
 

資料３－１
19.10.2 開催

大学国際化戦略委員会

（第 7回）

 
平 成 1 9 年 1 0 月 
文 部 科 学 省 
科学技術・学術政策局 

 
 

「大学国際戦略本部強化事業」の中間評価の結果について 

 
１．概要  
文部科学省は、大学等の国際化をより効率的に促進するため、国際戦略本部

といった全学的な国際化のための組織を置き、国際戦略を策定した上で行う

様々な取組みを支援・分析することにより、より効率的な国際化のモデルを開

発する「国際戦略本部強化事業」を実施しています。本年度は、５年間の事業

計画の中間に当たることから、20 の採択機関の取組みの中間評価を行い、別紙
のとおり結果をとりまとめました。 
なお、中間評価は、本事業に関する各採択機関の取組みを対象としており、

採択機関における国際化全体の進捗状況の評価ではありません。そのため、評

価の高い機関についても、必ずしも十分に国際化しているということは意味し

ていません。 
 
２．評価方法  
 科学技術・学術審議会国際委員会の下に大学国際戦略本部強化事業中間評価

作業部会を設置し、採択機関からの進捗状況報告書による書面評価、ヒアリン

グを実施し、作業部会としての評価をご提出いただきました。その評価を参考

とし、文部科学省科学技術・学術政策局において中間評価を決定しました。 
（参考資料）大学国際戦略本部中間評価作業部会委員一覧 
         
３．中間評価結果の概要  
  17 機関：当初計画は順調に実施に移され、現行の目的を継続することによ

って目的達成が可能と判断される。 
   3 機関：当初目的を達成するには、助言等を考慮し、一層の努力が必要と

思われる。 
0 機関：このままでは当初目的を達成することは難しいと思われるので、

助言等に留意し、当初計画の適切なる変更が必要と判断される。 
 （評価対象機関：「大学国際戦略本部強化事業」採択機関 20機関） 
 

1/7 



 
 

中間評価結果 

 
採択機関 

本部の名称 
評価 コメント 

北海道大学 

 

「持続可能な開

発」国際戦略本部 

 

順調に進捗

している 

 

 

「持続可能な開発」というテーマに絞った国際戦略の策定、学

内の横断的調整機能を担うグローバル・マネージャーや組織間

調整を行うプロジェクト・プランナーなどの特別なポストの設

置は評価できる。 

 しかし、本事業終了後にもさらなる国際化を展開するため、

重複をなくし事務作業の効率化を図る観点から、事務局全体の

組織改革が必要であると思われる。また、現在はテーマを絞っ

た国際戦略としているが、事業期間中に蓄積された知見を全学

的な国際化に活かしていくため、「持続可能な開発」国際戦略本

部の今後の活動については、学内の他の戦略と有機的に連携・

協同するとともに、そのための明確な方向性を学内に示すこと

などにより、国際化をより全学的な取組みへと拡大していくこ

とを期待したい。 

東北大学 

 

グローバルオペレ

ーションセンター

（GOC） 

 

順調に進捗

している 

 

 

 

グローバルオペレーションセンターを中心に組織改革を推進し

つつあり、国際経験豊かな専門スタッフの雇用、英文ウェブサ

イトの開設など情報基盤の構築、海外の大学とのダブルディグ

リー・プログラムの短期間での策定等が成果として評価できる。

 しかし、国際戦略の企画・立案機能が国際交流戦略室にあり、

グローバルオペレーションセンターの学内での位置づけがやや

弱いようにみえる。今後この機能を統合・向上し、グローバル

オペレーションセンターを大学全体の国際化戦略の中心に明確

に位置づけることが必要である。また、海外拠点の有効活用や

マネージャーの活動の拡大、イベント開催等を実効的効果につ

なげていくことを期待したい。 

東京大学 

 

国際連携本部 

 

 

順調に進捗

している 

 

 

 

 事務職員と教員の中間として位置づけた新たな職域を創出

し、雇用・養成を行なったことや、情報収集・分析の活用によ

る「国際化推進長期構想」の検討については評価できる。また、

「柏キャンパス」は国際化のモデルとして有望である。 

 なお、これまでの取組みに加え、新たな職域として雇用した

中間的スタッフの総合的なキャリアパスの形成、国際化に係る

収集・分析データの他大学からの参照性の向上等、先導的取組

みの積極的な発信を期待したい。 

東京外国語大学 

 

国際学術戦略本部 

 

