
  

東北大学の国際戦略とその展開 

 
１ ．概要 
東北大学は、法人化に当たって、最も主要な目標として、国際競争力のある世界最高水準の研究・教育拠

点としての発展を目指すことを挙げております。本学の国際戦略の目的は、そのような本学の主要目標を実

現するために、本学が世界のアカデミック・コミュニティの一員として広く認知されるとともに、それにふさわ

しい実体を完備することを目指しております。 

本学を含む日本の主要大学は、近年、国際化を精力的に進めてきたものの、世界のアカデミック・コミュ

ニティの一部として常時活動している欧米の有力大学と比べて、一般に、人的構成、研究教育のスタイル、

大学経営のあり方等、あらゆる面での国際化という点では、今なお相当に至らない面があるのが現実で、そ

のことが日本の主要大学が世界の真のトップクラスの教育・研究機関としての評価に今一歩到達し得ていな

い決定的原因をなしていると考えられます。 

そこで、本学の国際戦略としては、次にあげる事柄を重点的に展開していく所存です。これらは、すべて

本学の「東北大学国際交流戦略の基本指針」に基づいたものです。なお、「東北大学国際交流戦略の基本

指針」につきましては別紙のとおりです。（次のアドレスをご参照ください。） 

http://www.bureau.tohoku.ac.jp/kokusai/department/guideline/guideline_j.html 

 

１  本学が従来から先進的に取り組んできた世界一線級の国際共同研究プログラムを質・量ともに飛躍
的に充実させて、本学主体のグローバル研究ネットワークを確立する。 

２  世界のアカデミック・コミュニティの基準に照らして、本学の教育改革を進めると共に、本学主導の
国際共同教育プログラムを積極的に展開する。 

３  海外から優秀な若手研究者・留学生を確保して、研究・教育の活性化を図ると共に、その一部を
本学の将来の研究・教育・経営のリーダーに育成し、本学主体で世界に展開する研究教育ネット
ワークで中核的役割を担わせる。 

４  世界のアカデミック・コミュニティの拠点にふさわしい多言語によるメールマガジンやウェブサイト等
のコミュニケーション・システムを整備すると共に、東北大学ブランドを国際的に確立する。 

５  世界の学界・有力大学のトップクラスの人物を役員・ユニバーシティプロフェッサー（総長直属で
任用する研究・教育のリーダー）等に登用して、世界のアカデミック・コミュニティの観点から、本
学の研究・教育・経営をリードさせる。 

６  上記の活動に必要な財源及び人的・組織的インフラストラクチャーを整備する。 
 

ここで最後に挙げた人的・組織的インフラの整備は、本学の国際戦略構想の実現の鍵を握るものとして、

特に重要と考えており、そのため、このたびの文部科学省「大学国際戦略本部強化事業」により新たに｢グ

ローバルオペレーションセンター（Global Operations Centre: GOC）｣を設置し、その任務としては、総長、国

際交流担当理事のリーダーシップの下に、全学的な国際戦略を企画・立案すると共に、全学及び各部局の

国際交流関連部署、関係教職員の活動を調整して、国際戦略を統合的・機動的に実施させる枢要な役割を

担うことを目指しております。なお、グローバルオペレーションセンターの組織と機能については別項３ を御

参照ください。 

 

 



２ ．今後の事業展開 

 

前述の国際戦略重点事項を向こう五年間（平成 17 年度～平成 21 年度）に具体的にはグローバルオペレー

ションセンターを中心に、どのように展開していくかを、以下に、主な期待される成果及び達成すべき目標、

並びにそのための国際活動として詳述いたします。 

 

〔グローバルな研究・教育ネットワークの構築〕 

・ 東北大学は現在、世界 8 カ国、11 ヵ所にリエゾンオフィスを設置しておりますが、それらの既存の海外リ

エゾンオフィスの機能を強化・拡充し、研究・教育ネットワークの拠点として活用していくことを計画して

おります。当面は、特に重要な拠点－中国（清華大学）やフランス（国立応用科学院リヨン校 INSA-Lyon）

－における、研究・教育ネットワークの中核としての東北大学ブランチを設置し、当該国の高等教育機

関との共同教育事業（ダブルディグリーを含む）の推進をするとともに、共同研究の促進も行うことを計

画しており、将来的に、アジア・欧州地域にネットワークを展開していく基盤作りを考えております。 

・ 海外の東北大学留学経験者や来訪研究者を組織化し、各国別同窓会組織を中核とした人的ネットワーク

を構築し、多様な協力関係を築こうとしております。上述の海外拠点も、それら活動のフォーカルポイン

トとして機能させることができます。 

 

