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７．外国人研究者等の受入の改善 

 

（１）現状認識、課題 

「海外からの優秀な人材の獲得」は、多くの大学において国際戦略の主要な柱

の一つとされているとともに、我が国全体の国際戦略として、近年重要な位置付

けをなされてきたトピックである。外国人研究者受入数は、ここ数年はほぼ横ば

いの傾向にあるものの、平成 16 年度には 31,408 人にのぼっており、その数は過

去 10 年間で約 2.5 倍近くに増加した
１）

  。留学生についても、昭和 58 年の「留学

生受入れ 10 万人計画」を嚆矢に受入を積極的に推進し、策定当初は１万人程度だ

った留学生数が平成 18 年には約 12 万人に到達するなど
２）

  、我が国の高度人材の

獲得は着実に進みつつある。 

だが、諸外国と比べ、我が国の外国人研究者受入総数は未だ少ないことが指摘

されており、近年に見られる特徴として、滞在日数が 30 日未満の短期受入者数は

近年徐々に増加している一方で、長期受入者数は停滞していることが挙げられる

（図 7－1参照）
３）

  。 
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図７－１ 期間別受入研究者数（短期・長期） 

出典：文部科学省『国際研究交流の概要（平成 16 年度）』 

 

 

また、外国人教員の割合もわずか 3.6％にすぎず、米国 19.3％、英国 17.6％に

比べれば、その数値の低さは依然として低い。加えて、留学生受入に関しては、

日本では主に学部レベルでの学生受入が中心で、大学院レベルでの学生受入は滞
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っている点が問題認識されており、主要国の中でも大学院生に占める外国人の割

合は低い。とりわけ理工農系分野に至っては、米国 38.8％、英国 33.5％、仏国

18.6％の傍ら日本は 9.3％と、その差は著しい（表 7－1参照）。
４）

   

 

表７－１ 外国人比率の国際比較         

  日 米 英 仏 独 

研究者全体  １．５％  ５．６％  

大学教員  ３．５％ １９．３％  １７．６％  ５．４％  

大学ポスドク  ２２．０％ ５７．２％   

理工農のみ  ６１．１％  

博士号取得者  １３．７％ ２８．５％ ３５．７％ ２１．１％   ７．０％ 

理工農のみ  １４．１％ ４２．５％ ３４．９％ ２０．１％   １０．２％ 

大学院生  １２．５％ １３．２％ ２６．５％ ２５．３％   

理工農のみ  ９．３％ ３８．８％ ３３．５％ １８．６％   

学部学生  ２．１％ ２．２％ ９．２％ １１．８％   

理工農のみ  １．０％ １０．４％ １７．４％   

注：数値はそれぞれ、日 2003 年、米 2001 年、英 2003 年、仏 2003 年、独 2004 年のもの。 

出典：各国統計より文部科学省作成。  

 

 

優秀な外国人研究者・留学生を獲得するにあたっては、研究・教育レベルの高

さが求められることは言うまでもないが、それらに付随する「来日前」「来日中」

「離日後」の一連の流れをカバーする、体系的で磐石なサポート体制の整備もま

た重要な要素である。 

うち、来日前のサポートについては、「奨学金の設置」や「海外広報」等をはじ

めとするリクルーティング活動が、従来より着々と展開されている。また、離日

後に関しては、同窓会活動に代表される人材のネットワーク化が一般的に進めら

れており、近年の外国人研究者等の受入数増加に伴い、それらの活動は規模、内

容ともに充実していくことが予想される。我が国において、とりわけ対応の必要

性が指摘されるのは、残る来日中のサポートである。 

JSPSが実施したJSPS外国人特別研究員を対象とした調査
４）

  によると、研究のた

め日本に滞在した外国人研究者より「英語による情報提供」「図書館の国際化」「宿

舎や生活に関するサービス」「同伴家族のサポート」等を求める声が寄せられてお

り、外国人研究者に対する各種生活支援や受入環境の改善の重要性を示唆してい

る。 

だが、現状として、外国人研究者等に対するそれらの支援を組織立って取り組

む大学は少ない。例えば、全国の国公私立大学における「図書館およびコンピュ

ータ・センターでのサービスの多言語化」の実施割合は 13.5％、「学内文書・諸

規程の多言語化」の実施割合は 7.8％と、低い数値が報告されている
５）

  。また、

外国人教員の活躍促進のための行動計画を全学的に策定している大学の割合も、
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全体のわずか 3.3％に留まっており
６）