順調に進捗

している 

 

 

 

 アジア・アフリカ研究・教育コンソーシアムを当初予定より

早く形成できたこと、国際展開マネージャーやリエゾンオフィ

サー等の専任スタッフの雇用を含めた国際学術戦略本部の体制

の組織化等、着実に国際化活動を推進していることは評価でき

る。 

 なお、これまでの取組みに加え、事業終了後も国際学術戦略

本部の専任スタッフの雇用を維持できるよう、国際事業をサポ

ートする体制を財源の面からも検討していく必要がある。また、

国際情勢に精通していることや多言語に対応可能であるという

別 紙 
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外国語大学ならではの特性をさらに生かした取組みを期待した

い。 

東京工業大学 

 

国際室 

 

 

 

 

 

順調に進捗

している 

 

 

 

 海外の連携大学との関係を精査し、大学間交流協定の見直し

等により協力相手を重点化し、デュアル・ディグリー制度の設

立等の具体的成果を挙げたこと、海外アドバイザリーパネルを

活用した戦略策定などは評価できる。 

 しかし、進捗状況報告書において、本事業開始前から実施し

ている活動の継続実施と見られる取組みも散見されるところ、

先端科学の研究大学としてあるべき戦略性を改めて検討し、本

事業ならではの特色ある取組みを積極的に企画・実行していく

ことが必要である。また、国際連携プランナー等の国際化推進

に係る新たに設置した職種を学内で定着・継続していくための

努力、及び事業終了後の具体的な取組方針を策定することも必

要である。 

一橋大学 

 

国際戦略本部 

 

 

順調に進捗

している 

 

 

 

 事務職員への研修が、単なる語学研修にとどまらず、海外で

の留学生受入れ業務の体験など実践的な訓練をしていること

や、組織体制の整備、情報発信・アウトリーチに重点化した活

動は評価できる。 

 しかし、戦略及び活動の基本となる学内の情報収集について

は、より積極的に実施してくことが必要である。また、事務局

だけで取組むのではなく、学内の研究者間に存在するリソース

を活用するなどして取組みの実効性を向上させることや、海外

拠点のより有効な活用方法を開発することを期待したい。 

新潟大学 

 

国際学術サポート

オフィス 

順調に進捗

している 

 

「環日本海」という地域の特性を生かす戦略や、「医療保健分

野 GIS の応用研究」という明確な重点課題を設定し、GIS 研究

を中心にして国際的な連携・協力を着実に進めている点は評価

できる。 

 しかし、国際学術サポートオフィスの体制・機能をより充実

させることが必要である。具体的には、策定された戦略に沿っ

て具体的活動を主導すること等による、国際学術サポートオフ

ィスの全学的な位置づけ強化や組織面での強化を期待したい。

また、事業終了後における国際化に係る活動の継続に向けて、

資金・人材の確保などを含めた持続的展開を図るための具体策

を検討されたい。 

名古屋大学 

 

国際交流協力推進

本部 

 

順調に進捗

している 

 

 AC21ネットワークの積極的活用などによる複数の海外の大学

と情報交換の推進や、基盤整備・支援に係る取組みは評価でき

る。 

 なお、これまでの取組みに加え、従来の国際化推進とは異な

る、全学的戦略の策定による特色ある成果を挙げることを期待

したい。さらに、国際交流協力推進本部の要員の確保と育成を

図り、より強固な国際化推進体制を確立すること、事業終了後

における体制の見通しの確立について全学的コンセンサスを形

成することが必要であると思われる。また、ベンチマーキング

調査については、比較する際により有効な調査対象の選定を検

討するとともに、調査結果の積極的な適用により大学全体の機

能向上を図ること、また海外拠点の戦略的運営を実現すること

を期待したい。 

京都大学 

 

順調に進捗

している 

 ユニバーシティ・アドミニストレーターズ・ワークショップ

等の特色ある取組みを国際的に実施し、大学事務局の国際化の

推進に効果を挙げていること、また、部局の自律性が高い大規
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国際交流推進機構 

 

 模総合大学であっても、各部局の国際的教育研究活動に影響を

与えつつあることは評価できる。 

 なお、これまでの取組みに加え、部局の自律性に委ねる部分

と国際交流推進機構がリーダーシップを発揮すべき部分との調

整に努めながら、全学的な戦略を実施できる体制を確立するこ

と、また、事業終了後にも国際交流推進に係る体制を持続する

ための検討が必要である。 

大阪大学 

 

