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　世界から優秀な人材を教職員及び学生とし
て、より多く迎え入れることを目指す。
　同時に、より多くの学生を海外の主要な高
等教育機関に送り出すことにより、早い段階
から国際的アカデミックサークルの一員とし
て活動し、また人的ネットワークも築けるよう
な基盤を確立する。
　研究面でも、重要な成果を、海外における
フォーラムや多言語によるサイト等により、よ
り積極的な海外への情報発信に努める。
　事務職員の育成においては、単なる語学
研修のみなならず国際交流業務全般にわた
る研修を実施する。

今後５ヵ年間に具体的な取り組みとして、以下のことを行う。
１．優秀な学生・研究者の受入促進
　①北京の清華大学に東北大学ブランチの開設準備、各種サービス提供、日本語教師派遣等
　②清華大学との共同博士・修士課程プログラムの準備、開始等
　③フランスのINSA-Lyon（国立応用科学院リヨン校）における東北大学リエゾンオフィス強化機能、
　　東北大学ブランチの設置準備、開設、各種サービス提供等
　④INSA-Lyon及びエコールセントラル（フランス）とのダブルディグリープログラム開始の実施準備、開始等
　⑤フランスの複数の学術・教育機関ダブルディグリープログラムを広げる実施準備
　⑥外国人研究者へのサービス提供について検討開始、実施
２．グローバルネットワークの構築
　①東北大学ＥＵフォーラム開催の準備、実施、ＥＵ関係機関との今後の交流方策について協議
　②グローバルネットワーキングのフィージビリティースタディーの実施、国内連携体制の構築
　③海外の東北大学ＯＢ会組織支援のための準備、実施
３．国際情報基盤の構築
　①国際交流データベース構築準備、運用開始
　②英文ウェブサイトの作成、更新
４．事務職員研修の実施
　①国際業務担当職員（窓口業務担当含む）のための国際業務マニュアルの作成
　②国際業務担当職員のための中級・上級レベルの英語研修のカリキュラム作成と中級英語研修の実施
　③協定校との国際交流担当職員長期交換についての協議、実施
５．国際産学連携の推進
　①産学連携プログラム準備会合の実施
　②フランスにおける日本人学生のインターシップについて現地ＪＥＴＲＯ事務所と協議、実施
６．全学的国際事業の支援
　①『国際シンポジウム　-魯迅の起点-』の北京での開催支援
　②『東北大学ＥＵフォーラム』開催支援
　③『創立１００周年記念国際会議』開催支援

　経営体としての大学が統一的な意志の下に戦略的、
機動的に国際交流に取り組むための中核となるグロー
バルオペレーションセンター（ＧＯＣ）を設置し、国際交流
担当理事の諮問機関である国際交流企画室会議との連
携により、大学全体の国際戦略を企画立案及びその実
現化を図る。
　具体的には、以下の７つの事項について重点的に推
進することにより、国際競争力のある世界最高水準の研
究・教育拠点としての発展及び、本学が常に世界のアカ
デミック・コミュニティの一員として認知され、それにふさ
わしい、実体を完備することを目指す。
  ①全学的国際戦略策定機能
　②優秀な学生・研究者の受入促進
  ③グローバルネットワーク構築
  ④国際情報基盤の構築
  ⑤事務職員研修の実施
  ⑥国際産学連携の推進
  ⑦全学的国際事業の支援
　特に、欧州の主要高等教育機関や中国の重点大学等
との次世代共同育成につとめる他、大学の国際戦略を
実現させるため、制度、職員、組織、戦略等のソフト面と
情報基盤、海外ブランチ等のハード面との双方の充実を
図り、今後の発展の基盤作りを行う。

整理
番号

２　 本部名称
４ 　活動内容 ５　目標

　５年後の達成目標
区分 １ 　大学等名 ３　 国際戦略構想の概要

　本学は,建学理念である「フロンティア精神」,「実学の重
視」,「国際性の涵養」をベースとして,「持続可能な開発」
を戦略目標に掲げ,その達成を目指す。
　この戦略は,開発と環境に関する重要な5つの政策領
域；
　　①地球温暖化,
　　②水の統合的管理,
　　③循環型国際社会の構築,
　　④感染症対策,
　　⑤食糧・森林の安定的確保,
の分野で本学が知の拠点となり,国際的ネットワークを構
成して「知的共同体」の働きを高め,政策提言を行い,もっ
て「持続可能な開発」の実現に貢献することを目的とす
る。
　上記目的の達成のため,
　　①海外の関係機関との交渉及び連絡調整機能,
　　②外国人の円滑な受入れ,フィールドの安全管理
　　　　などのロジスティックス,
　　③本学発の政策提言等発信機能,
　　④事務機構のプロフェッショナリズム,
の強化を目指した国際戦略本部を整備する。

（1）海外の関係機関との交渉，国際会議での本学の教育研究活動の紹介，及び国際的ネットワークの
　　強化のための中心的役割を果たす「グローバルマネージャー」を配置する。
（2） 企画力・構想力に関するセミナー,国際契約業務に関する研修,語学・実務研修への派遣等を通じて
　　戦略サポートスタッフの強化を図る。
（３） 全地球陸域プロジェクト（GLP）の課題事務局を本学に誘致する。
（４） 学内各研究グループに加え,統合国際深海掘削計画（IODP）日本オフィス,全地球陸域プロジェクト
　　（GLP）課題事務局,国際協力機構（JICA）,国際協力銀行（ＪＢＩC）等の参加を得て,リエゾン委員会を設置する。
（５） リエゾン委員会等の主催により各種シンポジウム,ワークショップを開催し,研究結果,対策等についての
　　ディスカッションを通じて,政策提言に向けての情報収集及び議論を行う。
（６） 中国内陸部や発展途上国の研究者を対象とした国際研修コースを開発,実施する。
（７）外国人研究者・留学生に対する支援サービスの一元化・充実を図るため，国際交流センターを設置する。
（８） 本学で行われている世界最先端の研究等を英文刊行物等により世界に向け発信する。
（９） 海外在住の本学同窓生のネットワークを構築する。

（１） ①地球温暖化,
　　　②水の統合的管理，
　　　③循環型国際社会の構築，
　　　④感染症対策，
　　　⑤食糧・森林の安定的確保，
　　　の領域に関する政策提言を行う。
（２） ５つの領域に関し,本学発の
　　スタンダードが形成され,
　　「持続可能な開発」に関する
　　世界的な知の拠点となる。
（３）事務機構が国際業務の専門家
　　としての高い能力を獲得する。
（４）魅力あふれる知の拠点となり，
　　また情報が十分伝播されたことにより、
　　本学で研究・勉学を行う外国人研究者・
　　留学生数が３割増となる。

1 国
北海道大
学

「持続可能
な開発」国
際戦略本部
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整理
番号

２　 本部名称
４ 　活動内容 ５　目標

　５年後の達成目標
区分 １ 　大学等名 ３　 国際戦略構想の概要

　東京工業大学では国際化を図るために、教員と事務職
員を融合させた学長のスタッフ組織として国際室を平成
１4年4月に設置している。
　この国際室では本学の国際展開活動の企画・立案等
をおこなってきたところであるが、国際化をさらに推進す
るため、国際展開の視点を国際交流から国際連携へと
進化させた国際戦略を策定し、国際展開活動を実施す
る必要がある。
　そのため、国際室を国際活動の企画・立案を行う部門
と国際活動支援を実施する部門からなる組織に強化・再
編をするものである。そして、国際戦略を策定し、全学的
に国際展開活動を戦略的に推進し強力に支援するもの
である。