  、外国人研究者等の受入環境改善に対する

意識の低さが伺える。 

このような、外国人研究者等受入に係る全学的な対応の遅れは、結果として、

外国人研究者らの生活サポートを専ら受入研究者個人の負担としてしまう問題を

引き起こしている。以下の図 7－2 は、JSPS 外国人特別研究員が、日本滞在中に

研究面以外の問題に直面した際、援助を求めた相手（機関）示しているが、大学

としての組織的な支援体制の脆弱さとともに、全学的な対応の必要性を克明に表

していると言えるだろう。 

 

20 22 20

36

0

123
127

0

20

40

60

80

100

120

140

受
入
研
究
者

研
究
仲
間

受
入
機
関

JI
ST
EC

政
府
・自
治
体

そ
の
他

無
回
答

 

（人） 

図７－２ JSPS 外国人特別研究員が日本滞在中、 

研究面以外の問題について援助を求めた相手（機関） 

    出典：『JSPS 外国人特別研究員事業 Program Evaluation Questionnaire 

2006 年 6 月集計及び 2006 年 9 月集計』より筆者作成。 

 

 

以上、主に来日中の生活面に係るサポートについて、その必要性と現状につい

て述べたが、先に言及したとおり、優秀な外国人研究者等の獲得のためには来日

前、来日中、離日後それぞれの場面に応じた支援体制が必要であり、その取組は

実に多岐に渡る。以下、各採択機関の行う取組を、時系列に沿って抽出、考察し

てみたい。 

 

（２）注目すべき取組例 

①海外広報、リクルート、フェローシップ制度等（来日前のサービス） 

【慶應義塾大学】：戦略的な海外広報を重視 

 慶應義塾大学は、国内に比べ国際的な大学知名度が低いことを問題として認

識し、対国内のみならず対国外をも視野に入れた戦略的国際広報の展開を図っ

ている。特に情報の迅速化に力を注いでおり、その点で利便性が高く、且つ外
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国人研究者や留学生が最も参考にすると考えられる Web サイトの充実に着手し

ている。平成 18 年 7 月には、大学が行う国際活動や社会貢献活動等を国内外に

発信するための組織として、塾長の下に広報室を新設し、同じく塾長直轄の組

織である国際戦略推進機構（OGI）と広報室とが連携することで、国際広報・国

際展開の相乗的な向上を狙っている。 

 

【東京大学】：民間企業と連携し優秀な中国人受入のための基金の設置 

 東京大学は、（株）アサツー・ディ・ケイから約 3億円の寄附金を受け、中国

からの優秀な留学生獲得を目的とした奨学金「東京大学アサツー・ディ・ケイ

中国育英基金」を平成 17 年度に設置、翌平成 18 年度より運用を開始した。本

基金は、北京大学、清華大学、復旦大学の中国トップ 3大学それぞれから、毎

年 2～3名ずつ学生を選抜し、東京大学留学資金として、奨学金を付与するもの

である。平成 18 年度募集では、北京大学からだけで約 100 名の応募があり、優

秀な中国人留学生獲得のための一手段となっている。 

 

【名古屋大学】 

：独自のコンソーシアムを活用した現地での来日前オリエンテーションの実施 

名古屋大学は、自校が提唱・主導する「国際学術コンソーシアム（AC21）」の

加盟機関の一つである上海交通大学内に「名古屋大学上海事務所」を設置し、

同事務所を利用して、名古屋大学への入学を予定している中国人学生を対象と

した渡日前オリエンテーションを開催している。オリエンテーションには、現

在名古屋大学から中国に留学中の日本人学生の参加も呼びかけており、渡日に

あたる中国人学生の質疑に対し日本人学生が回答するなど、学生交流の促進も

図っている。 

 

②国際水準の教育・研究環境の整備（来日中のサービス１） 

【東京工業大学】 

：研究機関と連携した海外からの大学院生受入プログラムの創設 

（「東工大・理研連携国際スクール」） 

 東京工業大学は、平成 18 年 2 月に独立行政法人理化学研究所（理研）と連携

協力協定を締結し、海外からの大学院生受入プログラムとして「東工大・理研

連携国際スクール」設置構想を打ち出した。具体的には、博士号取得を目指す

海外（特に東アジア）の大学院生を東京工業大学・理研にて毎年 10 名受け入れ、

彼らに対し両機関の中でそれぞれポテンシャルのある領域にて研究環境・機会

を提供した上で、プログラム修了時には東京工業大学から学位を授けるもので

ある。なお、本プログラムは平成 19 年秋から開始される予定である。 

 

