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大学国際戦略本部強化事業 ２０機関との意見交換会概要 

 

１．日時：平成１７年７月８日～８月５日 各機関９０分程度  

２．場所：日本学術振興会内 

３．対応者：深井国際事業部長、清浦人物交流課長、太田アドバイザー、小林係長、

佐藤他 （ＪＩＳＴＥＣの担当者が傍聴） 

 

４．概要： 

大学国際化戦略委員会における議論を踏まえ、今後のモデル開発の参考とする 

ため選定された２０機関との個別の意見交換会を実施した。特に、各機関におけ

る現状及び特徴的な取組（計画を含む）の把握に努めた。また、評価者ではなく

支援者としてのＪＳＰＳの立場や好事例抽出に当たっての着眼点など、今後５年

間の事業の進め方についてのコンセンサスの形成に努めた。 

 

５．特徴的な取組（既存の取組及び計画段階のものも含む）： 

   本事業としては事業開始後間もない段階であるが、一部の機関においては既に

先行的に様々な改革に取り組んでいる事例がある。このような既存のものも含め、

特長ある現在までの取組や今後の計画を観点別に以下にまとめる。 

 

 （１）組織体制、ガバナンス 

   学長や副学長をヘッドとして、関係部局の教員、職員により構成される「国際

戦略本部」を形成する構想が多い。本部の機能としては国際戦略策定等の企画立

案機能が中心となる場合が多いが、実施部門を統括する機能もあわせ持つ構想も

ある。また、本部内に本部の企画立案機能を支える常設の組織を新たに置く場合

と、既存の組織を活用する場合に大別される。 

   今後以下のような観点から組織体制やガバナンスについて、分析を図っていく

必要がある。 

   ①企画部門と実施部門がどのように連携するか。 

   ②本部と部局の業務分担をどのようにするか。 

③教員と事務職員の一体化をどのように成し遂げるか 

   ④複数のキャンパス、支部等がある場合どのように連携するか 

 

 ＜具体例＞ 

 【東京工業大学】 

   平成１５年に国際活動の企画立案を総括する国際室（副学長が室長）を設置。

教員と事務員が共に議論できる体制を重視。今後、「国際オフィス」に実務を行

う部門についても組み入れ企画部門と実施部門の連携を深める構想。 
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 【早稲田大学】 

   国際部、研究推進部の両部で行ってきた企画立案機能を国際研究推進本部で一

元化する構想。 

 

 【慶應義塾大学】 

   従前、「国際センター」が担当していた国際交流の企画立案の機能を学長主導下

（塾長室）に移管し、全学的、機動的な体制を整備。なお、「国際センター」は

実施部門として位置付け、連携関係を保つ。 

 

（２）目標設定、行動計画、評価体制 

  先行的な取組を行っている一部の大学においては、国際展開に関する課題等を

把握・整理した上で、全学的なポリシーペーパーや達成目標を明記した行動計画

を策定している。 

＜具体例＞ 

【東京工業大学】 

    2002年４月、企画立案部門としての国際室を設置（教官及び事務官により構

成）、2003 年７月「ポリシー・ペーパー」を策定・公表。策定に先立って全学

の留学生・教職員、チューターを対象に行った満足度調査によって問題点を抽

出。 

   基本方針のみならず、事項によっては、明確に数値目標を設定。 

    例） 

・日本人学生の英語力強化：学部卒業時 TOEFL550点、TOEIC730点 

     ・教員の多国籍化：常勤外国人教員を５０名以上（全教員の５％以上） 

     ・協定校戦略：重点協定校の設定 ２００４年までに１０校。 

    ・国際化のタイムテーブル作成（０３～０８年） 等 

 

【広島大学】 

先行的に２００２年１１月、文科省「国際競争力強化経費」により、オース

トラリア学長会議国際部長ボブ・ゴダード氏を約２週間招聘し、ＳＷＯＴ分析

(Strengths（強み）、Weakness（弱み）、Opportunities（機会）、Threats（脅威）)