　東京工業大学では、平成15年に国際化ポリシーぺーパーを策定したが、これは、あるべき姿を謳ったものであ
ることから、国際連携という視点で練り直し、大学の国際戦略としての内容とするべく検討を行い、本年12月を目
途に策定・公表し、実施する。
　主な事項として、学生交流、研究者交流、協定校締結と連携活動の強化、デュアルデグリーの推進、海外拠点
の充実である。
　学生交流では、日本人学生の派遣及び外国人留学生の受入の促進・支援を強化し単位互換制度の整備を行
う。
　研究者交流では、共同研究等の国際活動を支援する助成金制度を整備し、研究者ネットワークの構築を行う。
　協定校締結と連携活動の強化においては、協定校との間にネットワークシステムの構築を整備する。
　デュアルデグリーの推進においては、現在清華大学（中国）との大学院合同プログラムが実施されているが、他
の海外の大学との間でも同様の実施を目指す。
　海外拠点については、アジア地区の海外拠点のそれぞれの整備を行うとともに、拠点間のネットワークの構築
を整備する。

　本学は、国際展開活動の目標として、
　１）近隣諸国とのパートナーシップの強化
　　　・国際社会貢献、
　２）国際的科学者・技術者の養成・確保と
　　　ネットワークの構築
を目指すこととしている。
　具体的には、国際展開活動の実施及び支
援体制の整備により、国際的なリーダーシッ
プをもった人材を育成するための教育展開、
世界的研究教育拠点の形成をバックアップ
することである。

5 国
東京工業
大学

国際室

3 国 東京大学
国際連携本
部

　本学では、国際連携本部を設置し、欧米とアジアの最
高水準の「知的社会」を結ぶ「総合的学術交流拠点」の
役割を発揮すべく、世界普遍的な先端的科学技術の追
究と、多様性に富んだアジアの多元的学術研究の展開
を、調和的・一体的に推進し、わが国を含むアジアの学
術の発展に貢献することを目指す。
　具体的には、５年間で、短期的・長期的な国際戦略を
企画立案し、国際共同研究・教育や国際産官学連携を
支援するとともに、本学の「内なる国際化」の推進に取り
組む。

平成１７年度
    国際連携本部の設置、「国際戦略ライブラリ」作成のための調査、全学的な「国際研究ネットワーク」の整備、
    「北京代表所」の設置、UTフォーラム北京の開催、東京大学概要の中国語版作成、等
平成１８年度
    「国際戦略ライブラリ」作成、「柏キャンパスインターナショナルオフィス（柏IO）」の設置準備、
    「国際研究ネットワーク」の活用計画の策定、「ソウルリエゾンオフィス」準備室の設置、等
平成１９年度
    「国際戦略ライブラリ」に基づく本学の国際戦略の自己評価、
　　「国際研究ネットワーク」を活用した本学の国際的プレゼンスの向上、
　　「柏IO」の本格運営、「ソウルリエゾンオフィス」の設置とUTフォーラム のソウルでの実施、等
平成２０年度
    外部有識者による評価の実施、「柏IO」の継続的運営、
　　中国・韓国における本学の様々なプロモーション活動及び現地研究者・学生の支援、等
平成２１年度
    内部・外部評価の結果に基づく「国際化戦略長期構想」の策定及び公表、
　　「国際研究ネットワーク」に関する全学的シンポジウムの実施、
　　「ＭＩＴリエゾンオフィス」準備室の設置、ＵＴフォーラムのイギリスでの開催、等

　本学がリーダーシップを発揮して、研究・教
育のグローバル化と地域的多元化を調和さ
せた新しい「国際連携憲章」にもとづく多面的
な活動が展開されるようになり、本学は欧米
とアジアを結ぶ「国際学術交流拠点」となる。
　また「内なる国際化」が進展し、外国人研究
員・留学生等に対する支援体制が強化され、
本学の国際化の基盤が形成される。

4 国
東京外国
語大学

国際戦略本
部

　平成14年9月に策定された本学のグランドデザインで
は、研究教育の3つの柱、すなわち「1.世界諸地域の言
語・文化・社会に関する高等教育の拠点」、「2.世界諸地
域の言語・文化・社会に関する学際的かつ先端的な研
究拠点」、「3.日本語教育研究の世界的な拠点」の形成
が唱われている。グランドデザインの実現に向けて、全
学的な連携の下、従来の実績に基づいて以下の国際戦
略事業を展開する。

1) 中東・イスラームに関する重点的な研究教育拠点
　　の形成
2) 「非収奪型」の研究資料共有基盤の形成
3) アジア・アフリカ諸地域に関する国際貢献の推進
4) 世界諸地域の言語、文化、社会に関する先端的
　　研究教育を行う海外の諸機関とのコンソーシアム
　　を設立
5) 世界諸地域の言語と社会に関する知識を備え、
　　国際的に活躍しうる人材の養成
6) 世界に向けた日本語教育のアドバイジング
7) 海外研究拠点の整備及び設置
8) 国際戦略本部の設置

1)  「国際戦略本部」の設置(現「国際交流室」の改組)及び運営

2) 「留学生・研究者ネットワーク」の構築、運営

3) 国際機関等勤務者の「外大生ネットワーク」の構築、運営

4) 事務職員の海外派遣研修

5) 多言語マニュアルの作成

6) 海外拠点の整備充実

7) 海外調査(拠点渡航を含む)

8) 海外拠点及び国内における国際事業等の実施

1)　国際戦略本部は、高度に専門化された
　　事務職員により構成されている。

2)　海外の研究者にとって魅力ある研究・
　　生活環境が整備される。それにより
　　優れた人材を招聘し、より先端的
　　共同研究が遂行される。

3)　国際的な学術交流コンソーシアムで、
　　本学が卓越した研究拠点としてその
　　共同研究推進のハブ的な役割を
　　果たす。
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整理
番号

２　 本部名称
４ 　活動内容 ５　目標

　５年後の達成目標
区分 １ 　大学等名 ３　 国際戦略構想の概要

7 国 新潟大学

国際戦略本
部・国際学
術サポート
オフィス

●総合大学としての利点を生かし、学際的な国際共同
　研究を戦略的に推進する。いくつかの優れた研究
　グループを選び、プロジェクト・マネージャー制により
　大学として支援しアジアにおける拠点化を目指す。

●世界的な研究を遂行し国際的な共同研究を
　おこなっている中規模ではあるが堅実な研究者を
　組織として支援する体制を確立する。国際センター
　を中核として国際戦略本部を創設し国際学術サポート
　オフィスを設置して人材･資源を集中化して体制の
　整備を行う。

●いくつかの分野で世界的な研究拠点の一角を作り
　上げることを通して、大学の教育･研究の水準を
　国際的に高い水準に引き上げる。大学を単に国際
　水準にあわせるだけでなく、独創的な研究によって
　世界標準を生み出すことを目指す。