【早稲田大学】：「研究面」での外国人研究者支援を充実 

 早稲田大学では、外国人研究者の「生活」のみならず、「研究」推進のサポー

トまでも視野に入れた取組が行われている。学内の研究資金情報のうち約 80％

を英語化し、国際研究推進本部 Web サイトに掲載することで、外国人研究者の
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研究資金調達への支援を図っている。さらに、英語化作業の過程で、かねてよ

り学内研究者から要望の高かった「研究支援関連の英語表記の統一」にも取り

組み、それらをまとめた「研究支援関連英文用語集」も国際研究推進本部 Web

サイトにて公開、随時更新中である。 

 今後の展開として、英語での研究倫理関連規程の策定を構想しており、さら

なる研究支援体制の強化を狙っている。 

 

【会津大学】 

：外国人教員の積極的採用  

～専門スタッフによる外国人教員の支援体制の整備～ 

会津大学は、平成 4年の開学以来国際公募により国内外の教員を採用してお

り、全教員に占める外国人の割合は、開学当時で約 60％、平成 18 年現在で約

40％と高い。 

外国人教員受入にあたり、開学当時より、外国人教員と日本人教員との待遇

格差の排除や学内公用語としての英語使用に取り組んでいる。また、当時の大

学規程では、外国人教員には、任期付採用後、その業績に対する評価を踏まえ

た上でテニュアとして再雇用されるという制約が課せられていたが、会津大学

では採用時点で 3年経過後のテニュア雇用を保障するなど、あらゆる面で国籍

による対応の差をなくすことに力を注ぎ、外国人教員が門を叩きやすい環境整

備に努めている。（なお、会津大学では平成 18 年 4 月の法人化を機に、外国人

教員の再任制度を廃止した。） 

外国人教員の積極的な受け入れは、大学の国際化を促進する一方で、外国人

教員に対する支援・配慮の必要性をより一層高めている。会津大学では ①「外

国人教員等相談員」（4名）による生活上の問題解決のためのワンストップサー

ビスの実施、②「通訳翻訳員」（3名）を中心とした、学内規程・学内文書の 2

カ国語化の徹底、③国際戦略本部メンバーらによる外部資金獲得のためのサポ

ートなど、外国人研究者支援のための専門スタッフ（嘱託職員）を配置して、

受入環境の整備・向上を図っている。 

 

【名古屋大学】：職員用宿舎の有効活用 

研究者交流・学生交流が活発化する中、滞在用宿舎の確保は各大学共通の課

題である。 

 名古屋大学では、大学法人化を機に、従来職員用宿舎として使用していた「高

針団地猪高町宿舎」全 61 室のうち 26 室を外国人研究者用個室に転用・改修し

た。既存のリソースを活用し外国人研究者用居住施設の充実を図る例であると

ともに、外国人研究者と職員とが共同生活を営むことで、両者の国際交流の促

進にもつながっている。 

 

【京都大学】：地方自治体と連携した公営住宅の活用 

 京都府は平成 16 年に、府内の大学、大学院、公的研究機関にて就学や教育活

動または研究活動に従事する外国人研究者・留学生世帯を対象とする府営住宅
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等への優先入居募集を全国で初めて開始した。地元自治体と大学とが協力・連

携し、宿舎確保に取り組む一例である。 

 

③キャンパスの国際化、生活支援サービス（来日中のサービス２） 

【広島大学】 

：外国人研究者、留学生、教員等を参集した 

「キャンパスの国際化」フォーラムの開催 

 広島大学では、平成 18 年 3 月に「キャンパスの国際化」フォーラムを開催し

た。これは、広島大学がその国際戦略の一つとして掲げる「『ひと』にフレンド

リーな大学づくり」の取組の一環である。フォーラムでは、カリフォルニア大

学バークレー校及びモナッシュ大学から招へいしたパネリストより各大学の取

組が報告されるとともに、学内の外国人教員、留学生、日本人教員、日本人学

生も加わり、「キャンパスの国際化」の実現に向けて活発な議論が行われた。 

 

【東海大学】：外国人研究者・留学生へのアンケート調査 

東海大学では、外国人研究者及び留学生受入支援業務再整備のための参考と

して、在籍する外国人研究者・留学生を対象としたアンケート調査を平成 18

年 10 月から 12 月にかけて実施した。 

 