国際交流推進本部 

 

順調に進捗

している 

 

 国際戦略の企画・立案の前提となる調査・分析機能の強化等

の着実な取組みは評価できる。 

 しかし、事業終了後も国際企画室の活動を維持していくため

の体制の整備や財源の確保のため、国際活動への全学的な理解

を得ていくことが求められる。また、これまでの調査・分析に

よる知見を活かした活動の重点化、調査・分析結果の他大学か

らの参照性の向上についても検討されたい。 

神戸大学 

 

国際交流推進本部 

 

順調に進捗

している 

 

 外部人材を有効に機能させながら、内部人材の育成に着実に

取り組むなど、特に人材面において着実な活動がなされている

こと、また、事業本部主導による大学間交流協定の締結、セキ

ュリティー・ポリシーの整備等については評価できる。 

 しかし、外部人材は３年の任期付きであることから、外部人

材の活動を継承する内部人材を早急に確保する努力が必要であ

る。また、欧州に焦点を当てた現在の取組みに加えて、留学生

の多くを占めるアジア地域など他の地域に対する戦略の検討、

また国際的な発信機能の強化についても期待したい。 

鳥取大学 

 

国際戦略企画推進

本部 

 

 

順調に進捗

している 

 

 「持続性ある生存環境社会の構築に向けて」というテーマの

下、「砂漠化防止」等の特色ある取組みを基盤として学内組織の

連携を強化するなど、国際化への努力に一定の成果がみられる。

また、語学研修等、職員の職能向上への努力は評価できる。 

 しかし、さらなる国際化を推進するためには一層の努力が必

要であり、例えば国際単位互換における制約等の課題の抽出・

提示や、戦略的な国際発信活動が必要であるように思われる。

また、現在、地域学・医学・工学・農学が中心となっている国

際活動を全学的な取組みへと発展・拡大し、全学的な教育研究

環境の国際化へと波及させるため、学内の組織間の連携を高め

ることを期待したい。 

広島大学 

 

国際戦略本部 

 

順調に進捗

している 

 

 国際戦略の進捗状況について、詳細に数値化するなど明確に

把握する工夫がみられる。また、「平和希求」など大学の特色を

生かした国際戦略により、具体的な成果を挙げつつあることは

評価できる。 

 なお、これまでの取組みに加え、本事業ならではの取組みが

より鮮明になるよう、さらなる工夫を期待したい。例えば、教

育活動等においても国際化の効果をさらに生かしていくこと、

海外拠点の有効活用のための方策の開発、平和ブランドの国際

認知度を高めるための戦略的な広報活動の展開などが考えられ

る。 

九州大学 

 

国際交流推進機構 

 

 

順調に進捗

している 

 

 全体として、選択と集中の方針が貫かれており、アジア学長

会議などの国際活動を通じて韓国の大学との教育連携プログラ

ムを実現するなど、アジア重視の戦略を対外的にも発信できて

いることは評価できる。 

 しかし、アジア重視の戦略は、程度の差はあるが多くの大学

で取り組まれていることであり、今後、イベント等の開催に止
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まらない先導的モデルとなる具体的成果を挙げること、さらに

はアジアを一つの視座としながらも、世界展開の方策について

検討することを期待したい。また、国際化の取組みの中で、北

京オフィスをはじめとする海外拠点についても、スタッフをさ

らに充実させるなど工夫して有効に活用されたい。 

長崎大学 

 

国際連携研究戦略

本部 

 

 

順調に進捗

している 

 

 特色ある３つの分野に焦点を絞り、様々なプロジェクト等の

具体的な活動を通じて国際化を全学的に推進しており、地方国

立大学の戦略の一つのモデルとして評価できる。 

 なお、これまでの取組みに加え、事業終了後の取組みの持続

に向け、国際化に対する全学的なコンセンサスの形成及び外部

資金獲得への努力を期待したい。また、独立研究科の構想はユ

ニークで興味深いが、このような取組みとともに、本事業によ

り得られた知見を各部局で共有することや職員の能力開発や対

外発信戦略のさらなる推進を図られたい。 

会津大学 

 

国際戦略本部 

一層の努力

が必要 

 

