラム「地球市民と平和」
、INU ダブル・ディグリー・プログラム「地球市民と平和」
、ヘ
ンリーフォン賞、WebCT を活用した遠隔授業、INU 研究連携、シャドウィング・プロ
グラムが挙げられる。
広島大学としては、2005 年策定の「『新』国際戦略」にて、
「ネットワーク化」を国
際戦略の一つとして掲げ、その取組の一つとして「国際的な大学間ネットワーク・コン
ソーシアムの組織化に努める大学づくり」を行うために、具体的な行動計画として「INU
に積極的に参画し、各種の国際共同教育事業、大学共同利用・運営事業、共同研究事業
あるいは共同産学連携事業を開発・展開する」ように努めており、INU を重要なコンソ
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ーシアムとして国際戦略に位置づけている。
（ⅱ）取組

INU の活動の中でも、INU 学生セミナーは、毎年 8 月に海外の加盟大学の学生が広島
に集まり、著名なゲストスピーカーとのディスカッションやワークショップ等を通じて、
Global Citizenship について考え、討議する機会を提供するもので、広島大学の提案によ
り 2006 年から始まった。毎年広島大学が主催しているが、平和に関する広島大学の理
念、国際戦略などの観点より、更に 2010 年から 4 年間広島大学が引き続き主催するこ
とを提案し、INU 総会にて了承、決定されたところである。
セミナーの海外からの学生募集は INU 事務局が行うが、プログラム作成、全体的な
総括、実際の学生受け入れ準備や会場手配、関係団体との交渉や調整は広島大学が行っ
ている。毎年学生の参加者が増えており（第 1 回：55 名、第 2 回：59 名、第 3 回：65
名）
、教職員も併せて総勢 80 名近くが参加するため、受け入れる側としても学内の体制
が整備されていなければならない。中心となる教職員との教職一体の連携によって業務
を計画的に準備し、国際戦略本部の下に設置された INU 事業実施部会の委員が中心と
なって、国際・平和担当の副理事とともに、セミナーの準備・実施を行っている。これ
ら事業の実施に係る経費については第 1 回から広島大学が負担している。学生を招致す
る費用については、広島大学と INU が相互に負担している。
INU ダブル･ディグリー・プログラムは、広島大学大学院の教育学研究科、社会科学
研究科、国際協力研究科が対象で、
「地球市民と平和」に関連する研究分野で、修士課
程在学中に海外 INU 加盟大学に 1 年間以上留学し、広島大学と海外の大学それぞれか
ら修士学位を取得するというプログラムである。各大学とは大学間交流協定に基づく学
生交流を行うため、海外大学での授業料は不要である。現在、フリンダース大学、マル
メ大学、レスター大学、キョンヒ大学、立命館大学が参加している。
INU 修士プログラムは、INU 学生セミナーをきっかけに構想されたもので、INU 加盟
6 大学の教員が共同で開発している。各参加大学は広島で開催される必修のサマースク
ールや１学期間の海外加盟大学への留学をコアとして、それぞれ「地球市民と平和」に
関連したプログラムを提供し、修了時に INU 修士プログラム修了証明書を授与する。
広島大学では 2009 年にサマースクールを提供することになっており、国際・平和担当
の副理事及び国際企画連携グループが関連部局と連携して、開発・実施にあたっている。
INU 研究連携は、INU を通じた研究力強化、国際共同研究を推進することを目的にす
るものである。これまで INU 総会において研究委員会を設け、21 の共同研究可能分野
を選定しており、広島大学でもそれぞれの分野についてコンタクトパーソンを決定して
いる。今後可能な分野から順次ワークショップなどが開催されることとなっている。広
島大学では、大学国際戦略本部強化事業の業務の一つとして、教員を研究委員会に派遣
している。
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シャドウィング・プログラムとは、ミドル・シニアレベルの大学アドミニストレータ
ーを 1～2 週間他の INU 加盟大学に派遣することにより、大学における管理運営、ガバ
ナンスについて学ぶ研修プログラムである。広島大学からはこれまで 2006 年、2008 年
に各 1 名ずつ国際部や図書館の職員を派遣している。
こうした様々な活動にコンソーシアムの一員として積極的に参加していくためには
安定した資金基盤が必要となる。INU に対しては、10,000 米ドルの年会費を拠出する
とともに、INU 学生セミナーを実施するための経費を負担するほか、年に一度の総会や
理事会にそれぞれ出席するための旅費など資金を確保しておかなければならない。広島
大学の場合、学長が INU 理事であることから、自らが総会や理事会に出席しているな
ど、学長のリーダーシップによって学長裁量経費を確保している。一方 INU ダブル・
ディグリー・プログラムの開発などは、文部科学省の外部資金を利用するなど資金を確
保している。
かかる投資を有効なものとするために、コンソーシアムを効果的に活用する必要があ
り、そのためには、コンソーシアム自体の活性化が不可欠である。そのため、広島大学
は、INU における諸事業を提案するとともに、平和に関する諸事業においてリーダー校
として活動を行っている。
学内レベルにおいては、体制の整備と専門的に取り組める人材の確保が必要となる。
広島大学では、先述したように国際戦略本部の下に専門部会として教員からなる INU
事業実施部会や INU ダブル・ディグリー開発実施部会を設置して、学内での意志決定
を行っている。学内調整、INU 事務局との連絡調整、海外加盟大学との連携などのため
に、国際経験のある人材を職員として雇用し、専門的な業務に従事させるようにしてい
る。このように、中心となる教員、コーディネートしていく職員が連携しながら協働す
ることで活動を推進することができている。
（ⅲ）成果