●平成17年度-19年度：研究･国際担当理事を本部長とし、国際センターを核とした国際戦略本部の創設と
　国際学術サポートオフィスを設置し、国際学術渉外マネージャーを民間から新規採用して学内組織の
　整備を行う（平成17年度）。ＷＧによりパイロットプロジェクトとして「ＧＩＳの医療分野への適用」を支援すると
　共に、いくつかの分野から支援プロジェクトを選び、3年を目処に重点的に支援する。

●平成20年度-21年度：支援プロジェクトならびに、国際戦略本部の機能についての中間評価を行うと共に、
　国際研究における全学の基盤整備と学内におけるワンストップサービスを実現する。教員･事務職員一体と
　なった支援体制を目指して国際センターの中に「国際学術交流支援室」（仮称）を設け、総合的かつ一元的な
　サポート体制の確立を目指す。さらに全学的な高等国際教育･研究を推進する機構を設置して、国際研究の
　拠点化のための有効な支援体制の検討を行う。これらのプロジェクトの進展とその成果をもとに、海外に
　おける拠点設置をも視野に入れる。

●研究者個人のネットワークを全学の資源
　として活用し、大学としていくつかの
　特定分野における学術研究に関する
　国際ネットワークを構築しアジアにおける
　拠点化を実現する。

●戦略的に支援する優れた研究、
　ネットワークを基礎にして、全学的な
　教育･研究センター設立を推進する。

●優れた特定分野の研究を基礎として、
　地域の関係機関と協力、協働しつつ、
　地域の教育･文化･産業それぞれの
　分野での地域力の向上をはかる。

6 国 一橋大学

国際戦略企
画部会
（国際戦略
本部）

　社会科学の総合大学として日本のみならず世界にお
けるリベラルな政治経済社会の発展とその指導的、中
核的担い手の育成に貢献するとともに、21世紀に求めら
れる先端的社会科学の研究を推進し、名実ともにその
世界的拠点となることを目指している。世界を意識しな
がらも、戦略的にアジア研究に傾斜して、研究リソースを
傾ける。
　一方、21世紀COEプログラム（｢ヨーロッパの革新的研
究拠点－衝突と和解－｣）を進めるとともに、EUIJ（EU
Institute in Japan）を他の3大学とのコンソーシアムとし
て設立し、EU本部と連携しながら、EUにおける共同研究
を欧州の研究者と進め、アジア研究と欧州研究の両方
において世界的に最先端の研究を戦略的に進めること
によって、これらの研究の間にシナジー効果が現れるこ
とを目指す。

①国際戦略本部は、学長、国際担当副学長の下、一橋大学の国際戦略のマスタープランを関連部局と
　 協議しながら策定し、それを大学全体に提言する。

②マスタープランに基づき国際的な研究教育活動や本学の研究教育機能を国際化する活動を実施する際、
　 必要に応じて関係部局間の調整を図る。

③国際協力事業に関する学外の機関（国際協力機構、国際協力銀行等）、国内の連携大学（東京工業大学等）
や
　 大学間協定を締結している海外の大学や研究機関との連携において、学内の組織とのリエゾン的役割を
　 果たす。

④本学の研究教育活動を世界に向けて発信することを積極的に進めるために関係部局へ助言、協力を行う。

⑤中期的に国際戦略のマスタープランを見直しあるいは新規に提言していくために、調査や情報収集の
　 機能も持たせる。

①一橋大学の研究教育を国際的なレベルで
　ブランド化し、海外の優れた研究者や
　留学生を多数引き付けることができる
　国際的な知的交流拠点となること。
②研究教育機能を国際化する活動を
　推進することにより、国際性豊かな
　研究教育プログラムの開発や国際的
　通用性をもつキャンパス作りに貢献、
　相乗効果として、本学の学生、教職員
　そして管理・運営機能の国際化が
　図られること。
③開発途上国等に対する国際協力・
　貢献活動に対して、本学が組織的に
　参画・関与するようになること。
④既存の国際的な大学間コンソーシアム
　に積極的に参加すると共に、
　日本発（本学発）の新たなコンソーシアム
　の構築が可能な体制ができること。
⑤国内外の国際的な研究教育活動の
　データベースが構築され、本学の研究
　教育及び管理運営機能の国際化の
　進展度を測るデータが収集できること。
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大学国際戦略本部強化事業　平成17年度採択大学等構想概要一覧 資料４
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大学国際化戦略委員会

整理
番号

２　 本部名称
４ 　活動内容 ５　目標

　５年後の達成目標
区分 １ 　大学等名 ３　 国際戦略構想の概要

　本学の国際戦略は、名古屋大学学術憲章に掲げるミッ
ションでもある「人材育成」「国際的な学術連携強化」「学
術文化の国際的拠点形成」のもと、「国際交流協力推進
本部」構想を推進することです。
　これは、これまで部局単位で実施していた国際交流活
動を類型化して把握し、国際企画室をコアとした全学組
織体制により、ミッション達成のために国際戦略マネジメ
ントを実施していくことです。
　このように全学の国際学術交流活動を包括的に把握
し、学内の国際的資源を迅速かつ効果的に共有するこ
とで、多様で重層的な国際活動を統括して世界水準の
研究・拠点として本学のプレゼンスの向上を目指すもの
です。

　本構想の中心となる特色ある活動内容は次の３点です。

　第一に、国際企画室の設置です。これは、国際交流協力推進本部体制を構築するために設置された全学的運
営組織です。国際企画室では、本学の国際戦略マネジメントを中心的に行います。
　具体的な活動としては、「外国人アドバイザーの招へい」「国際ベンチマーキング」「国際評価システムの構築」を
実施し国際戦略プランを策定します。また、国際企画室では職員研修の企画立案も行います。

　第二に、AC21（国際学術コンソーシアム）の活用です。これは、本学独自の国際連携活動であり、このAC21の
ネットワークから得られた経験と知識を有効に活用することです。
　具体的には、「国際フォーラム」「学生世界フォーラム」「海外事務所」「海外同窓会の整備」等の活動を計画して
います。

　第三に、国際競争に対応できる事務体制の整備です。これまで部局単位で実施していた国際関係業務を全学
的にサポートします。
　具体的には、「外国人研究者の受入手続きや学術交流協定コーディネートの一元化」「全学の国際関係情報の
データ・ベース化」等です。一方、これらに携わる事務職員の人材育成として、「国内外での実地研修」「海外長期
研修経験者のネットワーク化」を図り体制を整えます。

　以上の活動を展開することにより、本学の
ミッションの達成に近づくことができると考え
られます。
①「人材育成」面では、国際企画室で
　　立案する職員研修による国際業務に
　　携わる職員のスタッフ・ディヴェロップ
　　メントと、AC21のネットワークを活用
　　することによる若手研究者の養成を
　　達成目標とします。
②「国際的な学術連携強化」面では、
　　同じくAC21ネットワークを利用した
　　国際連携活動により、国際化をリード
　　する研究者の出会いの場を創出し、
　　これを契機とし、国際共同研究・
　　国際教育プログラムへと発展させることを
　　達成目標とします。
③「学術文化の国際的拠点形成」の
　　面では、ベンチマーキングを実施し、
　　国際評価システムを構築していくことで、
　　本学のポジショニングを正確に行い、
　　急速な国際化に迅速に対応できる
　　国際競争力の向上を達成目標とします。