 設立当初から国際化された大学というイメージが作られ、そ

のことに対する期待は大きい。しかし、２年間における主な成

果が協定大学数の増加であり、全学的な国際交流の戦略的重点

化が依然として図られていないなど、全体として、本事業によ

る成果が明確に見えないため、体制をさらに整備し、戦略に基

づいた取組みを推進することが必要である。また、既に国際化

が進んだ大学としての戦略となっているが、外国人教員の比率

の高さや英語による講義数の多さ以外では、国際化自体はそれ

ほど進んでいないという前提に立ち、国際化戦略の見直しとそ

の実行が急務である。その際、公立大学法人化のメリットをい

かしつつ、国際戦略本部固有の職員の確保についても努力され

たい。 

慶應義塾大学 

 

大学国際連携推進 

機構（OGI） 

順調に進捗

している 

 

 本事業を契機として、学内の国際活動組織を一元化し、意思

決定の迅速化を実現するなど体制が整備されていること、また

これらの取組みの成果の一つとして留学生数が増加しているこ

とは評価できる。また、独自の基金を委託事業終了後に充当す

る計画も、国際化の取組みについての継続性を確保している点

で評価できる。 

 なお、これまでの取組みに加え、さらなる国際化の推進のた

め、海外拠点の有効活用や、より具体的な成果の発信も期待し

たい。また、大学国際連携推進機構と各部局の連携をさらに強

化し、全学的な国際活動を一層推進し、先駆的成果を挙げるこ

とを期待したい。 

東海大学・九州東

海大学・北海道東

海大学 

 

国際戦略本部 

一層の努力

が必要 

 

 統一的かつ具体的な国際化推進に係る活動が不明瞭であり、

３つの大学の統合に対して、現在の国際戦略本部の機能では十

分に対応できているとはいえない。２００８年４月に統合され

ることにより、本事業の前提が採択時から変化したことを踏ま

え、事業の基本構成を見直し、大学統合のモデルとしての位置

づけを明確にし、本事業による具体的成果を対外的に提示でき

るように取組みを加速することが急務である。 
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早稲田大学 

 

国際研究推進本部 

順調に進捗

している 

 

 学内文書の英語化などの堅実な活動を進めるとともに、若手

研究者のための英語論文作成講座等の興味深い取組みが推進さ

れており、評価できる。 

 しかし、事業のさらなる積極的展開を図る姿勢が必要であり、

他の大学にモデルとなる創意工夫ある取組みの実現を期待した

い。また、北京大学・シンガポールなどアジア地域に重点が置

かれている海外拠点に関し、研究重視の戦略の中でどのように

位置づけ、より有効に活用していくか検討されたい。 

自然科学研究機構 

 

国際戦略本部 

 

一層の努力

が必要 

 

 機構を構成する各研究所は、もともと強い国際指向性を持っ

ており、それらの活動自体が国際化されていることは理解でき

る。しかし機構全体としての国際化推進については、新分野創

成を目指すという目標に重点があることから、２年間で本事業

の具体的成果が見えるまでに至っていないことはやむを得ない

ものの、残りの事業期間においては、国際化推進のための活動

を、シンポジウム開催等に止まらない、具体的な成果につなげ

ることが必要である。この際、各研究所ではなく、機構として

の統一的国際戦略が構築・実行されているか再考し、他の機関

の参考となるモデルを示せるよう一層の努力を期待したい。ま

た、海外への情報発信のあり方を工夫することも検討されたい。
 
 

 

【留意事項】 

ここでは、表示の見やすさのため、実際の評価における表現を簡略化した形で記載している。対
 
応関係は以下のとおり。 

本表における表現 中間評価における正確な表現 

順調に進捗している 
当初計画は順調に実施に移され、現行の目的を継続することによって目

的達成が可能と判断される。 

一層の努力が必要 
当初目的を達成するには、助言等を考慮し、一層の努力が必要と思われ

る。 

※該当なし 
このままでは当初目的を達成することは難しいと思われるので、助言等

に留意し、当初計画の適切なる変更が必要と判断される。 

 

6/7 



参考資料 

 

科学技術・学術審議会国際委員会中間評価作業部会委員一覧 

 

 

主査 中島 尚正  産業技術総合研究所理事 

   飯野 正子  津田塾大学長 

唐木 幸子  オリンパス㈱ 研究開発センター 

研究開発本部基礎技術部長 

桑原 輝隆  科学技術政策研究所 

 科学技術動向研究センター長 

角南  篤  政策研究大学院大学准教授 

   中林 美恵子 跡見学園女子大学准教授 

永野  博   科学技術振興機構 理事 

馬越  徹  桜美林大学大学院教授 

山本 眞一  広島大学教授 

計９名 
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