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４．国際的な大学間連携及びコンソーシアムの活用 

 

（１）現状認識、課題 

   高等教育市場のグローバル化の進展とともに、大学間の国際的な連携が急

速に拡大している。いわゆる国際的な連携のうち、公的な枠組みのもとで行

われる全学レベルのものとして最も一般的なのは、二大学間の学術交流協定

に基づく連携である。文部科学省の調査（『大学間協定の締結について』『大

学等間交流協定締結状況等調査』）によると、各大学が締結している大学間協

定の数は、平成 2（1990）年度には 2,997 件であったが、平成 16（2004）年

度には 11,292件にまで増加している（図Ⅲ－4－1 参照）
１）

  。とりわけ、ここ

数年は急増しており、平成 12（2000）年度から平成 16（2004）年度までの間

にほぼ倍近くになるなど、我が国の大学の国際的な連携は広がりを見せてい

る。 
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図Ⅲ－４－１  協定数の変遷（平成 12（2000）年度～平成 16（2004）年度） 

出典：  文部科学省『大学等間交流協定締結状況調査』より JSPS 作成 

 

近年では、こうした伝統型のものに加え、複数の大学から構成されるコン

ソーシアム型（あるいはアライアンス（リーグ）型）の連携が増えつつある。

このことは、上記調査において、平成 16（2004）年度以降、コンソーシアム

型に分類される協定数が個別に調査されるようになったことからも明らかで

ある。 

（件） 

35

Ⅲ 観点別分析 

日本学術振興会 



 

37 

コンソーシアムをベースとした連携の形態としては、二国間のあるいは地

域間の枠組みによるコンソーシアム対コンソーシアム型のものや、複数の大

学から構成される多国籍連合体としてのコンソーシアム型のものなどが一般

的である。我が国では、当初、二国間あるいは地域間交流において、双方が

コンソーシアムを形成し、コンソーシアム間の交流を行うという形式が多く

見られた。実際、前述の文部科学省による調査（平成 16（2004）年度）でも、

コンソーシアム形式の協定数は 15 件、延べ 83 件という数字が報告されてい

るが、参考として示されている協定の例は、いずれもこの類型に属するタイ

プのものであった1。しかし、近年、共通のプロファイルを有する大学による

連合体形式のものが国際的な枠組みのもとで締結されるようになった。その

結果、我が国でも、研究型の総合大学を中心に、よりマルチな多国間型のコ

ンソーシアムに参加する事例が増えている。表Ⅲ－4－1 は、主な国際コンソ

ーシアムの一覧である。 

表Ⅲ－4－1 が示しているように、これらは、いずれも広範な活動を志向す

る野心的なものである。まだ、コンソーシアム自体の歴史が浅いこともあり、

発展途上の取組もあるが、国際コンソーシアムが、加盟大学に対し、教育・

研究・管理運営など様々な活動を国際的に展開する枠組みをもたらしている

ことは事実である。コンソーシアム型の組織の整備が進み、こうした連合体

を対象とする競争的研究資金も増えつつある中、わが国の大学でも、コンソ

ーシアムに参加し、それによって開かれた機会を学内の国際活動を発展させ

る起爆剤・促進剤として活用しようとする動きが高まってきている。 

そこで、本項では、①どのような経緯で国際的な大学間連携やコンソーシ

アムなどに参画し、②どのような形で活動に貢献し、③それによって開かれ

た機会を自らの国際活動の充実、ひいては、大学自体の活性化にどのような

形で活用しているのか、といった点に着目しながら、注目すべき取組を見て

いきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

1 代表的なコンソーシアム形式の協定として、「兵庫地域の大学とアジア・太平洋地域大学間の交流

枠組みに関する協定」「メカトロニクスにおける設計及び生産の分野における学生の国際交流に関

する協定書」「日仏共同博士課程コンソーシアム」「日本国石川県所在の大学と中華人民共和国江蘇

省所在の大学との友好交流協定」が詳細されている。 
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表Ⅲ－４－１ 全学レベルで結ばれた主な国際コンソーシアム 