9 国 京都大学
国際交流推
進機構

　東アジアの文化的蓄積の宝庫である京都において、本
学の基本理念の１つである「地球社会の調和ある共存」
の実現に努めることは当機構の使命である。
　そして、高等教育研究機関に必須の活動である国際
交流の質の向上により、各国のすぐれた研究者や学生
が「巧まずとも集う」求心力を恒に高水準に保つことが、
この使命を達成するための基本条件であると考える。
　本学における国際交流の方式は交流主体相互の利益
の増進にあり、そのような交流による刺激は、京都大学
の独創性に富む諸活動をより活発にし、国際社会にお
ける本学のアイデンティティを昂揚するものとなる。
  このような基本認識に立つとき、本学の国際交流及び
連携を推進するための方策として、
　（１）情報の流れを「受信型」から「発信型」に
　　　 転換すること、
　（２）「個対個」の交流から「多対多」の交流へ
　　 　展開すること、
　（３）本学の特色ある学術分野の交流への
　　　 集中支援、
　（４）国際交流基盤の組織と情報の両面に
　　　 おける充実、
の４点を推進する。

（１）「受信型」から「発信型」へ
　　海外において、本学の研究成果を有効に発信する「京都大学国際シンポジウム」を連続開催する。
（２）「個対個」の交流から「多対多」の交流へ展開
　　本学が加盟している環太平洋大学協会（APRU）および東アジア研究型大学協会（AEARU）の両組織を活用
し、
　　他の加盟大学との交流を多面的に図る。特に、両協会が東アジア地域と環太平洋地域という本学の戦略的
　　交流展開圏と密接に関連する点を重視し、両協会の事業に積極的に参画あるいは新企画を主導していく。
（３）特定分野の交流への集中支援
　　「「受信型」から「発信型」へ」の活動と連動し、特定分野の研究プロジェクトである21世紀COEプログラム
　　研究の成果を、「京都大学国際シンポジウム」に有効に組み入れ、短期集中型の支援を行う。
　　特に、初年度は中国・北京及びタイ・バンコクという本学の戦略的交流展開圏の二つの要において
　　開催することにより、相乗効果の高い支援とする。
（４）国際交流基盤の充実
　　外国籍者を含む多彩なスタッフによるインターナショナル・サービス・オフィスを設置し、外国人研究者の
　　在留資格代理申請の一元化を図る等、全学的な国際交流業務の支援を行う。また、協定校との双方向
　　の交流により国際交流担当職員の計画的育成を図る。さらに、国際交流セミナーを開催し、内外の
　　研究機関の国際戦略に関わる情報を収集するとともに、本学が実施する国際戦略事業の成果報告を行う。

１．「京都大学国際シンポジウム」を通した
　　新たな研究者交流、共同研究を芽生え
　　させる。
２．戦略的交流展開圏であるアジアの
　　主要大学とのより強固な連携強化
　　を図る。
３．国際交流セミナーの開催を定着させ、
　　海外の協定校をはじめ、国内他大学の
　　協同や出席をはかりつつ、本学が実施
　　した国際戦略事業にかかる成果報告を
　　継続して行うとともに、その蓄積を研究
　　環境の国際化手法としてまとめる。
４．インターナショナル・サービス・オフィス
　　の活用により、研究環境の国際化に
　　寄与する。
５．本学の国際戦略を担う職員の資質
　　向上を図るとともに、海外の大学職員を
　　インターンとして定期的に受け入れ、
　　本学の国際交流担当部署の一層の
　　活性化を図る。

8 国
名古屋大
学

国際交流協
力推進本部
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整理
番号

２　 本部名称
４ 　活動内容 ５　目標

　５年後の達成目標
区分 １ 　大学等名 ３　 国際戦略構想の概要

　神戸大学は多様な研究分野を有し、世界の諸大学と
連携して国際活動を展開している総合大学である。この
ため、地域を特化するのではなく、それぞれの地域の特
性に応じた戦略　を追求する。
　アメリカに関する戦略は、神戸大学が競争力を有する
最先端分野での研究連携を効果的に発展させるため
に、神戸大学を中核とする国際ネットワークの構築を戦
略的に進める。
　ヨーロッパに関しては、EUIJ関西の枠組みを戦略的に
活用し、ヨーロッパ諸国の大学・研究機関との研究連携
の促進によって、地球規模の課題に対応する学際的研
究教育を推進する。
　アジアに関しては、研究支援から研究協力へ活動を移
行させるとともに、優秀な留学生を戦略的に確保する。

　国際交流推進本部の取組の主なものは次のとおりである。
(1)欧米流の大学での国際業務とマネジメントを導入し、人的ネットワークを活用するために、
　　国際交流推進本部で中心的役割を担う副本部長や交流コーディネーターには、海外の
　　学術研究機関などの国際オフィス業務を熟知した人材を登用する。こうした人材登用に
　　よって国際業務能力を高めるOJTを展開する。
(2)国際交流推進本部において、大学全体の中期計画を先取りする形で、新しい人事制度の
　　試行ケースを実施する。副本部長は教授で採用し年俸制を適用するほか、
　　交流コーディネーターの学内公募と能力試験を実施し、専門性に配慮した給与体系の
　　導入によりスキルアップへのインセンティブとする。
(3)重点協定大学との間で互いに海外オフィス業務を代行する相互オフィスを設置し、低コスト、
　　効率的、継続性を確保した海外オフィス業務を実施する。
(4)「神戸から世界へ、世界から神戸へ」のもと国際的な研究・教育拠点を目指し、一般市民も
　　参加できる全学の国際交流企画であるEUウィーク等の神戸大学ウィーク事業を推進する。

(1)総合大学としての研究上の特性を
　 踏まえた国際連携を推進し、国際競争力
　 を強化する。特に環太平洋、ヨーロッパ
　 との連携に軸足をおく国際的研究の
　 ハブとして研究活動を展開する。
(2)海外拠点を核とした海外での研究活動
 　支援、現地研究者との共同研究の
　 マッチング、学内外の情報発信・収集を
　 行う。
(3)海外の優秀な研究者・学生の教育研究
 　環境・生活環境創出の一環として、宿泊
　 施設を整備する。
(4)国際交流推進本部にて国際担当人材
　 を養成し、他部署にも国際業務を遂行
　 できる人材を供給する。

10 国 大阪大学
国際交流推
進本部

　開学以来培われた自由闊達な学風のもと、大学院教
育に重点を置く研究重点型総合大学として世界最先端
を目指した最高水準の教育研究活動を継続実践し、人
類の知的水準の向上に寄与する。
　国際社会にあっては知的リーダーシップを発揮し、先
導的、独創的な学術研究活動を通じて世界に大きな影
響力を与えるとともに、世界トップレベルの研究者や優
秀な留学生が集まる魅力ある教育研究環境を創造し、
日本を代表する国際的人材を育成するなど、「地域に生
き 世界に伸びる」を標榜する本学のモットーを実践す
る。