〔海外からの優秀な研究者、留学生の確保〕 

・ より多くの海外の優秀な学生を招致するとともに本学学生の世界の主要な高等教育機関への派遣を推

進するためにフランスのグランゼコール（Grandes Ecoles）や中国の重点大学との間にダブルディグリー（デ

ュアルディグリー）制度や単位互換制度を確立し、共同教育プログラムを実施する予定です。さらに、海

外からの優秀な留学生（特に修士、博士課程）の受入促進のための奨学金制度の確立に努めることとし

ております。これも、将来アジア・欧州地域全体との同様の交流を拡げていくための第一歩となるもので

す。 

・ 国内外の企業との連携により、日本人及び外国人学生インターンシップを実施することも検討されており

ます。これは、国境を越えた産学連携を促進するとともに将来国際的に活躍することが期待される学生

の育成にもつながるものです。 

・ 外国人研究者や外国人留学生への、来日前の情報提供の強化や滞在中の生活上の支援の充実 

帰国後の同窓会組織の支援やメールマガジンの送付等をはじめとする一貫したフォローアップ体制の

充実にむけて努力しております。 

 

〔情報発信力の強化〕 

・ 複数言語で作成されるウェブサイト、メールマガジン等により本学の研究成果や教育情報を海外に発信

するとともに、収集した国際交流に関する情報をデータベースとして活用できるよう、体制の整備をはか

っております。 

・ 海外で「東北大学フォーラム」等を開催し、本学の研究成果を積極的に世界へ発信してまいります。 

・ 本学は、例年、国連大学のグローバルセミナーや JICA の研修コース等へ積極的に参画しております。 

 

〔人的基盤の強化〕 

・ 本部及び各部局の担当事務職員の国際業務研修（語学研修を含む）を実施するとともに、文部科学省

及び日本学術振興会の国際業務研修制度へ積極的かつ計画的に人員の派遣を行っております。 

・ 協定校（英語圏）との国際交流担当者間の人事交流（半年単位）を実施し、事務局の国際化を図ると

もに、語学能力や国際経験のある人材の新規採用や計画的な配置をすることにより、国際の窓口機能の

強化をしております。 

 

〔経済的基盤の確立〕 

・ 本学百周年記念事業に寄せられた寄付金の一部を国際交流活動の基金として活用し、研究・教育交流

の促進を行いたいと考えております。 



３ ．国際戦略展開のための組織と体制 

① グローバルオペレーションセンター設置にいたる経緯 

本学では、平成１ ６ 年（２ ０ ０ ４ 年）４ 月に国際交流企画室を設置いたしましたが、これは、従来の国
際交流委員会にかわるものとして、総長、本学執行部及び国際交流担当理事の指導の下、大学運営のため
の全学的な国際交流の施策立案を行うためのものです。同時に法人化前まで研究協力部の下にあった国際
交流課と学務部の下にあった留学生課を併せて、一元的な国際交流支援事務組織である国際交流部を発足
させております。さらに翌平成１ ７ 年４ 月には、留学生センターを改組し、国際交流センターを設置し、国
際交流部と一体となり、組織的、効果的に国際交流企画室の立案した全学的政策の実現化を図ってまいりま
した。 

しかしながら、前述の国際戦略を実現化してゆくには、人員も不足し、組織も脆弱であったため、将来に
むけて十分な人材を学内に養成し、国際交流業務のノウハウの蓄積をし、より充実した体制整備が求められ
ておりました。 

平成１ ７ 年６ 月から文部科学省の大学国際戦略本部強化事業に採択されたことを受けて、国際交流部と
Ｇ Ｏ Ｃ のタスクフォースとから成るグローバルオペレーションセンター（Global Operations Centre）を新設して、
学内の国際交流業務の中核としての機能を担うと同時に、将来のより充実した国際交流事業実施組織の礎と
することとなりました。 