広島大学は、大学の基本理念のひとつとして「平和を希求する大学」を掲げているが、
例えば INU 学生セミナーは「平和」をテーマにするものであり、学生にその実践とし
ての教育を提供できている。また、INU ダブル・ディグリー・プログラムや INU 修士
プログラムはこの学生セミナーを契機として開発されたものであり、いずれも「地球市
民と平和」をテーマにしている。特に INU ダブル･ディグリー・プログラムでは、WebCT
を用いた英語による遠隔授業として平和関係科目（Peace and Change）の提供を行なっ
ており、
「平和」に関する国際的な教育面での活動が拡大・充実してきている。コンソ
ーシアムの組織化という国際戦略に沿った活動が教育面にも効果を及ぼしているとい
えよう。
また、INU の研究連携事業は研究ワークショップの開催などようやく端緒についたと
ころであるが、これまで積極的に教員を派遣しており、今後の展開が期待される。
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こうした一連の諸活動への取組はシャドウィング・プログラムとも併せて、教職員の
意識の国際化に繋がっており、このようにコンソーシアムの枠組みを活用することで直
接的にも、間接波及効果としても大学のヴィジョンに沿った研究、教育活動の国際的展
開や、大学の国際化、プロファイル強化を進めることに繋がっている。
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（３）総合分析及び具体的提言

より大規模で、組織的な連携が増加しつつある大学の国際活動にあって、
「コンソー
シアム」は、その象徴とも言えるものである。次の表 4-1-1 は、主な国際コンソーシア
ムのうち、日本の大学が参加しているものを中心に取り上げたものである。もちろん、
そのほかにも、数多のコンソーシアムが組織されている。その形態はより多面的であり、
目的も多様であるため（de Wit）
、これらをタイプ別に定義することは難しい（Beerken，
2001）
。しかしながら、
「加盟」のみで特に大きな活動のないコンソーシアムと、意図や
目的が明確であったり、加盟審査が行われていたりといったように、その形成・運営に
おいて何らかの戦略性を持ったものとを区別することは、ある程度、可能であろう。そ
うした観点に立って考えると、本項において取り上げた事例は、いずれも、
「単に加盟
するだけ」ではなく、目的やねらいにおいて一定の戦略性が認められるコンソーシアム
であると言える。
近年、政策的にも、大学間交流協定等、既存の枠組を活用した国際活動が奨励される
中、「優良なコンソーシアムに参画し、その活動に積極的に貢献していくことは、機関
の国際的なプレゼンスの向上を図る上でも、非常に重要」
（日本学術振興会，2007）に
なっている。コンソーシアムに参加する・しない、あるいは、どのようなコンソーシア
ムにどのような形で参画するか、という意思決定を含め、これらとどう付き合っていく
かを戦略的に考えていくことが求められる。
表 4-4-1 全学レベルで結ばれた主な国際コンソーシアム
地域
アジア

コンソーシアム等
東アジア研究型大学協会 AEARU (Association of East and Asian Research Universities)

環太平洋地域
国際
国際
国際
アジア
国際
国際

環太平洋大学協会 APRU (Association of Pacific Rim Universities)
Universitas 21
国際大学ネットワーク INU(International Network of Universities)
世界大学ネットワーク WUN (Worldwide Universities Network)
アジア学長会議※Conference of Asian University Presidents
国際学術コンソーシアム AC21 (Academic Consortium 21)
国際研究型大学連合 IARU (International Alliance of Research Universities)