国際交流推進本部のもとに国際企画室（特任教員1名、兼任教員2名、リサーチ・アシスタント若干名）を設置し、
　　1)国際交流の現状並びに各国の教育・研究の諸事情を調査し、学術研究推進のための国際戦略を策定す
る。
　　2)APRU（環太平洋大学協会）及びAEARU（東アジア研究型大学協会）との連携を活用した研究交流促進、
　　3)ワンストップサービス実現のためのロードマップ策定、その他海外の同窓生とのネットワーク構築に向けた
　　　GCN Worldwideへの加入促進、国際機関を通した国際貢献等研究交流促進支援活動を実施する。
　また、本学の海外事務所等を活用し、近隣の学術機関との連携による共同研究セミナー/シンポジウムを実施
するほか、現地情報の収集、阪大の研究活動に関する情報を発信し、大阪大学のプレゼンスを高めるとともに、
研究コミュニティの構築や国際共同研究に関する可能性を調査する。

１）海外の有力大学における国際戦略などを
　　的確に把握し、戦略的国際化を積極的に
　　展開しうる組織基盤を確立。
２）海外拠点事業、環太平洋大学協会関連
　　事業、国際貢献協力者の推薦業務を
　　継続。
３）外国人研究者・留学生に対応する
　　ワンストップサービス体制を確立。
　　宿舎斡旋の問題を解決。
４）GCN Worldwideなどを活用し、
　　帰国留学生を中心にしたネットーワークを
　　構築、大学からの情報発信を恒常的に
　　おこなう体制を確立。
５）国際戦略の見直しと次期中期目標・
　　計画の策定。

11 国 神戸大学
国際交流推
進本部
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２　 本部名称
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　５年後の達成目標
区分 １ 　大学等名 ３　 国際戦略構想の概要

12 国 鳥取大学
国際戦略企
画推進本部

　 「知と実践の融合」を理念として掲げる鳥取大学は、
「世界的規模で進行している沙漠化を防止すること」が、
「持続的な地域社会の発展と生存環境社会の構築に繋
がる」との観点に立ち、沙漠化防止に国際戦略の基軸を
置いている。
　本国際戦略構想は、地域学・農学・医学・工学の分野
で長年培ってきた教育・研究成果を沙漠化防止に結集
し、国際戦略としてこれをグローバル展開することによ
り、地域社会の持続的且つ安定的な発展のために世界
規模で貢献することを目的としている。
　この目的を達成するため、本学は学部横断的な教育・
研究体制の構築と共に、「国際戦略企画推進本部」を設
置し、海外拠点を中心に、国際レベルでの教育・研究活
動を支援するものである。

１．国際戦略企画推進本部設置
  １）情報ネットワークの構築及び運用
  ２）国際戦略企画推進本部（拠点本部）の整備及び運用

２．海外教育・研究拠点の整備
  １）メキシコ北西部生物学研究センター（CIBNOR）への鳥取大学拠点設置及び運用
  ２）ＣＩＢＮＯＲへの沙漠化防止実証研究圃場整備及び運営
  ３）中国（東北農業大学・新彊農業大学）鳥取大学拠点設置及び運用
  ４）エジプト（国立水研究センター）鳥取大学拠点設置及び運用
  ５）海外拠点の点検・評価

３．２１世紀ＣＯＥプログラムの海外活動支援
  １）乾燥地科学プログラム研究支援
  ２）中国（上海）染色体工学技術開発共同研究支援
  ３）ポストＣＯＥプログラム獲得のための企画調査

４．Trilingualを目指した教職員の特別語学研修及び派遣研修

５．沙漠化防止に関するシンポジウムの主催

６．鳥取大学国際戦略実施報告書作成（戦略構想機能の点検・評価を含む。）

　沙漠化は人口問題や環境問題など、地球
規模で生じる多くの諸問題と密接に関係して
いるが、その解決には、今後も長い期間が
必要である。沙漠化防止に関しては、鳥取大
学が国際戦略の一環として先端的に取り組
むことのできる多くの課題を包含しており、全
学的な支援体制の構築により、以下のような
成果が期待される。
① 沙漠化防止に係る研究対象地域の
　　持続的且つ安定的な発展への提言
② 沙漠化防止に係る国際協力事業の
　　遂行
③ 国際的な教育・研究活動による
　　人材育成
④ 異なる生存環境に相応しい地域
　　社会形成への提言
⑤ 海外拠点と連携した国際情報
　　ネットワークの構築
⑥ 学際的研究プロジェクトの
　　加速度的進展
　これらの成果を蓄積しつつ、「持続性ある生
存環境社会の構築」を達成することが目標で
ある。

13 国 広島大学
国際戦略本
部

　本学の到達目標である「世界トップレベルの特色ある
総合研究大学」達成に向けて，基盤的・先端的研究を推
進するため，戦略的に国際的展開を図って行く。
　また，グローバル化社会における世界的通用性と国際
競争力を併せ持った知の拠点として，教職員・学生の国
際的な場での活動を促進するとともに，国際的な交流・
連携・協力体制，更に外部資金獲得基盤の整備・拡充を
図る。
　本事業では，新たに「国際戦略推進機構」を整備し，研
究活動の国際化と国際協力・国際貢献の展開を支援す
る体制や基盤を強化し，ノウハウを学び，FD・SD機能を
強化し，教職員の意識の改善と専門的技能・能力開発を
行うことにより，機動性のある国際戦略展開を行う。

　平成17年度は，
　①　国際戦略推進機構の設置，国際戦略プランナーの雇用（平成19年度まで）等により学内組織と有機的
 　　に連携して国際戦略の企画・実施・評価を行う全学横断的な組織体制を確立する。
     　また，関係機関の海外拠点や国内外の協定校との連携を図り，国際共同研究，国際教育，国際協力を
　　効率的に推進する国際戦略ネットワーク基盤を整備拡充する。
　②　国際戦略プランナー，海外アドバイザー（海外５大学），海外マーケティング・情報収集（５ヶ国）等により，
　 　平成17年度中（平成17年12月まで）に新「国際戦略」を定め公表する。
　③　国際戦略プランナーや海外アドバイザーによる講演・セミナー等の実施や海外マーケティング・情報収集へ
　　の教職員の派遣を通じてFD・SD研修プログラムを開発し，内部人材育成方法の確立に着手する。

　平成18年度以降は，これらを具体的に推進・実践し，更に，国際協力事業の直接受託の拡大及び民間企業体
や近隣大学・海外協定大学などとのジョイントベンチャーを同時展開（JICA，JBIC,　ADB,　WBなど）するとともに，
21世紀グローバル社会の課題の解決に向けた研究によるブランド化を進める。

　大学の職員の国際事業マネージメント能力
を開発し，積極的な国際展開支援を可能と
する。
  大学教員の意識改革を進め，特に研究面
での国際競争力や国際貢献力を高める。
  国際競争力のある学問分野を選択し，世界
的に水準の高い国際共同研究事業を推進す
る。
  国際協力プロジェクトを国内外の援助機関
などから大学が直接受託することで，国際的
に高く評価され，現場でのフィールドワークを
通じて，ノウハウや経験を教育研究に活用
し，より高度で実践的な人材育成を図る。