に基づき、国際競争力強化に関する３３の提言を受けた。 

これらを踏まえ、法人化を前に、具体的な達成目標等を明記した「国際（国

際化）戦略」を法人化前に策定（２００３年９月）。 

例） 

    ・外国人ＰＤを毎年１０～２０名受け入れる。 

    ・外国人教員・研究員の割合を１０％とする。 

    ・国際協力事業の選択的展開を行い、特色ある大規模国際協力事業（１０

事業程度）を推進 

    ・共同研究申し込み希望者などの問い合わせ・依頼に対する誠実な回答率

（４日以内の回答）を９０％にまで改善する。          等 
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【名古屋大学】 

名大が主導する国際コンソーシアムであるＡＣ２１の枠組を通じて、国際的

なベンチマーク（指標・評価）活動を積極的に取組。 

 

 （３）国際的な外部資金の獲得 

    戦略的に国際的な競争的外部資金を獲得し、国際活動の充実を図るとともに、

これらの国際的なファンドへの対応を起爆剤として機関内における事務体制の

強化（国際標準化）を急速に図る取組みが注目される。 

   

＜具体例＞ 

   【一橋大学、神戸大学】 

ＥＵのファンドによりＥＵ研究を行う拠点としてEUIJ、EUIJ関西が 

選定。一橋大学及び神戸大学がそれぞれの中核機関となる大学コンソーシアム

により運営。ＥＵとの研究ネットワークの強化、ＥＵに対応する新教育プログ

ラムの構築を図る。神戸大はEUIJ参加によりＥＵ域内の機関との共同研究であ

れば、ＥＵの競争的資金であるFP6の申請資格を獲得。、また、神戸大学におい

て大阪大学、関西学院大学との単位互換コースを開設予定である他、大学院生

を対象に、ＥＵの大学への留学奨学金制度を検討中。 

 ＥＵから資金援助を受けて行う事業であるため、会計処理等を含め関連業務

は英語でＥＵの基準で行われる。このため、職員の意識改革や事務体制の国際

化が急速に進んでいる。 

 

 【広島大学】 

外部資金の獲得による国際活動、とりわけ国際協力事業の展開を図ることを明

確な国際戦略として位置付け。ＪＩＣＡ等の国際協力事業で、大学そのものが事

業体として応札・受託。国際協力研究科を持つ広大の強みを活かした「バングラ

ディッシュ・小学校理数科教育強化計画」を 2004 年度より実施。立上げにあた

っては文部科学省国際開発協力サポートセンターの助言・支援機能を有効に活用。 

 

 （４）国際的なコンソーシアムの形成又は参加 

   国際コンソーシアムへの参画により国際的なネットワークを形成し、国際活動

を展開する上での足がかりとして活用する構想が見られる。「環太平洋大学連合」

（ＡＰＲＵ）や「東アジア研究型大学協会」（ＡＥＡＲＵ）など従来からのネッ

トワークに参画している機関も多いが、独自にネットワークを形成し、国際活動

の基盤にする試みも見られる。 
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  ＜具体例＞ 

【名古屋大学】 

   総長のリーダーシップにより、国際学術コンソーシアム（ＡＣ２１）を提唱し、

結成（国際コンソーシアムを日本の大学自らが提唱し、主導的な立場（事務局）

を発揮しながら運営しているケースは極めて稀。）。ＡＣ２１を足がかりに、参加

校との交流・共同研究を強化。国際的なコンソーシアムの幹事校の立場であるの

で必然的に事務局体制の強化が図られている。 

 

 【東京大学】 

   世界的な各種コンソーシアムへの参画を通じてプレゼンスを向上（環太平洋大

学連合（APRU）、東アジア研究型大学協会（AEARU）、１０大学連合）。 

  

 （５）職員の養成・確保 

   国際戦略本部において必要とされる人材の確保については内部登用の他、民間

（商社、銀行、国際機関等）からの外部人材の活用を図っている機関が多くある。

外部人材の募集については、公募により人選をしている例が多い。 

   職員の研修については、文科省やJSPSの研修の活用の他、自らの連携校や海外

拠点を活用した事例がある。私大の職員研修制度は全般的に国公立大学よりも充

実している印象。 

   国際担当職員のキャリアパス、処遇のあり方にまで踏み込んだ検討をしている

例や自らの機関だけでなく、他の機関に職員を送り出すことを想定している例は

注目に値する。 

 