年
1996
1997
1997
1999
2000
2000
2002
2006

※アジア学長会議は「国際コンソーシアムとは異なるが、連携構想に基づくものであり、またその活動に
おいて、憲章を定め、学生交流など、学長会議という範疇におさまらない活動を行っているため、
「国際
コンソーシアム」に類するものとして取り上げた。

戦略性が求められるがゆえに、
「国際的な大学間連携の促進、国際的なコンソーシア
ムへの参画」は、大学の国際的な諸活動の中でも、本部等の関与の度合いが高い項目で
となっている（図 4-4-1 参照）
。このことは、特に、採択機関において顕著であり、数
字にも表れている。図 4-4-2 は、戦略本部の関与の度合を問うたものである。採択機関
のうち、戦略本部が、中心的に、あるいは、側方支援的に関与したと回答した機関の割
合は、95％にまで達している（図 4-4-2 参照）
。
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図 4-4-1 国際化推進に関する方策の実施状況、本部等の関与の度合

図 4-4-2 方策の実施状況、本部等の関与の度合（採択機関と非採択機関の比較）
では、各大学は、国際コンソーシアム等への参加によって拓かれる機会をどのような
目的で活用しようとしているのであろうか。また、実際に活用できているだろうか。次
の図 4-4-3、4-4-4 は、国際コンソーシアムに参加している大学が、その目的と達成度
合について示した回答を、採択機関、非採択機関別にまとめたものである。
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d 加盟大学との教育･研究情報共有化
e 国際的なワークショップやセミナーの開催
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図 4-4-3 大学間コンソーシアムの目的と達成度合（採択機関）
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d 加盟大学との教育･研究情報共有化
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f 大学の個性化・プロファイル化（専門領域特化）
十分達成している

ある程度達成している

どちらとも言えない

あまり達成していない

達成していない

図 4-4-4 大学間コンソーシアムの目的と達成度合（非採択機関）
目的として、
「加盟大学との研究・教育プログラムの実施」
「加盟大学との教育・研究
情報共有化」を挙げている割合が高いことは、採択機関・非採択機関に共通する特徴で
ある。両者の相違点として、まず、挙げられるのは、採択機関の方が、「自校の国際的
ステイタス・プレゼンスの向上」や「大学の個性化・プロファイル化」など、大学のブ
ランディング的な項目に対する支持が相対的に高いことである。採択機関が、コンソー
シアムを戦略的ツールとして認識し、活用していることが伺える。また、この項目に限
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らず、全体的に見て、各項目への支持及び達成度が高いことも採択機関の特徴である。
これは、非採択機関以上に、採択機関が、コンソーシアムの活用において、一定の成果
を挙げ、そのことを評価していると考えていることを示すものである。
では、コンソーシアムの成否に影響を与えるのは、どのような要因であるのか。de Wit
（2004）は、先行研究のレビューから、成功要因として、長期的な関係を築くこと、中
長期的な展望を持つこと、緊密な連絡体制を敷くこと、中核的人材を確保すること、目
的を明確化すること、活動を焦点化すること、財源を確保すること、参加することのメ
リットを理解させること、などを、失敗要因として、中核的人材が欠如していること、
短期的な展望で物事を考えること、一度に多くのことをしようとすること、規模を大き
くしすぎること、などを、それぞれ挙げている。
このことを踏まえて提示した「コンソーシアムが意識すべき点」は、①ミッション、
②目的、③地理的な焦点、④規模、⑤参加者の構成（ミッションと目的に適っているか）
、
⑥コンソーシアムの提唱者・中心メンバーとその他のメンバーとの関係、⑦リーダーシ
ップと各機関の関与のバランス、⑧会費や内部・外部資金等の財源、⑨組織構造、⑩評
価と活動のメカニズム、という 10 の要素である。
これらの要素は、単に成否を握るというだけでなく、各コンソーシアムの特徴を描き
出す枠組としても有用である。そこで、これらのうち、特に、コンソーシアムの組織運
営に関わる要素（①ミッション、②目的、⑥コンソーシアムの提唱者・中心メンバーと
その他のメンバーとの関係、⑧加盟料や内部・外部からのプロジェクト予算等の財源）
について、本節において事例として取り上げた 6 大学（北海道大学、東北大学、東京外
国語大学、東京工業大学、名古屋大学、広島大学）の状況に照らし合わせながら見てい
きたい。