6／9
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整理
番号

２　 本部名称
４ 　活動内容 ５　目標

　５年後の達成目標
区分 １ 　大学等名 ３　 国際戦略構想の概要

　本学の国際交流活動を全学横断的に推進することを
目的として平成１４年４月１日に設置された「国際交流推
進機構」を新たに整備し、本学の国際戦略の２つの基軸
に沿った戦略的国際交流活動を積極的に推進し、世界
的研究・教育拠点形成を目指す。
　
○「歴史的・地理的必然が導くアジア指向」
　近年の東アジア諸国の急速な経済成長により見られる
アジアの台頭、及びその中での「アジアの中の日本」の
役割を念頭に置いたアジアの主要大学との連携を強化
することにより、本学のアジアにおけるステイタスを高め
るとともに、北米・ヨーロッパの二極体制に対する一極と
してのアジアのプレゼンスを高める。

○「世界的知の拠点形成」
　アジアのプレゼンスを高め、かつ、世界の知的動向等
を見据えつつ、アジア独自の社会、文化、歴史等の多様
性を踏まえたアジアから発信する世界水準を超えた研
究成果等、本学が提供し得る人的・物的資源を積極的
に活用して、世界に向けてアピールすることにより、「世
界的知の拠点」としての本学のプレゼンスを高める。

①アジアにおける教育研究ネットワークの構築：　九州大学では、平成12年（2000年）に自らが提唱し、
　 「アジア学長会議」を創設したが、「第2回アジア学長会議」で同意されたネットワーク・ポイント構想
　 によるアジアの主要大学との間に設置されるブランチオフィスを活用するなど、ネットワークの拡大を図り、
　 共同研究等のニーズの情報交換を行うなどの多様な交流を展開し、アジアンプラットホームの構築を
　 推進する。また、「アジア学長会議」を隔年で継続的に開催し、アジアの大学間の連携をより一層強化
 　するとともに同会議の運営連絡会を開催し、組織の強化を図る。
②アジアにおける政策提言型センターの設置：　「アジア総合政策センター」を設置し、日本を含む
　 アジア諸国の政府、自治体、企業、地域との連携により、各国が抱える問題に対する政策提言を行い、
　 同センターのアジアのシンクタンクとしての機能を日本、アジアそして世界へアピールするための
 　体制を整備する。
③九州大学海外オフィス設置のための調査の実施：　既設の４つの海外オフィス（ロンドン、カリフォルニア、
　 ミュンヘン、ソウル）の他にニューヨーク、バンコク等への設置のための調査を行う。また、ブランチオフィス
　 と連携して、アジアはもとより世界に向け情報発信・収集を行うことにより本学のプレゼンスを高め、
　 新たな研究・教育活動の展開を図る。
④世界的規模でのプロジェクトの推進：　九州大学では、平成12年（2000年）に自らが提唱し、
　 「大学サミット・イン・九州」を開催したが、平成19年（2007年）に「第2回大学サミット・イン・九州」
　 を開催し、各大学が得意とする研究分野等のテーマを設定するなどにより多くの共同研究プロジェクトを
　 実施し、「世界的知の拠点」形成を一層促進する。韓国研究センターを中心に平成１６年度末に
　 発足した環太平洋韓国研究コンソーシアムの活動を支援し、韓国研究における世界的研究拠点形成を
　 推進する。
⑤国際戦略本部職員の能力養成：　企画力及び語学能力養成のための研修会の充実・参加の促進、
 　海外研修の実施等に積極的に取り組み、職員の能力養成のための研修体制の整備を行う。
⑥外部人材の登用：　優れた人材育成・新たな戦略構想の策定・ブランディングの観点からも外部の
　 人材を登用し、国際戦略本部の中核的組織である国際交流推進室の運営，職員の意識の向上等に
　 ついて助言等いただくことにより、同室の活性化を図り、教員の負担を軽減できるような
　 サポート体制を確立する。

　本事業展開に際し、意図的に各種事業を
本学で開催、実施して、本学の国際戦略に
関する２つの基軸の理解を促す方針を打ち
出していく。このことで、本学の、アジア指向
と世界的知の拠点形成を、この５年間におい
て浸透させる。
　また、２つの基軸の事業的な根幹を為す
「アジア学長会議」と「大学サミット・イン・九
州」を期間中に開催することにより、アジアの
ネットワークの拡がりと、欧米の大学との関
係強化という効果が期待できる。これが、本
学のアジアにとどまらず、世界でのプレゼン
スの高まりに結果することとなる。

15 国 長崎大学
長崎大学国
際連携研究
戦略本部

  長崎大学は，「熱帯病・感染症研究」，「放射線医療科
学」及び「海洋環境生物資源研究」の３分野を重点的に
推進する。
   これらの突出した３分野の成果をドライビングフォース
とし，当該研究の学内他分野（社会科学など）への学際
的拡大を図るとともに，新たな研究教育領域への国際戦
略の拡大にもつなげる。
　これらはいずれも地球規模の広がりを持つ２１世紀の
最重要課題であり，国境を越えた国際連携研究の円滑
かつ効率的遂行こそが，その解決策を提示することがで
きる。
  これらの国際連携研究における世界トップレベルの研
究成果の創出と，当該研究分野をリードする人材の育成
を通して，世界の平和と人類の福祉（安全・安心）に貢献
することが長崎大学の最重要国際戦略である。

(1)国際連携研究戦略本部組織を構築し，国際連携研究戦略マネージャー，国際連携研究戦略
　コーデイネーター等の配置，運営会議（advisory board）組織の構築，JICA，WHO/TDR
　（Research and Training in Tropical Diseases）との包括的連携協定の締結等を行い，
　その推進を通して戦略本部のマネジメント機能の確立を図る。
(2)JICAフィジー・ワクチン普及プロジェクトのマネジメント
(3)JICAとの連携融合事業によるケニア感染症研究拠点を構築し，その運営に当たる。
(4)ベトナム感染症研究拠点を構築し，その運営に当たる。
(5)スマトラ沖地震津波被災地の感染症流行対策のための調査，及び同対策の企画立案
(6)チェルノブイリ・セミパラチンスク国際ヒバクシャ医療協力プロジェクトの継続推進
(7)長崎大学・WHO共催による原爆60年記念シンポジウム；晩発生放射人体影響国際会議の開催
   （ジュネーブWHO本部）
(8)アジア地区医療被ばく対策ネットワークのマネジメントの実施
(9)中央アジアの放射能汚染地域における放射線誘発がんの生体資料組織バンクの構築と稼働
(10)国際放射線医療協力人材育成事業の実施
(11)日中韓連携海洋生態系モニタリングの推進
(12)日中韓連携環東シナ海環境資源回復ネットワークの運用
(13)日中韓共催の環東シナ海環境資源保全関連各種シンポジウム等の開催