国・地域 コンソーシアム等 活動（一部計画段階のものも含む） 年 国内加盟大学

アジア 東アジア研究型大学協会 
AEARU (Association of 

East Asian Research 

Universities) 

学生交流、教員交流、共通カリキュラム・単位互換制度

の開発、施設・設備・情報の共有、共同研究、ワークショ

ップや国際イベントの開催、など 

1996 京都（1996）、 

大阪（1996）、 

東北(1998)、 

東京工業

(1996)、 

東京（1996）、 

筑波（1996） 

環太平

洋地域 

環太平洋大学協会 
APRU (Association of 

Pacific Rim Universities) 

学長の年次会合、シニアスタッフ会合、APRU 事業

（APRU 加盟大学間の知識・技術移転）、共同研究プロ

ジェクト、遠隔教育（インターネットを含む）、研究シンポ

ジウムの開催、フェロー・プログラム（特定テーマについ

ての連続セミナーの開催及びアウォード・シードグラント

を含む）、博士課程学生会議、学生交流（学部生対象

サマープログラムなど） 

1997 慶應義塾

（2002）、 

京都（1997）、 

大阪(1997)、 

東京（1997）、 

早稲田（1997） 

国際 Universitas 21 会議・会合の開催（トップマネジメントから学部学生まで

の様々なレベル、特定分野から全学レベルまで多様な

形 態 ）、学 生 交 流 （留 学 、サマースクール、研 究 発 表

会）、オンラインによる大学院プログラム、研究交流（研

究者交流、共同研究）、競争的研究資金、e-books の

刊行、など。 

1997 早稲田（2006） 

国際 国際大学ネットワーク 
INU(International Network 

of Universities) 

会議・会合の開催（AGM、事務レベル、学生レベル、研

究ワークショップ：国際化及び教育に関するもの）、学生

交流、教職員交流、研究協力、共同プログラム（教育）、

アウォード・補助金（研究フェローシップ、シード・ファンデ

ィング）、ベンチマーク活動、など。 

1999 広島（2000）、 

立命館 

国際 世界大学ネットワーク 
WUN (Worldwide 

Universities Network) 

共同研究、国際研究流動性スキーム（IRMS）による

博士課程学生・研究者交流、e-ラーニング、オンラ

インによる双方向型のビデオセミナーの開催、など 

2000   

アジア アジア学長会議※２ 

Conference of Asian 

University Presidents 

学長会議の開催、研究教育協力拠点（ネットワーク

ポイント、ブランチオフィス）、学生交流（ASEP、

共通カリキュラム、共同サマープログラム）、若手

研究者養成（九州大学への受け入れ） 

2000 九州（2000） 

国際 国際学術コンソーシアム 
AC21 (Academic 

Consortium 21) 

学生交流、教職員交流、研究関心・学術活動に関する

情報の共有、連携教育プログラムの開発、異文化の地

域間交流支援、AC21 国際フォーラムの開催 

2002 名古屋（2002） 

国際 国際研究型大学連合 

IARU (International 

Alliance of Research 

Universities) 

会議・会合の開催、共同研究、大学の諸活動に関する

共同プロジェクト（ワークショップ）、学生交流、教職員交

流、サマースクール、インターンシップ、共同/二重学位

の開発 

2006 東京（2006） 

国際 アジア・アフリカ 

研究・教育コンソーシアム 

CAAS (Consortium for 

Asian and African 

Studies) 

研究者交流、学生交流、国際会議・セミナー・シンポジ

ウム・講演などの共同学術イベントの開催、共同研究

プロジェクトの展開、若手研究者の共同養成、出版物

や情報の共有  

2007 東京外国語

（2007） 

※１ 下線部は、大学国際戦略本部強化事業採択機関 

※２ 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、学生交流等、学長会議という範疇に収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。 

 

 