【東京大学】：一部のキャンパスで実験的にワンストップサービスを開始 

 東京大学は平成 19 年に、柏キャンパスに「柏インターナショナルオフィス（柏

IO）」を実験的に設置して、外国人研究者や留学生に対する生活情報提供や奨学

金申請支援等のワンストップサービスを開始する予定である。 

 

【東京外国語大学・京都大学・一橋大学】 

：外国人研究者・留学生支援のためのマニュアル、ガイドブックの策定 

東京外国語大学では、外国人研究者向けに、英語版及びアラビア語版による

勤務条件や就労に係る諸手続をまとめたガイドブック『多言語マニュアル』を

作成し、学内 Web サイトにて公開している。今後、フランス語版も作成・公開

予定である。 

また、京都大学も、外国人研究者のための生活ガイド『外国人研究者ハンド

ブック』を平成 18 年 12 月に作成した。学内の各部局を通じ、京都大学に在籍

する外国人研究者に配布している。 

一方、一橋大学では、平成 18 年 12 月に『教職員のための外国人留学生ハン

ドブック Q&A 集』を作成した。外国人留学生向けのハンドブックは多くの大

学で作成されているが、受入側である教職員向けのハンドブックを作成した例

は稀である。 

 

【大阪大学】：外国人研究者・留学生支援のための総合的な Web サイトの開設 

大阪大学では、現在在籍中の外国人研究者及び留学生向けの Web サイト

「GCN-Osaka」を立ち上げ、日本語学習、保健・医療、子育て、住宅、求人、奨
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学金等のコンテンツを設け、各種情報提供を行っている。サイト内コンテンツ

の作成には、学内外の教職員のみならず、サイト対象者である外国人研究者・

留学生等自身に加え、周辺地域の国際交流団体やボランティアも参加しており、

サイトと併せ人的ネットワークも構築する効果を引き起こしている。 

 

④外国人研究者等のネットワーク化 

【東京外国語大学】：在籍経験者を有効に活用したネットワーク化 

東京外国語大学では、東京外国語大学関係者のネットワーク組織「TUFS グロ

ーバルコミュニティ」の構築を進めている。具体的には、過去に東京外国語大

学に在職・滞在・在籍した経験を持ち、現在は全世界にちらばっている日本人

及び外国人（留学生日本語教育センター修了生も含む）を「TUFS アソシエイツ」

とし、中でもとりわけ中核的役割を果たす者には「TUFS アンバサダー」を委嘱

して、その者達に海外連絡事務所機能を担ってもらう構想である。 

 

【大阪大学】：Web サイトを活用した同窓生とのネットワーク化 

外国人研究者・留学生を含め、国内外に広がる大阪大学卒業生のネットワー

ク化を狙った Web サイト「GCN Worldwide」を設置・運営し、卒業生同士の継続

的な情報交流や卒業生に向けた大学からのメッセージ配信、各地域の同窓会活

動等の促進を図っている。平成 18 年 1 月現在の登録者数は、卒業生約 700 人及

び GCN Osaka コアメンバー約 1,200 人の合計約 1,900 人となっている。 

 

【東北大学】：同学 100 周年記念事業の一環として OB 会組織を発足 

  同学100周年記念事業の一環としての全学的OB会組織が発足することに合わ

せ外国人留学生や外国人研究者を加え人的なネットワークの充実を図ることと

している。また、その一環として東北大学中国校友会が平成 18 年設立されたと

ころであり、韓国においても同様の組織発足準備が進められている。 

    

 

（３）分析及び提言 

○全学的な目標設定と資源投入の必要性 

・ 外国人研究者等の受入環境の改善は、本質的に手間とコストを要する課題

である。そのため、全学的な目標設定と適切な資源配分とがそろった、計画

的取組が求められる。その意味で、受入環境の改善を大学の「国際戦略」と

して明確に位置付け、具体的な目標を設定し、資源の優先的配分について全

学的コンセンサスを形成することは、極めて重要である。 

・ 現在のところ、外国人が研究者・教員として長期雇用されるケースは少な

い。だが、その受入がある一定の人数や割合を達成した場合には、例えば学

内文書の多言語化を徹底したり、会議における使用言語の基準を設けたりと

いった、受入体制に係る全学的な目標設定と実際のアクションが一層重要と

なる。 

・ 例えば、理化学研究所、産業技術総合研究所といった、受入外国人研究員
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数が多い研究機関におけるサポート体制は、トップリサーチャーをどのよう

にアトラクトするかという点で参考になるだろう。 

 