(1)ケニアとベトナムの海外感染症研究
　 拠点を確立し，更に，新しい大型の
 　熱帯病・感染症プロジェクトをさらに
　 一件立ち上げ，海外研究拠点を増設
　 する。また，国際機関への専門家派遣
　 など国際感染症対策への貢献の件数
　 の増加を目指す。
(2)アジア地域の総合的放射線医療
 　科学の人材育成，特にTelemedicine，
 　E-learningシステム，放射線誘発癌の
 　生体資料組織バンクの運営拠点と
　 なるとともに，海外における被ばく医療
 　における教育訓練センターとしての
　 役割を果たす。
(3)日本・韓国・中国の３か国にそれぞれ
 　研究交流の拠点を設置し，共同研究，
 　データベースの管理・運用，
 　シンポジウム等の企画，ECS技術
 　フォーラムの運用などを統合的に
 　推進する「環東シナ海環境資源
 　回復ネットワーク」を構築する。

14 国 九州大学
国際交流推
進機構
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　５年後の達成目標
区分 １ 　大学等名 ３　 国際戦略構想の概要

　コンピュータ理工学の研究開発において、国際協力の
拠点として、国際学会をリードする地位を確立し、多くの
独創的研究を産みだし、同時に、国際的研究者の育成
を目指すのが、目的である。次の3点を中心に活動す
る。
1)国際戦略本部主導の国際研究プロジェクトの推進
　　現在ロシアの2大学、中国の1大学と研究交流協定を
　結んでいる。これをさらに発展させ、インド、韓国等の
　大学とも交流を行い、コンピュータ理工学の新しい
　研究開発を産みだし、”会津から世界へ”の情報発信
　の中心となる。
2)教員の国際公募、国際関連業務を国際戦略本部に
　一元化し、組織的な国際的研究活動を強化する。
　　開学以来国際公募により教員採用を行っているが、
　国際関連業務の一元化により、国際共同プロジェクト
　とも有機的に連携させる。
3)外国人教員、留学生の受け入れ体制の整備
　　文化・習慣の異なる多様な教員や学生の生活環境の
　向上に取り組むための中核として国際交流センターの
　機能を国際戦略本部に設ける。

会津大学国際戦略本部は次のような活動を行う。

1)コンピュータ理工学における、国際共同研究の戦略の立案。また、それを実行するために教員と事務局を
　有機的に連携する。

2)国際共同研究戦略に基づいて、国際集会・国際学会を立案、実行する。

3)会津大学の留学修了生、旧客員研究員や旧教員と会津大学とのコンピュータを通じたネットワークの
　構築による、情報収集力の強化を図る。

4)国際戦略本部の国際交流センター機能として、外国人研究者、留学生の受け入れ体制を整え、
　研究・生活環境の向上に取り組む。

以上の活動を行うために、新たに国際活動マネージャーを採用、国際共同研究や国際集会が運営可能な組織体
制を整え、事務局の国際関係担当部署との有機的連携の下に国際戦略を実施する。
　　また、外国人教員等相談員1名も専属として配置し、外国人研究者および留学生の入国関連業務の円滑化、
生活環境の向上に取り組む。
　　さらに、学内からも企画運営室の1名を国際戦略担当とし、教員と事務局とを有機的に連携し、国際関連情報
の一元化を図るとともに、外国人研究者の人材情報、およびコンピュータ理工学の研究動向情報収集力の強化
を行う。

大学国際戦略本部強化事業により、実現で
きることは以下の3点である。
１）国際戦略本部機能を充実させることに
　より、会津大学における国際学術交流を
　行っている教員、および国際関係事務
　部署を統括し、全学的なコンセンサスに
　基づき、国際研究教育活動を恒常的に
　推進する国際戦略本部を設立する。
2)国際戦略本部を中心に、会津大学の
 　国際活動を重点的に強化し、
 　コンピュータ理工学の基盤研究開発に
 　おいての国際協力の研究拠点として、
　 国際学会をリードする地位を確立し、
　 独創的研究を産みだすべく、
 　国際活動に戦略的に取り組む。
3)同時に、外国人研究者、留学生の、
 　生活環境の整備、受け入れ体制の
 　方針を明確にし、国際的研究者の
 　育成を目指す。

17 私
慶應義塾
大学

国際連携推
進機構

　慶應義塾大学の使命は、1858年の創立以来の教育・
研究・社会貢献（産業、医療等）の実績と社会への影響
力を踏まえ、未来の日本と国際社会を先導する原動力と
なることにある。
　この使命を果たすため、「未来への先導」をテーマに、
(1)慶應義塾が国際社会において、名実ともに先導的学
塾となること、(2)国際社会において先導者として活躍で
きる人材を育成すること　の2点を使命とし、次の3点を基
本目標とする。
　1．世界最高水準の研究・教育活動の国際的展開
　2．学部・大学院における国際感動教育の実践
　3．海外拠点の構築と国際連携ネットワーク・
　　 卒業生を含む人的ネットワークを活用した
　 　国際展開
　この使命・目標の具体的な達成には、慶應義塾大学が
その特色とし、強みとする次の3点を最大限に活用する。
　1．総合大学として人文・社会科学から医学・
　 　理工学分野のすべてにおいて、国際的な
　 　研究教育の実績を持っていること
　2．「実学」重視による社会貢献に実績があること
　3．世界各地に展開する卒業生組織（「三田会」、
　 　総数853のうち、海外を拠点とする三田会の
　　 現在数　58）ネットワークがあること

慶應義塾大学では、国際連携活動の全般に関する戦略を策定することを目的として国際連携推進機構を設置し
たが、その基本目標は以下のとおりである。
　1．先端研究推進・国際感動教育実践
　2．グローバル・ネットワークの構築
　3．国際情報戦略の強化
　4．国際化に対応した戦略的制度改革の推進
　5．国際的な評価・検証の仕組みの構築
　
上記目標を達成するための5年間の具体的な取り組みは以下のとおりである。
　1．戦略的渉外活動の実施
　2．専門員（Global Strategist）の採用
　3．公式文書のマルチリンガル化
　4．国外研究教育拠点の整備
　5．International Advisory Committee（仮称）の設置
　6．戦略構想大学院（仮称）の設置

1．教職員が常駐する海外研究教育
　　拠点を5拠点とする

2．ダブルディグリープログラムによる
　　国際連携パートナーを大学、
　　大学コンソーシアム合計10とする

3．戦略構想大学院（仮称）の設置

4．国際実学シンクタンク（仮称）の設置

5．外国人留学生数を1,000名にする

6．海外派遣学生数を1,000名にする

7．外国人専任教員数を100名にする

16 公 会津大学
会津大学国
際戦略本部
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整理
番号

２　 本部名称
４ 　活動内容 ５　目標

　５年後の達成目標
区分 １ 　大学等名 ３　 国際戦略構想の概要

　自然科学研究機構は、多様な自然科学分野で先端的
な研究を実施している国立天文台、核融合科学研究
所、基礎生物学研究所、生理学研究所、分子科学研究
所の５つの研究機関を設置する大学共同利用機関法人
である。
　本機構の各機関は、国公私立大学など我が国の研究
者コミュニティによって、運営会議を通して運営されてお
り、それぞれの機関が、各研究分野でのナショナルセン
ターとして機能している。
　各機関が当該分野における最先端の研究を行うととも
に、分野を超えて連携し、大学や大学附置研究所とも連
携して、新しい自然科学の学術分野の創出と育成及び
分野間連携による学際的・国際的研究拠点の形成を目
指している。
　この事業により、機構としての国際戦略を策定するとと
もに、本機構における国際活動の推進体制の構築を図
る。

