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１．組織体制、ガバナンス 

 

（１）現状認識、課題 

 （大学国際化は「システマティック」で「中心的」な課題） 

  ・ 大学における組織的、戦略的な国際展開の必要性が指摘されているが、この

ためには、どのような組織体制を整備し、どのようなガバナンスの仕組みを構

築すべきであろうか。 

・ 大学国際化に関係する事項をDavies（1995）のマトリックスに基づき考察す

る（図 1－1 参照）
１）

  。例えば外国人研究者の受入についてワンストップサー

ビス機能や生活支援サービスが未成熟で受入研究者に事務的な負担を強いて

いるケースは、外国人研究者の受入を「Ａ」領域において取り扱っているとい

うことができる。 

・ 大学は本質的に自律的・分散的な性質を持っており、外国人研究者受入に限

らず、大学における教育・研究の個別の取組は、基本的には「Ａ」の領域で扱

っていると考えてよいかもしれない。 

・ 一方、これを改善し沢山の優秀な外国人研究者を受け入れることを大学の国

際戦略の重要なテーマとして掲げることを想定してみよう。 

・ これらは相対的に中心的な課題となり、また、管理運営面から手続きの効率

化、統一化等にも取り組んでいかなければならないだろう。すなわち「Ｄ」領

域の課題として取り扱うこととなる。 

・ では、この「Ａ」から「Ｄ」領域への遷移を的確に実現するためにはどのよ

うな行動が必要であろうか。 

・ 全学的に優れた外国人研究者受入促進を図るためには、外国人研究者の質や

人数に関する目標の設定、人材配置や経費配分を含む実質的な行動計画の策定

が必要となる。また、ワンストップサービス機能の構築、キャンパスの国際化、

家族を含む生活支援の充実等が必要であるかもしれない。 

・ このように、「Ａ」から「Ｄ」への遷移を実現するための体制をどう考える

のかが、大学国際戦略における「組織・ガバナンス」の問題である。 
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図1-1 大学国際化のトレンドと対応する組織

（Davies’ Matrixを基に筆者が作成）
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 （「本部」が必要との意識は高いが、実際に設置されているケースは少ない。） 

  ・ さて、大学関係者の意識はどのようであろうか。横田ほか(2006)によると、

「国際的な教育・研究の交流について戦略的に取り組むための全学的な推進組

織（本部）の設置」が「非常に重要」とする大学が 37.2％であるのに対し、実

際にそのような本部を置いていると回答した大学は 13．3％である。特に国立

大学は「非常に重要」と考えている大学が 75.8％と非常に意識が高いにもかか

わらず、実際に置いているのは 40.6％である。公立大学及び私立大学において

全学的な推進組織が置かれている割合はそれぞれ 8.3％、7.3％と、その数値は

一段と低い
２）

 。 

・ 先行的に置かれていた一部の先進的な事例を除き、本事業をきっかけに「国

際戦略本部」といった全学的な組織が置かれたケースが多数を占めると言える。 

 

（採択 20 機関の状況） 

・ 大学国際戦略本部強化事業（以下「本事業」という。）に採択された 20 機関

では、学長や副学長を本部長として、関係部局の教員、事務職員により構成さ

れる「国際戦略本部」を設置している例が多い。 

・ 「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併せ持つ事例もある。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。 

・ 組織体制の整備にあたり、多くの機関で、以下の観点が重視すべき事項と考

えられている。 

    ① 企画部門と実施部門の円滑な連携 
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    ② 本部と部局との適切な業務分担及び連携 

③ 教員と事務職員の一体化（協働化） 

 

（２）注目すべき取組例 

  【慶應義塾大学】：塾長の下での機動的な国際活動の展開 

従前、「国際センター」が国際交流関係業務を担当していたが、新たに国際連

携推進機構（Organization for Global Initiatives : OGI）を設置(平成 17

年)。戦略的な視点での国際活動の企画立案を OGI が実施し、実施段階は国際セ

ンターが対応する協働体制を確立。 

OGI では受け身的な協定締結を見直し、国・地域、分野等のバランスを考慮

しつつ、交流が必要と思われる大学に能動的に働きかける方針に転換した。平

成 18 年 12 月現在の交流協定の数は、前年度比で 52 増加している。OGI が主導

し学部・研究科から始まった交流を全学協定化するなど、学部独自の活動を全

学レベルに発展させることを目指した取組を実施している。 

OGI では 2 ヶ月に一度、塾長以下部局長などによる機構会議が開催される。

この会議は意志決定よりもスムーズな情報の共有化をねらいとするもので、各

部局からの国際活動に関する好事例が紹介されており、大学全体の国際化に刺

激を与えている。 

また、国際広報機能を持つ独立した広報室を設置（平成 18 年）し、迅速な海

外広報を実現している。 

 