② グローバルオペレーションセンター（Ｇ Ｏ Ｃ ）の学内での位置づけと機能 

 次の図のとおりＧ Ｏ Ｃ のセンター長は国際交流担当理事（現社会貢献担当理事）が兼務をすることにな

っており、執行部の諮問的機能を持つ国際交流企画室の立案する全学的な国際交流施策、方針の実現化の

ための戦略策定とその実施の役割を担います。また、学内の各部局の委員からなる国際交流連絡会議や各

部局の事務局及び国際交流担当教員とも連携しつつ全学的な国際交流事業を実施していきます。また、国

際的産学連携事業や国際的広報等については、研究推進・知的財産本部や本部事務局の広報部とも協力し

事業を実施してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ グローバルオペレーションセンターの構成 

グローバルオペレーションセンターは、次の図のようにタスクフォースと国際交流部と一体化した形で組

織されております。タスクフォースの職員はいずれも国際業務経験と語学力のある新規採用職員により

構成され、プロジェクト担当と人材育成担当の２ 名の国際展開マネージャーがおります。それぞれの分

担する業務は、おおよそ次のとおりです。いずれも国際交流部との連携の下、業務を実施します。 

（国際展開マネージャー[プロジェクト担当]） 

１）国内外の大学、行政機関、関係機関との協議、連絡、調整（協定締結関係業務を含む。） 

２）国際会議（国内・国外）、シンポジウム、セミナー等の準備、運営、支援関係  

未来科学技術 
共同研究センター 

研究推進・知的財産本部 

執行部 

国際交流企画室 他の企画室

各部局           国際交流連絡会議 

教員との連携

国際産学連携における
グローバル 

オペレーションセンター

部局事務部との連携

国際交流担当理事・ＧＯＣ長

他の本部事務局 

連携・協力

連携・協力 

総 長 



３）英文ホームページの企画、編集、掲載関係 

４）本学の海外施設の運営関係 

５）その他国際交流関係業務 

（国際展開マネージャー[人材育成担当]） 

１）海外の大学との共同学生育成事業  

２）職員に対する国際交流業務研修、語学研修の企画、運営 

３）国際インターンシップの実施 

４）留学生ＯＢ会設置支援とその基礎になる留学生ＤＢを含む国際交流ＤＢの構築 

５）海外でのアドミッションサービスの提供の支援 

 

 

４ ．平成１ ７ 年度の実施事業について 

 前述の事業計画のうち初年度に実施した主な事業は次のとおりです。 

 

① 共同教育事業の欧州への展開 

 本学が欧州で展開する共同教育事業の皮切りに、フランスを代表する工学系のグランゼコールの一つで

ある国立応用科学院リヨン校（INSA-Lyon,フランス・リヨン市）と大学院レベルでダブルディグリー・プログラ

ムを実施することを決め、平成１ ７ 年１ １ 月２ ４ 日にフランス・リヨン市において同校との間で実施のための

覚書を締結いたしました。これは、東北大学及び先方の国立応用科学院リヨン校の大学院修士課程の学生

が、相手校の正規の学生として入学して、約 2 年間の履修の後、学位審査を経て、東北大学修士号と国立

応用科学院リヨン校工学ディプローム（Diplôme d’ingénieur INSA-Lyon）の２ つの学位を取得することが可能と

なる取り決めです。それぞれの教育は、原則として東北大学においては日本語、国立応用科学院リヨン校に

おいてはフランス語で実施されることになります。（一部は英語で行われるものを含む。） 



 

 

 
ルディグリー・プログラムに関する覚書を順次締結していく予定です。  

なお、2003 年 5 月 21 日に締結した本学と中央理工科学校リヨン校との大学間学術交流協定は廃止され、そ

の内容はフランス中央理工科学校グループとの一層緊密な関係を樹立するために本協定に移行いたしまし

た。 

② 共同教育事業の中国での展開 

 中国においては重点大学である清華大学と共同教育プログラムの実施について協議をすすめております。 

 