　機構長を本部長とする「国際戦略本部」を設置し、国際戦略の策定など国際活動に係る重要事項を審議すると
ともに、国際活動に係る意志決定の一元化を行う。
　「国際戦略本部」の下に「国際連携室」を設置し、各機関の研究教育職員及び外部人材を配置して、国際戦略
本部が策定した戦略の効率的な実施等を行う。
　このような体制を整備することにより、
　・国際戦略を策定する。
　・機構全体の国際活動の総合的な把握及び機構横断的なマネジメントを行う。
　・国際交流に関する情報収集、国際活動に関する連絡調整、国際協定の締結及び支援及び
　　ノウハウの蓄積を行う。
　・機構内の各機関の国際事業に関する情報を収集し、積極的に情報を発信できる体制を整備する
　　とともに、海外における研究機関・団体の動向に関する調査を行う。
　・自然科学に関して国内で協力関係にある大学等の教育・研究機関との国際交流に関する連携を
　　進めるとともに、機構内の国際　活動に関する連絡調整を円滑に実施する。
　・海外から受け入れる研究者や留学生の環境整備を行う。
　・国際交流におけるコミュニケーション技能の向上に努め、人材の育成を図る。

　本機構から国際的に発信する研究成果な
どの情報の質を高めるとともに、量を大幅に
増加し、国際的競争力の強化を図る。
　海外の研究・教育機関との関係を軸とした
分野間連携を展開するとともに、国内の大学
等の機関との連携協力を促進する基盤を充
実させ、分野間を繋ぐ国際研究者ネットワー
クを構築し、自然科学分野の学術の進歩と
新しい学問領域の創成に資する。

20
共同
利用

自然科学
研究機構

国際戦略本
部

　民間外交として平和構築の実践を志向する。
　国際学術研究の戦略的支援として研究者交流の支援
体制の確立と本学が取り組むべき課題に対する学際
的・国際的ネットワークの活性化により研究拠点としての
地位を強化する。
　アジアの一員として、アセアン諸国の教育研究機関へ
の教育支援から対等な研究協力を目指した連携を行う。
　北欧・東欧・ロシア等本学が戦略的に重点を置く国から
国際的な人材を発掘する。
　国際交流の量的拡大から、客観的な評価に基づく質的
深化へ転換する。
　国際的な大学連携から生じた知的財産を共同利用す
るための国際ネットワークを構築し技術移転の成果を追
及する。
　文化・スポーツ交流から派生するパブリシティの高まり
を戦略的に活用する。

　海外の利用者にわかり易い英文ホームページを整備する。
　語学力や国際的視野の滋養等、職員の資質向上を目指す海外研修プログラムを整備し、人材育成に努める。
　TV会議システムを整備し各校舎横断的な国際戦略の策定等に活用する。
　国際戦略の新たな評価基準に基づいて既存の協定を見直し、その後、大学毎の管理から一元管理に移行す
る。
　海外からの研究者受入れ制度を構築し、また、受入れ支援業務の見直しを行う。
　学生派遣留学制度を見直し大学院留学を拡充する。
　各部署で管理する国際関係データを集約したベースを整備し利用を拡大する。
　戦略的交流の活性化のために包括的に交流状況を把握できる海外渡航者（教職員・学生）トレースシステムを
構築する。
　学内表記の多言語化及び他部署の文書等の翻訳支援を行い学内の国際化を推進する。
　学園内他機関の職員を国際戦略本部にてOJTを通じて国際研究支援者として育成する。
　海外オフィス（ソウルオフィス、ワシントン事務所）を設置する。
　外地機関に国際学会等を積極的に誘致するための広報活動を行う。
　国際的研究に外資を導入する方法の研究プロジェクトを立ち上げ、実施する。
　本事業についての学内広報活動、職員への啓蒙活動を行う。

　協定を一元管理し、国際戦略構想に基づく
評価基準を構築、定期的に見直しを行う。
　英語による広報の充実及び受け入れ支援
態勢の再整備により国・地域に偏り無く研究
者・留学生を受け入れる。
　国際研究資金を獲得し、海外からの研究者
を受け入れ「研究」拠点としての地位を強化
する。
　共同研究の成果を知的財産として管理し、
一部は社会還元のために事業化する。
　国際戦略に基づく情報収集・提供システム
を確立する。
　外地機関に国際学会を誘致する。

19 私
早稲田大
学

早稲田大学
国際研究推
進本部

　国際規模の大学間競争の中では、個々の大学が優れ
た研究、魅力的な教育、多様な人材等の側面で特色を
示していく必要があり、本学では「21世紀の研究教育グ
ランドデザイン」において、国際レベルの研究教育内容
の提供、地球規模の学術研究ネットワークの構築、グ
ローバルな使命を担える人材の育成等を掲げている。
　また、本学は歴史的にアジアと深い関わりを持ち、優
れた人材を輩出してきた実績がある。これらを背景に、
個人レベルのアドホックな国際化から「アジア太平洋地
域における知の共創」を実現するための組織的で持続
的な国際化への進化を図るとともに、アジアにおける「知
のハブ」として国際的リーダーシップを発揮する存在感あ
る大学としての地位を築くことを目指す。

①戦略的な研究の国際展開
　国際研究推進に係る指針や支援基盤を整備するとともに、重点研究分野の国際展開支援や研究開発・
　産業育成のための拠点整備の方策等の策定により、国際研究推進の戦略的な展開を図る。
②グローバル・パートナーシップの構築
　アジア等の拠点を中心に、国際機関や他大学とも連携しながら、海外の有力大学をパートナーとする
　共同研究教育活動のマッチングを進める。さらに、共同研究や共同シンポジウム等に発展した場合の
　支援体制を構築する。
③国際的研究人材の育成と人材ネットワーク構築
　若手研究者育成のための各種研究コミュニケーションスキルの向上支援（英語プレゼンテーション、
　英語論文の書き方等の研修等・講座）や、外国人卒業生を含む国際規模の人的ネットワークの構築を
　図る。
④アジアからの研究成果発信
　研究成果情報の英語による発信や、国際的に評価の高い国際学会のホスト、英文学術誌の刊行等を
　支援する。
⑤国際研究推進データの整備と後方支援機能の拡充
　国際研究推進データベースの構築を行う。また、外国人研究者の受入等に係る体制整備と事務手続の
　簡素化、研究事務関連文書の英文対応等の後方支援機能を拡充する。

　国際研究推進本部の機能の一部が研究者
支援センターに移行し、本部では国際研究
戦略の企画・策定、海外ファンド情報等の収
集・分析、国際共同研究のマッチング等に特
化したスタッフ機能の格段の充実を図る。
　また、研究所等における国際シンクタンク
機能の充実や国際化要員育成計画の実行
等により、人材やノウハウの蓄積が進む。
　さらに国内・海外の枠を越えた研究戦略業
務の統合等により、持続的で自立的な国際
研究推進活動を行う。

18 私

東海大学
九州東海
大学
北海道東
海大学

東海大学国
際戦略本部
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