  【東京工業大学】：教員と事務職員が一体となり先進的なアクションプランを策定 

    本事業に先駆けて取り組まれていた事例。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。教員と事務職員が共に議論できる体

制を重視。学長の強いリーダーシップの下、教員及び事務職員の意識改革を図

った。 

 

  【早稲田大学】：国際担当と研究担当を一元化 

    国際部と研究推進部とが一体となって国際研究推進本部を設置したことで、

両部が協働する体制が整備された。国際研究推進本部においては、主に、①21

世紀 COE プログラム、スーパーCOE プログラム及びアジア研究機構などの特定

の研究に重点を置いた国際的なネットワークの構築、情報収集・発信、②国際

交流データベースの構築や、学内文書の英文化などの環境の整備を実施してい

る。 

 

【大阪大学】：本部と部局の意見交換会の実施 

 平成 18 年より、①各部局の状況把握、ニーズ収集、②国際交流の現状につ

いての情報共有、③国際交流推進本部活動についての意見交換、④調査、新規

事業への協力要請等を行うことを目的に、国際交流推進本部と各部局長らとの

意見交換会を部局毎に開催。現在全 41 部局中 12 部局との間で開催した。意見

交換会を通じて、 
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①部局におけるキーパーソンの発掘と学内ネットワークの強化 

②本部への要望の収集と問題の解決へむけた取組の推進 

 例）海外拠点の組織的整備、宿舎状況の改善、英語による事業提供につい

ての本部指針づくり 等 

③情報の共有と学内外での広報 

④海外拠点の機能周知 

等の成果が得られた。 

 

（３）分析及び提言 

・ 本質的にボトムアップの性格をもつ大学において、「国際戦略」といったト

ップダウン的要素をどのように持ち込み、いかにコンセンサスを形成するかが

課題である。 

・ 組織やガバナンスの在り方は、機関ごとに事情が異なるため、様々な形態が

あってよい。また、組織体制やガバナンスの在り方は、各機関が目指す国際化

の進度に応じて随時見直して行くべきものである。 

・ 実際に 20 の「国際戦略本部」の取組を見ると様々な特徴があるが、重視され

る機能に着目し、大まかに次の４つの類型に分類した。 

 

表 1-1 国際戦略本部の類型 

類 型 重視する機能 備 考 

Ⅰ「特定プロジェクト型」 特定部局の国際活動の直接的支援  

Ⅱ「先導・機動型」 国際展開の参謀的機能  

Ⅲ「集中管理型」 全学的な計画作り、進捗の管理  

Ⅳ「分散・支援型」 各部局の国際活動の後方支援  

 

・ ここで、それぞれの類型の特徴について「トップダウン」と「ボトムアップ」

のバランスを考えると以下のように考えられる。 

 

トップダウン＞「特定プロジェクト型」 

＞「先導型」＞「集中管理型」＞「分散・支援型」＞ボトムアップ 

  

・ 「特定プロジェクト型」の戦略本部は優先的に支援する部局、教育研究分野

をあらかじめ大学が設定し、これを直接本部が支援するものである。「特定プロ

ジェクト型」の大学の取組については、後続の「6．個別の研究テーマを中核と

した国際展開」の章で詳説したい。 

・ 「先導・機動型」は学長と近い位置に「本部」を設置し、大学の国際展開へ

の適切な助言や戦略的な取組の企画立案を行う機能を重視するもので、学長の

意向を踏まえた迅速な対応が可能である。 

・ 「集中管理型」は、大学全体を俯瞰しながら、全学的な課題や問題点を総合

的に把握した上で、企画・立案を行うアプローチであり、大学の国際化を着実
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に計画的に進める場合に非常に有効であろう。 

・ 「分散・支援型」は部局の自律性を尊重した上で、部局の国際展開を後方支

援するものであり、比較的規模の大きい国立の総合大学に多く見られる。 

・ 上記、「集中管理型」「分散支援型」のいずれにおいても、部局の自律制を保

ちながら各部局における自主的な変革を促すための工夫が重要である。部局間

でグッドプラックティスについての情報交換を行う場を設け、全体のレベルを

上げていく手法は規模の大きい総合大学では特に有効だと考えられる（→慶應

義塾大学の事例）。 

・ また、教員と職員の一体化を図るための方策として、企画立案の作業を協働

して行う環境を与えるとともに、教員・職員の意識改革を促す必要がある。（→

東京工業大学の事例） 

・ あらゆる大学活動が国際性を持つことが一般化してきた状況の中で、例えば

研究推進と国際関係を扱う部署をどのように設置し、連携させるかというのは

重要なテーマであろう。大規模大学でありながら敢えて研究担当と国際担当を

融合した本部を置いた例は注目すべきである。（→早稲田大学の事例） 
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