（２）注目すべき取組例 

【慶應義塾大学】：大学間交流協定の戦略的締結 

慶應義塾大学は、同種のプロファイルを持つ他の国内大学に比して留学生

数・協定数ともに少ないという問題意識から、海外の優れた大学や研究機関

と全学レベルの関係の構築に取り組んでいる。 
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新たな関係構築にあたっては、これまでの強みを維持しつつ、弱みを克服す

るという戦略的スタンスが取られており、現状分析及び調査・視察を経て、戦

略本部主導で、主に学長（塾長）外交を通じて、協定締結を進めるという手順

が踏まれている。また、これと平行して、各学部・研究科が有している海外の

優れた教育・研究機関とのネットワークを、全学的な協定へと発展させる試み

も進めている。その結果、平成 17（2005）年から平成 18（2006）年の間に、交

流協定数は 52 校、留学生数が約 100 名増加した。 

 

【名古屋大学】：コンソーシアムにおけるイニシアティブ 

名古屋大学は、12 カ国 25 大学が加盟する国際学術コンソーシアム

（Academic Consortium 21: AC21）に参加している。この AC21は、総長の

リーダーシップのもと、名古屋大学自らが提唱し、平成 14（2002）年に構

築したコンソーシアムである。自らの協定校に声かけを行ったという経緯も

あり、名古屋大学は、設立の前段階から主導的な役割を果たしており、コンソ

ーシアムの事務局も学内に置いている。その結果、事務局体制の強化が図られ

るという副次的効果が生み出された（第 6 章「職員の養成、確保」にも関連項

目あり）。 

また、AC21 が実施している国際フォーラムや学生世界フォーラム（いずれも

隔年開催）、ベンチマーキング活動（第 2 章「目標設定、行動計画、評価体制」

において詳細な説明あり）等にも、積極的に参加している。 

 

【東京大学】：コンソーシアムによる国際プレゼンスの向上 

東京大学は、東アジア研究型大学協会（AEARU）、環太平洋大学連合（APRU）、

国際研究型大学連合（IARU）など、様々な地域的枠組みのもとで構築された

国際コンソーシアムに参画している。これらは、いずれも、各国の旗艦大学

を中心とするコンソーシアムであり、これらに、参画し、積極的に活動・貢

献することで、国際的なプレゼンスの向上を図っている。 

これらのうち、最初に参加した AEARU では、総会や理事会以外にも、学生対

象のサマーキャンプ、研究者によるテーマ別のワークショップ、事務職員を対

象とするワークショップなどが実施されており、東京大学では、こうした活動

に積極的に取り組んでいる。 

なお、AEARU には、大阪大学、京都大学、東京工業大学、東北大学も参加し

ている（京都大学の活動状況については、6 章「職員の養成、確保」に関連項

目あり）。 

 

【広島大学】：コンソーシアムの枠組みを活用した大学のプロファイル強化 

広島大学は、8カ国 12 大学が加盟する国際大学ネットワーク（INU）に平

成 12（2000）年から参加している。同ネットワークでは、理事校として、学

生セミナー、研究ワークショップ、職員向けのシャドウィング・プログラム、

教育に関する会議、遠隔教育プログラムなどにも積極的に参加している。 

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
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ているが、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）の提供を行ったり、「平和」をテーマとする学生セミナーを INU と広島

大学双方の実施経費負担により開催したりするなど（55 名が参加）、コンソー

シアムの枠組みを活用し、大学のビジョンに沿った活動を国際的に展開するこ

とで、大学の個性化、プロファイル強化を進めている。 

 

  【東京外国語大学】：本部主導による国際コンソーシアムの結成 

アジア・アフリカ研究・教育においてトップクラスの海外諸機関と連携・

協力し、世界的な研究教育拠点を形成することを目的に、平成 19（2007）

年 3 月、「アジア・アフリカ研究・教育コンソーシアム（Consortium for Asian 

and African Studies: CAAS）」を結成。参加機関は東京外国語大学の他、フ

ランス国立東洋言語文化学院、ライデン大学、シンガポール国立大学人文社

会学部、ロンドン大学東洋・アフリカ研究学院。コンソーシアムの結成にあ

たっては東京外国語大学が主導し、幹事機関となっている。 

現在ではまだ数少ない人文社会学系のコンソーシアムである点、基礎研究

をカバーしつつ国際貢献までも視野に入れている点、また日本の大学が主導

している点、「本部」が主導した成果である点などをはじめ先駆け的な事例

として注目すべきだろう。 

 