包括的な活動

まず、ミッションや目的については、
コンソーシアムの性格に関係するも
のである。各事例を見てみると、名古
屋大学と広島大学は全学規模のコン
全

するものである。実際、名古屋大学の

学

特定領域

ソーシアムであり、広範な活動を志向
AC21 及び広島大学の INU は、いずれ
も、教育・研究・管理運営等、多様な
活動を企図している。一方、東北大学、
東京工業大学、東京外国語大学、北海
道大学の事例は、それぞれ、
「工学」
「科学技術」
「アジア・アフリカ研究」

焦点化した活動
図 4-4-5 採択大学の取組の活動形態による分類

- 155 -

「持続可能な開発」という特定領域・
テーマを対象とする分野別コンソー

研究環境国際化の手法開発（大学国際戦略本部強化事業）最終報告書
グローバル社会における大学の国際展開について
～日本の大学の国際化を推進するための提言～

シアムである。いずれの事例も、部局単位ではなく、全学として参加しているものであ
るが（他のコンソーシアム参加機関には、部局レベルで参加しているところもある）
、
その領域は焦点化されている。活動状況は、それぞれ、異なっている。東北大学が参加
する T.I.M.E は、ダブル・ディグリー・プログラムの推進を通じた国際的人材の育成を
目的とするものである。それに対し、北海道大学が参加する ProSPER.Net は、
「持続可
能な開発」をテーマとした大学院のネットワークを標榜しつつ、FD や評価等も活動の
射程に入れている。東京外国語大学が参加するアジア・アフリカ研究・教育コンソーシ
アムも、教育交流・研究交流を広く行っていこうとするものである。東京工業大学は、
タイの複数大学と政府機関と協働し、科学技術の特定分野における国際連携大学院を設
立しようとするものであり、現地事務所を通じた、産学官の取組である（図 4-4-5 参照）
。
一般に、大学間コンソーシアムは対象が限定されている方が機能しやすいとされる。
確かに、対象を焦点化している東北大学の事例は、何をなすべきかが明確である分、コ
ンソーシアムも機能的である。しかしながら、全学的かつ包括的なコンソーシアムであ
っても、上手に活用できる場合もある。たとえば、大学の基本理念であり、また、ブラ
ンド化のメインコンセプトでもある「平和」を掲げて、コンソーシアムでの活動を展開
している広島大学の取組はその一例であろう。参加する大学自身が、コンソーシアム活
用のヴィジョンを描くことにより、目的を明確化し、具体的な活動につなげているので
ある。また、
「持続可能な開発」という国際活動におけるテーマを、
「国際」の枠を超え
て展開している北海道大学の事例も、「国際化」を単独で展開するのではなく、大学の
メインストリームに位置づけ、実施している点において、興味深い。コンソーシアムを
通じて、何を行うか。活動を実質化させていく上で、この問いに対する答えを明確にす
ることが求められている。