○他機関との有機的連携による受入機会の拡大 

・ 優秀な留学生の獲得を目的として、英語による教育課程を導入する大学が

近年増加傾向にある。しかし、特に若手研究者としての意味合いが強くなる

大学院レベルでの学生受入にあたっては、他の研究機関を有機的に連携する

等、より質・内容を追求したプログラムの設置が有効であろう。 

 

○外国人研究者らとの意識共有の促進 

・ 受入環境向上のためには、実際受け入れられる側である外国人研究者らの

意見・要望に耳を傾け、問題意識を共有することが必要だろう。だが、外国

人研究者らの声を聞く取組が十分に行われているとは言い難い。採択機関の

中には、学内の外国人教員、留学生、日本人教員、日本人学生を一同に会し

て「キャンパスの国際化」に関するシンポジウムを開催したり、外国人研究

者等へのアンケート調査を実施した事例が見られるが、このような取組は積

極的になされるべきだろう。 

 

○ワンストップサービスの確立 

・ 外国人研究者らへの生活支援・情報提供の一手段として、それらの機能を

総合的に網羅したワンストップサービスの実現を目指す取組は注目に値する。

特に大規模大学においては、一ヵ所集中型によるアプローチは困難を伴うが、

採択機関の中には、一部の部局あるいはキャンパスにて試験的にワンストッ

プサービスを実施し、その成果を将来的に水平展開する試みを行なうケース

があり、今後の展開に着目したい。 

 

○宿舎の充実 

・ 外国人研究者の宿泊施設の利用状況は、1ヵ月未満の短期滞在、1ヵ月以上

の長期滞在ともに学外一般施設（ホテル・アパート等）の利用が最も多いの

に対し、学内施設の利用状況は短期滞在で 24．1％、長期滞在で 37．8％とな

っており
１）

  、学内施設の整備が外国人研究者等の受入数の増大に追いついて

いないのは明らかである。既存の宿舎の有効利用、民間宿舎の借上げ等はも

ちろんのこと、自治体との連携の促進は不可欠であろう。 

・ 外国人研究者らにとって、入居に際しての「保証人探し」は困難を伴う。

多くの場合、保証人を受入研究者個人が引き受けざるを得なく、受入研究者

の負担を増幅させているのが現状であり、「保証人探し」のいらないシステム

の構築・導入が求められる。 

 

○地方自治体との連携 

・ 外国人研究者等の受入環境の改善は、大学と地方自治体とが上手く連携す

ることで前進するケースも多い。例えば、前項の「宿舎の充実」に係る取組
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として、京都府は外国人研究者らに対し府営住宅の優先入居募集を行ってい

るほか、京都地域や福岡地域では、地方自治体や地域国際化協会、大学等が

母体となって、留学生が住居を賃貸する際の機関保証を行っており、「保証人

探し」のいらないシステムを実現している。 

  また、つくば市のように外国人子弟等のための教育の国際化に力を入れて

いる地方自治体もある。 

このように、自治体や地域との連携が受入環境の向上へと繋がる可能性が

あり、その意味で各大学は自治体との有機的な連携を模索することが望まれ

るだろう。 

 

○Web の有効活用 

・ 入学時期が限定され、オリエンテーション等一括しての情報紹介が比較的

可能な外国人留学生に対し、受入形態・期間が様々である外国人研究者・教

員に対する各種生活関連情報の提供については、十分な取組がなされていな

いのが現状である。一部の機関において外国人研究者受入マニュアルが作成

されたが、今後こういった取組が波及することを期待したい。 

・ 情報提供ツールとして Web を活用することは、渡日前・帰国後を含め、時・

場所を選ぶことなく外国人研究者らに情報を提供することができる上、利用

者間での情報交換も可能となる。帰国後における情報提供をスムーズに行う

ことができるとともに、研究者ネットワークの構築といった面で大変効果的

である。 

 

○研究資金へのアクセスの改善 

・ 外国人研究者及び教員の受入数の増加に伴い、学内の研究資金情報の多言

語化をはじめとする、研究資金獲得に係る体制の確立はさらに重要度を増す。

ところが、いまだ外国人スタッフが応募できない学内研究費すら存在する大

学が 31．8％にのぼるのが現状であり
７）

  、学内の研究費システムそのものを

含めた総合的な見直しも必要だろう。 

・ また、外国人研究者等の研究資金獲得支援の必要性は、個々の大学内に限

った問題ではなく、国や公的機関から提供される競争的資金の情報や申請シ

ステムについても多言語化を進めるなど、国際化に配慮した対応が求められ

るだろう。 
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