【鳥取大学】：自治体レベルの交流が大学間連携へと発展 

  環日本海を中心として鳥取県が長い友好交流の歴史を持つ韓国江原道、

中国吉林省、ロシア沿海州、モンゴル中央県の知事・省長が一堂に会する

「北東アジア地方政府知事・省庁会議」をきっかけに、各地方政府の域内

にある大学が参加する「北東アジア地域大学教授協議会（仮）」の結成へと

発展。参加大学間の学術交流の活性化を図るとともに、大学が持つリソー

スを活用して北東アジア地域が抱える共通課題を解決することを目指す。

第 1 回会合を平成 19（2007）年秋に開催する予定。 

 

 

（３）分析及び提言 

 ○コンソーシアム参加のねらい 

  大学がコンソーシアムを形成する、あるいは、コンソーシアムに参加するこ

とには、次のようなメリットがあると考えられる。 

 

① 国際的プレステージ・プレゼンスの向上 

近年、大学の国際活動において、より大規模で、組織的な連携が増加し

つつある。そのような状況において、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ステージやプ

レゼンスの向上を図る上でも重要である。また、事例として取り上げた国

際コンソーシアムの多くが、加盟に際し、厳しい条件を課していることか

ら、優良な国際コンソーシアムへの加盟は、一定の質を保証するツールと
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もなっている。 

 

② 国際活動の効果的・効率的展開のための基盤強化 

先に触れたように、コンソーシアムは、参加すること自体にもメリット

はある。とはいえ、コンソーシアムへの「参加」は、手段であり、目的で

はない。重要なことは、それによってもたらされた機会を、国際活動の発

展、ひいては、大学改革・改善に活かしていくことである。 

実際、コンソーシアムは、教育・研究・管理運営など、大学の諸活動全

般にわたる協力関係を強化し、諸活動の効果的効率的展開を図る機会をも

たらす。自らが提唱したコンソーシアムを活用し、ベンチマーキングや職

員研修、研究交流などを行っている名古屋大学の事例は、コンソーシアム

を通じて拓かれた機会を、管理運営においても積極的に活用しようとして

いる点において、非常に興味深い。 

 

③ 大学の個性化、プロファイル強化 

コンソーシアムにおける活動を、大学の個性化、プロファイルの強化

に活用している例もある。たとえば、平和をテーマとする遠隔授業の提供

や学生セミナーの開催など、「平和を希求する大学」という基本理念に沿

った活動を、国際ネットワークの枠組みを活用して積極的に展開している

広島大学の例や、アジア・アフリカ研究という「強み」を活かし、ディシ

プリン（学問領域）・ベースのコンソーシアムを本部主導で構築した東京

外国語大学の例などは、注目に値する試みであろう。 

 

④ ファンド獲得のための足がかり 

コンソーシアムへの参加は、外部資金獲得に関しても有利に働くとの目

算が、大学側にはある。外部資金獲得におけるコンソーシアムの有効性

についてはまだ実証できる段階には至っていないが、欧州や我が国にお

ける競争的資金配分の動向を見る限り、国際的潮流として、ファンディ

ングの対象が個別の機関からコンソーシアムを基礎としたネットワーク

へとシフトしていることは、確かであろう。このことから、実質的な活

動を伴う良質なコンソーシアムに参画し、積極的な活動を行っていくこ

とは、外部資金獲得のためにも重要な要素となることが予測される。 

 