図 4-4-6 中心－周辺型

図 4-4-7 同格交流型
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次に、コンソーシアムの組織体制、つまり、提唱者・中心メンバーとその他のメンバ
ーとの関係についてみてみたい。コンソーシアムは、通常、いずれかの大学が設立を提
唱する形で構築されている。その結果、コンソーシアムの形態として、提唱大学は、す
べての参加大学と二大学間の関係を持っているものの、提唱大学以外は、他の参加大学
間のつながりを持たない、といったものも数多くみられる。
「ハブとスポーク（hub and
spoker）型」
「シングル・ノード（single-node）型」(Teather, 2000)、
「中心－周辺型」
（Tsang
& Teather, 2004）とも呼ばれるこのモデル（図 4-4-6）について、Prichard(1996)は、失
敗する可能性のあるコンソーシアム・モデルであると警告を発している。一方、加盟大
学がより対等な立場でコンソーシアムを形成している事例が、図 4-4-7 の同格交流
（equal interaction）モデル（Tsang & Teather, 2004）である。
本節で紹介した事例の多くは、同格交流型に位置づけられるものであるが、名古屋大
学の AC21 は、中心－周辺型に近い形で、スタートしている。これは、自らが提唱者と
なり、二大学間協定など既に関係を有していた大学に声をかけて立ち上げたという経緯
に由来する。その後、AC21 がコンソーシアムとして、様々な取組を重ねる中で、参加
大学間の交流も増大してきており、同格交流型への移行が進んでいる。同様の状況は、
他のコンソーシアムでも看取できることから、中心－周辺型から同格交流型への移行は、
コンソーシアムの発展プロセスに組み込まれている、と捉えることもできる。それは、
また、コンソーシアムの運営において、各加盟機関それぞれが参加意識を持って、コン
ソーシアムの活動に貢献すること、さらに、その積み重ねを通じて、互いにメリットの
ある win-win の関係を構築していくことの意義を示すものでもある。
三点目の財源の確保は、多くのコンソーシアムが課題としているものであり、各機
関・各コンソーシアムは、様々な策を講じて、これに取り組んでいる。事例として取り
上げた 6 大学でも、コンソーシアムの枠組を活用して行われる活動のために、日本学術
振興会の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（東京外国語大学）
、
文部科学省の「国際協力イニシアティブ事業」
（北海道大学）や「国際化加速プログラ
ム」
（東北大学）や「大学教育の国際化推進プログラム」
（広島大学）により、外部資金
を得ている。東京工業大学のように、在外日系企業や現地企業など、民間から資金を得
ているケースもある。さらに、名古屋大学の AC21 では、加盟校の地元企業、NPO・NGO
団体、自治体などを、AC21 パートナーとして迎え入れており、活動のみならず、経費
の面でも支援を受けるなどしている。国際産学官連携の要素も入った新たなアプローチ
は、財源確保以外の面でも興味深い。
コンソーシアムの運営資金の財源が多様化する一方、
「外部資金に依存するコンソー
シアムは失敗しがちであり、機関独自の資金を基盤とし、付加的に外部資金を活用して
いくことが理想的」
（de Wit）とする指摘もある。
持続可能なコンソーシアムの運営には、
安定的な財政基盤が不可欠である。多くのコンソーシアムで、この問題に対する処方箋
として採用されているのは、会費の徴収である。日本の大学が参加するコンソーシアム
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も、例外ではなく、東北大学の T.I.M.E、名古屋大学の AC21、広島大学の INU などは、
年会費を徴収している。これにより、資金面の問題が完全に解消されるというわけでは
ないが、コンソーシアムとして、一定程度の財政基盤は保証されることになる。もちろ
ん、会費を納めるからには、費用対効果など、当事者にとっては検証すべき点も出てく
る。そのためにも、コンソーシアムの活動を実質化し、活発化させることが重要になっ
てくるのである。その中には、もちろん、目的を明確化した上でコンソーシアムに参加
するということや、加盟機関それぞれが、利益を享受できるようなコンソーシアムの在
り方を考えていくことなども含まれる。
また、コンソーシアムの継続的な運営には、コンソーシアムの国際的認知度もさるこ
とながら、学内での認知度を高めることも重要である。つまり、全学的な組織が中心と
なってコンソーシアムを設立ないし加盟しても、その活動内容が学内の教職員と学生に
認められ、全学的な理解が得られなければ、その継続性にはつながらない。そういった
意味で、北海道大学においてプロジェクト・マネージャーが学内関係者に対して実施し
た個別の説明や相談、名古屋大学において AC21 担当者が英語と日本語の二言語で定期
的に行ったニュースレターの発行は、学内における浸透を図る上で、大いに参考となる。
以上、運営面での特徴について触れながら、国際コンソーシアムへの参加及びその活
用における課題を、採択機関の取組を紹介しながら述べてきた。これらから明らかにな
ったのは、戦略的取組が求められる国際的な大学間連携やコンソーシアムの活用におい
て、「国際戦略本部」が一定の役割を果たしてきているという事実であろう。それは、
とりわけ、全学的・組織的に行われる取組において顕著である。本稿で取り上げた事例
は、いずれも、コンソーシアムが提供する枠組を積極的に活用するものであり、グッド・
プラクティスと言っても良いだろう。しかし、これらは、完成形ではなく、むしろ、開
発途上の取組である。それゆえ、各採択機関には、継続的取組が期待される。
その鍵として、最後に、コンソーシアムを支える「人」の存在を挙げたい。いかに優
良な国際連携やコンソーシアムに参加したとしても、それを担い、支える人材なくして
は、意味をなさない。このことは、AC21 の事務局を担ってきた名古屋大学が、その経
験知の蓄積がもたらした教職員の国際化を、本事業の成果として指摘していることから
も、明らかであろう。大学間連携やコンソーシアムの発展とともに、人が育つようなし
くみの構築は、事業の継続性につながるものと考える。
＜秋庭
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