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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 年度には 2,997

件であったが、平成 16 年度には 11,292 件にまで増加している
１）

  。とりわけ、ここ

数年の増加の速度は速く、平成 12 年度から 16 年度までの間にほぼ倍近くになるな

ど、わ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４－１ 協定数の変遷（平成１２年度～平成１６年度） 

出典：文部科学省『大学等間交流協定締結状況調査』より筆者作成。 

 

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 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。 

コンソーシアムの形態としては、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。わが国では、当初、二国間地

域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
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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 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、わが国でも、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 4－1 は、主な国際コンソーシアムの一覧

である。 

 

表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 and 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)、 
東工大(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 慶応（2002）、
京都、 

大阪、 

東京、 

早稲田 

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） 

※１ 下線部は、大学国際戦略本部強化事業採択校 

※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。 

                                                 
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 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、発展途上の活

動もあるが、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

きが出てきている。 

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。 

 

 

（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フォー

マルな関係の構築に取り組んでいる。その際には、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のもと、現状分析を踏まえた上で、戦略本部主導で

（主に学長外交を通じて）協定締結を進めている。 

 

【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、構築したコンソーシアムである。他の加盟大学

と、以前から関係を有していたこともあり（そもそも、設立の際には、学術交流

協定締結校との協力関係の実質化が企図されていた）、設立当初から、主導的な

役割を果たし、現在に至っている。また、加盟校とベンチマーキングを行うなど、

コンソーシアムを活用し、大学の教育・研究・管理運営機能の改善を図っている。

また、コンソーシアムの事務局を学内においていることから、副次的効果として、

事務局体制の強化が図られた。 

 
【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。 
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【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）に参加し

ている。広島大学は、「平和を希求する大学」を基本理念の一つとして掲げてい

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、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・アフリカ教育研究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 年 3 月、「アジア・アフ

リカ研究教育コンソーシアム」を結成。参加機関は東京外国語大学の他、オース

トラリア国立大学、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、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、幹事校となっている。 

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

べきである。 

 

【鳥取大学】：自治体レベルの交流が大学間連携へと発展 

  鳥取県が環日本海を中心として長い友好交流の歴史を持つ韓国江原道、中国吉

林省、ロシア沿海地方、モンゴル中央県の知事・省長が一堂に会する「北東アジ

ア地域国際交流・協力地方政府サミット」をきっかけに、各地方政府の域内にあ

る大学が参加する「北東アジア地方政府大学教授協議会」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 年

秋頃に開催する予定。 

 

 

（３）分析及び提言 

○コンソーシアムを通じた／におけるプレゼンスの向上 

・ 有力なコンソーシアム・優良なコンソーシアムに参画し、その活動に積極的

に貢献してくことを通じて、機関の国際的なプレゼンスの向上を図る、という

視点。 

・ コンソーシアム型の交流は、まず欧州で広がり、その後、国際的な広がりを

見せている。国際的なコンソーシアム・ネットワークについては、内実を見て

みるとオーストラリア、シンガポールなどのイニシアティブで構築されたもの

が多い。日本の大学の中にも、こうしたコンソーシアムで主導的役割を担って

いくものがあっても良いのではないか。 
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表４－２ 主要な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 

国際コンソーシアム等名称  

東アジア研究型大学協会（AEARU） 副会長：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 

アジア学長会議 提唱・運営連絡会メンバー：九州大学 

 

○コンソーシアム自体の発展 

・ （有力な）国際的なコンソーシアムに参加することは、アナウンス効果等を

考えても有効。しかし、それと同様に、参加したコンソーシアムに積極的に貢

献し、その活動を活性化させていくことで、コンソーシアム自体を優良かつ持

続可能なものにしていくという視点も重要。 

・ 現在のところ、機関レベルのコンソーシアムは一部の大学（主に、研究型の

総合大学）に限定されがち。より組織的な連携が志向される中、多様なあり方

を模索する必要性があるのではないか。 

 

○国際コンソーシアムを基盤とする活動の実質化 

・ 多くのコンソーシアムがまだ初期段階にある。国際コンソーシアムの多くは、

志の高い目標を掲げ、多種多様な活動を視野に入れているが、それらの多くは

まだ発展途上の段階にある。進化論的視点に立ちながら、活動の実質化を図っ

ていく必要がある。 

・ 活動を実質化・実体化させていくためには、ファンディングの問題は重要。

外部リソースに依存するコンソーシアムは失敗しがちであり、機関独自のリソ

ース（互いに持ち寄る）に付加的に外部リソースを活用していくことが理想的

とされる中、コンソーシアムの形成・維持（参加）にかかる費用をどう賄って

いくか、ということについて戦略的視点が必要。また、同時に、コスト効果を

高めていくこと（コストに見合う効果があると価値を見出すことのできる状況

をつくること）も、コンソーシアムの発展性においては重要。 

 

○コンソーシアムを活用した大学の活性化 

・ 各大学にはコンソーシアムへの参加が外部資金獲得に関しても有利に働くと

の目算があるが、これはまだ実証できる段階には至っていない。自校だけでな

くパートナー機関にとってもウィンウィンの関係となることが重要。 

・ コンソーシアムへの「参加」自体は、手段であり、目的ではない。それによ

ってもたらされる機会を、国際活動の発展、ひいては、大学改革・改善に活か

していくことが重要。 
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