【神戸大学】 

   国際担当業務職員の能力、キャリアパスのあり方について、いわゆる欧米型の

アドミニストレーターと同様のものとなるように設計。当初は、コーディネータ

ーとして外部人材を登用し、国際業務のノウハウを蓄積。３、４年後に内部人材

に置き換える構想。その際、学内公募とし登用試験を経て、適任者を選抜・配置

予定。国際交流コーディネーターは、専門職として位置づけて、通常の俸給より

も数号上のものに格付けする予定。 

   また、（国際協力研究科を擁することもあり）大学院生を国際交流アソシエイト

として採用し、国際業務の補助を経験させることで、研究者ではないキャリアパ

スを提示。 

神戸大学の国際交流コーディネーターを経験すれば、日本の他大学又は海外の

大学においても国際業務担当者になれるというようなシステムを構想。 

    

【東京外大】 

多言語を擁する大学（院）を活かして、国際交流業務担当に大学院生（現役・

修了者）をインターン又はリエゾンオフィサー（非常勤職員）として活用する。 

   これにより大学院生のアカデミアでないキャリアパスへの道を開くことを狙う。 
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【早稲田大】 

    様々な職員研修制度（海外研修・大学院研修〈MBA・大学行政〉・ＪＥＴＲＯ

研修等）による長年の積み上げにより、職員全体の能力底上げが行われている。 

   語学研修等については、早稲田大学（５１％）と民間（４９％）出資の子会社

を設立。出資子会社は、６社。 

 

  

    

 （６）外国人研究者等の受入環境の改善 

   外国人研究者、外国人教員、留学生に対する総合的なサポート体制を整備しよ

うとする計画が多くある。特に外国人研究者の受入については受入教官に負担が

強いられているケースが未だ多い。宿舎の問題については地方公共団体との連携

を図ろうとする取組がある。 

 

   ①ワンストップサービス、情報提供等 

＜具体例＞ 

【東京大学】 

     「内なる国際化」の実施モデル地区として、柏地区においてワンストップ

サービス化を平成１９年度より実施予定。 

 

【大阪大学】 

外国人留学生・研究者向けのポータルサイトを立ちあげており（工学部発

案を全学展開）、在籍者向けの各種情報提供を行っている。（ポータルサイト

の整備例は稀） 

外国人研究者の生活支援業務のために学内の留学生をアルバイト雇用し、

ネットワークの強化を図るとともに学内での就業機会を提供。  

 

   ②宿舎 

＜具体例＞ 

【名古屋大学】 

研究者受入れデータベース（試行版）を運用。発生源入力方式のため、リ

アルタイムで人数や宿舎状況等の把握が可能となっている。 

  【京都大学】 

    平成１６年度より京都府と連携し府営住宅を活用。 

  【大阪大学】 

    府営住宅、市営住宅や住宅都市整備公団の賃貸住宅等の公的住居の紹介等

を検討。  

【神戸大学】 

    兵庫県と連携し、震災復興住宅を外国人研究者用宿舎として活用。 
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   ③キャンパスの国際化 

    ＜具体例＞     

【早稲田大学】 

国際教養学部の設置が学生・教員・事務体制における国際業務面に大きな影 

響。 

例）：学部学生の海外留学１年義務化。外国人教員が多く在籍することから学

内規則・通知等の英語化要望。 等 

   【広島大学】 

    キャンパスの国際化に関する数値目標を設定 

    例）：問い合わせ・依頼に対する誠実な回答率（４日以内の回答）を90%にま

で改善する。 

 

 （７）日本人学生、研究者の海外留学・派遣機会の充実  

    一般的に外国人留学生、研究者の受入数と比べ、日本人の学生・研究者の海

外への派遣数が少ない傾向にあるが、これを均衡させることを目標に掲げてい

る例がある。また、海外拠点を有効に活用し、海外派遣の充実を図ってる例が

ある。 

   【慶應義塾大学】 

    受入と派遣を均衡させる目標を設定。 

    （2007年度目途に海外派遣学生数1,000名、外国人留学生数1000名とする。 

←現状；派遣355名、受入636名） 

   【早稲田大学】 

    国際教養学部において１年間の海外留学の義務付け。留学センターにおいて

集約的にサポート。 

   【鳥取大学】 

    フィールドワークの拠点としてメキシコ北西部生物学研究センターにおいて

学生のインターンシップを実施。現地において、同センターが学生の受入を

支援。 

  