 ○連携強化のための戦略的アプローチ 

 これまで、様々な国際コンソーシアムが形成・構築されてきているが、こ

れらの誕生において、我が国の大学が提唱者となって進めた例は、必ずしも

多くない。しかし、表Ⅲ－4－2 のように、我が国の大学が、コンソーシアム

の設立を提唱する事例や、参加したコンソーシアムにおいて、要職に就き、

積極的に活動を展開する事例などが、増えつつある。未だ、多くの国際コン

ソーシアムが、発展途上にある中で、我が国の大学が、他の加盟機関との組

織的連携を強固なものとし、自校だけでなくパートナー機関にとってもメリ
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ットのある、ウィン・ウィンの関係へと発展させ、コンソーシアムの活性化

に寄与していくことが、今後ますます期待される。 

 

表Ⅲ－４－２ コンソーシアムにおいて主導的役割を果たしている大学 

（平成 18（2006）年度） 

国際コンソーシアム等名称  

東アジア研究型大学協会 

（AEARU） 

副議長（次期議長）：京都大学 

環太平洋大学協会（APRU） 理事会メンバー：東京大学 

国際大学ネットワーク(INU) 副会長：広島大学 

国際学術コンソーシアム(AC21) 提唱・事務局・運営委員会メンバー：名古屋大学

アジア・アフリカ研究・教育コンソーシアム(CAAS) 提唱・事務局：東京外国語大学 

アジア学長会議 提唱・運営連絡会メンバー：九州大学 

 

 また、コンソーシアムの事務局機能を担う場合、事務局において、国際業

務遂行能力が強化されるなどの副次的なメリットもある。これらは、大学側

にとっては、大きな挑戦でもある。しかし、こうした活動に取り組み、場数

を踏むことで、大学の管理運営の国際化につなげていくことが望まれる。 

 国際コンソーシアムに代表される組織的な国際連携は、従来からの国際共

同研究の実績などをベースとして誕生している例が少なくない。ゆえに、今

後、大学が国際活動を全学的に推進し、国際展開を戦略的に行っていく上で、

部局の取組を本部が十分に把握していることが重要となる。こうした取組を

通じて、国際的なネットワークづくりを行っている大学の例もある。たとえ

ば、慶應義塾大学は、部局が有している優良なネットワークを全学的活動へ

と発展させる試みを行っている。こうした取組は、部局レベルの先進的活動

を全学レベルで支援していくこととともに、大学の国際展開を戦略的に行っ

ていくという点において重要である。 

 国際共同研究が組織的連携へと発展する一方で、コンソーシアムがあること

によって、個別の共同研究が活性化される例もある。全学的な枠組みの整備が、

国際共同研究を推進・支援するしくみを生み、結果として、研究の立ち上げや

運営をスムーズに進める効果をもたらしていることは、その一例である。また、

近年では、国際コンソーシアムが共同研究を立ち上げる事例も見られる。まず

研究ありき、ではなく、加盟校間で調整した共通の関心領域をもとに、研究プ

ロジェクトを立ち上げ、加盟校から参加者を募るというスタイルは、研究者個

人が、国際的な研究ネットワークにアクセスする機会をもたらしている。 

 多様な機会をもたらすコンソーシアムであるが、克服すべき課題もある。そ

のうち、最も困難でかつ、重要であるものが、その形成及び維持にかかる費用

の確保であろう。現在のところ、加盟機関から徴収した参加費（加盟費）を財

政的基盤としつつ、寄付金や国際的な研究資金など、外部資金を獲得してコン

ソーシアムとしての活動を運営している例が見られるが、必ずしも潤沢な資金

があるわけではない。財政的な問題がコンソーシアムの活動を制限しているこ

とも事実である。ゆえに、コンソーシアムにおける活動の持続可能性を担保し、
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さらなる発展へと繋げていくためにも、今後、資金調達方法について、工夫・

検討が求められる。 

 さらに、多様なコンソーシアムのあり方を模索するという観点から、国際

産（官）学連携的な要素を含むコンソーシアムなど、新たな形態の連携につ

いても、今後、可能性のひとつとして検討することを期待したい。 
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