（８）個別の研究テーマを中核とした国際展開 

   中規模の大学において、例えば２１世紀ＣＯＥに採択されているような強みの

ある研究分野に着目し、当該研究分野の国際展開支援を重点的に行い、その経験

で得られた成果を他の分野に活かしていく戦略を展開している例がある。 

 

   ＜具体例＞ 

【鳥取大】  

     「沙漠化防止」の下、全学的な体制で教育・研究における国際活動を目指

す。これまでのフィールド拠点であるメキシコを中核に、学生派遣、研究活

動、技術教育（将来的には、南米を含む体制へ）を展開していく。 
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     ＪＩＣＡ事業での長年の実績を踏まえ、関係各国（中国、エジプト、メキ

シコ）とは良好な関係を構築。 

 

【長崎大】 

 「熱帯医学・感染症」「放射線医学」「海洋環境」の最も実績がある研究を核

に、その国際活動を総合的に支援（資金獲得、経理処理、照会窓口）。ＣＯＥ

に採択された他「新興・再興感染症研究拠点形成プログラム」採択により、

ベトナム拠点形成を行う予定。特に「熱帯医学・感染症」を先行的に支援し、

その成果を他の分野に普及していく計画。 

 

【新潟大】 

学内の研究リソースから国際学術研究となり得るものを見つけ出し、組織

横断的なパイロット・プロジェクトとして立ち上げ、その活動支援を集中的

に実施するというアプローチ（当面は、ＧＩＳ（地理情報システム）をキー

ワードに、医学・都市工学・復興科学等との間のプロジェクトを実施予定） 

  国際学術サポートオフィスは、戦略的に定められた特定プロジェクトを支

援。 

 

 （９）海外拠点の整備 

    特に中国を中心に、近年中に海外拠点を積極的に設置しようとしている機関

もある一方、あえて海外拠点を置かない方針の機関もある。海外拠点の機能と

しては、研究に特化したもの、教育に重点があるもの、総合的なものとさまざ

まな位置づけがなされている。 

    定常的な人員が配置されていることにより、学生の派遣への支援、職員の研

修機能の強化などに有効に結びついている事例は注目に値する。 

    また、文科省新興・再興感染症対策支援事業の活用によりケニア・ベトナム

での本格的な拠点の整備を図ろうとしている長崎大の取組は興味深い。 

  

【鳥取大】 

中核的な研究フィールドであるメキシコに拠点を設置。研究活動はもちろん、

日本人の学生派遣を現地でサポート。 

 

【長崎大】 

  文科省新興・再興感染症対策支援事業の活用によりベトナムでの本格的な拠

点を整備予定。研究の性格上サンプルや研究成果の取扱い等知的財産権に係

る諸問題等の検討が特に必要。当該事業における理研感染症研究サポートセ

ンターの機能にも注目すべき。 
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（１０）その他の特徴的な取組 

【鳥取大】 

     鳥取県内の唯一の国立大学であることから、鳥取県及び鳥取市との連携を

様々な面で実施。例：留学生・研究者の受入れ体制・日本語教育、職員交流

等 

 

【自然科学機構】 

   国際業務に関する機構横断的なサポート体制を整備し、５研究所横断的な

研究プロジェクト（イメージング・サイエンス）の国際展開や各研究所にお

ける国際業務を支援する。 

 

【東海大】 

・危機管理としての学生・教職員の海外渡航状況（トレースシステム）デー

タベースの構築。ユニバーサルアクセス化を図る。 

・学園全体の収入に貢献できる国際事業の開発を模索。例：エクステンショ

ンセンターを活用した短期国際研修。 

・協定の見直しのための評価指針を検討中。 

 

 

 

６．その他 

 意見交換会を通じ、下記のような意見、コメント、提言を頂いた。 

 

・２０機関の関係者間で意見交換を行う機会を是非設定してほしい。 

・海外の大学の調査を行う場合、同じ目的の調査がバラバラに行われないように調

整すべきではないか。 

・学振の海外事務所と連携したい。 

・競争的資金の募集要項、手引書、ガイドラインなどの英文化を進めて欲しい。 

・文科省等の国際関係の推進に資するプログラム等について、どのようなものがあ

るか一覧できるとよい。    