③ 国際シンポジウム等の実施 

平成 17 年 9 月 27 日,28 日の両日、本学は、中国の北京魯迅博物館において、北京魯迅博物館・在中華人

民共和国日本大使館・仙台市と共催して『国際シンポジウム -魯迅の起点:仙台の記憶-』を開催いたしまし

左の写真は、INSA-Lyon で行われた調印式の

もようです。（INSA-Lyon ストーク学長（左）

と東北大学大西理事） 

 同様に同年１ １ 月２ ８ 日には、フラ

ンス国立中央理工科学校グループ５ 校

（Ecoles Centrale Group）との学術交流

協定を締結いたしました。５ 校とはパリ

校、リヨン校、リール校、ナント校、マ

ルセイユ校です。これらは、工学系グラ

ンゼコールの中でもトップクラスの機関

です。右の写真は、その調印式のもの

です。本協定は、やはりダブルディグリ

ープログラムを実施する覚え書きの前

提となるもので、来年早々にも、ダブ 

 当初、清華大学とも修士レベルのダブル

ディグリープログラムを実施することを協議

しておりましたが、清華大学側から、「直博」

という修士の学位を取らずに直接博士課程

修了をめざす最も優秀な学生の共同教育

の申し出があり、その覚書締結のための最

終調整の協議をつづけております。左は、

清華大学の顧秉林学長（右）と協議する大

西理事の写真です。 



た。  

このシンポジウムは『魯迅と仙台』(魯迅・東北大学留学百周年史編集委員会編)の中国語版の発行を記念し

て行われたもので、この本の日本語版は昨年度既に東北大学出版会より刊行されております。  

このシンポジウムでは、開会式に中華人民共和国文化部の鄭欣淼(テイキンビョウ)副部長(副大臣)も御出席さ

れ、『魯迅と仙台(中国語版)』の概要説明や 100 年前の魯迅の仙台留学時の学習・生活・思想などをめぐり

活発な討論が行われました。 

 

 

 

 

④事務職員に対する国際交流業務研修 

 前述のとおり、大学の国際交流推進の基盤強化には事務局の国際事業対応能力の向上が重要な要素とな

っており、そのためグローバルオペレーションセンターの重要な業務のひとつに研修事業の企画・運営があ

ります。 

 事務職員に対する国際交流業務研修につきましては、業務内容そのものについての研修と国際交流業務を

実施するための技能としての語学研修の二つを計画しております。初年度は、国際交流部の事務職員を対象

とした研修として、英文書簡の作成と英語によるプレゼンテーション及びスピーチの研修を実施しております。

また、各部局の事務職員が窓口で必要最小限でもコミュニケーションが行えるよう日常英会話の研修を実施

しております。 

また、同シンポジウムの閉会にあたって、学術交流を通じ本

学の教育研究の発展に功績のあった中国人を表彰するため

に新たに創設された『東北大学藤野先生賞』が孫毅北京魯

迅博物館長へ吉本総長より授与されました。これは、かつて

東北大学医学部の前身である仙台医学専門学校に中国の

文豪の魯迅が留学した際の恩師である藤野厳九郎先生を記

念して創設した賞です。左の写真は、北京魯迅博物館の孫

毅館長（左）に記念の楯を授与する吉本総長です。 

平成１ ７ 年１ １ 月２ ５ 日には、リヨン市（フランス）のクレデ

ィ・アグリコール銀行会議室において、国立応用科学院リヨン

校、国立中央理工科学校リヨン校、仙台市他との共催で、国

際産学連携交流会を開催いたしました。これは、本学とリヨン

市のグランゼコールとの長年の共同研究の実績をふまえ、ロ

ーヌ・アルプ地方と仙台市双方の産学界の産学連携への発展

の可能性を探るための会合です。右は、国立中央理工科学校

リヨン校の Bourgin 副学長の発表の様子です。 



 

 

 

以上、グローバルオペレーションセンターの初年度の主な業務を紹介いたしましたが、これらの他にも東北

大学ブランチ設置のための準備、新たなる大学間協定の締結や海外における東北大学紹介セミナーの開催

等の多くの国際交流事業を実施しております。 

 

５ ．平成２ １ 年度までの目標 

 大学国際戦略本部強化事業は５ 年度で終了する時限付きのものですが、本学の国際交流の戦略はもとよ

り短期間で達成できるものではありません。しかしながら、この５ 年間は、将来のさらなる飛躍のための基盤

を整備するための重要な期間であると我々は認識しております。限られた時間ではありますが、我々は最低

限次の３ 点は達成することをめざし努力しております。 

 ① 研究・教育のネットワークのさらなる拡大と研究者・学生交流の促進 

  フランスにおけるダブルディグリープログラムによる学生交流の実績を積み重ねると同時に、対象となる

高等教育機関をフランス以外の欧州諸国へも拡げ、ダブルディグリープログラムや単位互換等による共同教

育プログラムをより広範囲に実施していくことを目標としています。この際、日仏共同博士課程のように日本の

他の大学との連携も視野に入れていくことを考えております。また、清華大学との共同教育プログラムも他の

中国の重点大学へも対象を拡げることを目指します。同時に、新たなる海外拠点としての東北大学ブランチ

の機能を共同教育プログラムのフォローアップとしてのみならず、共同研究の促進や、留学生Ｏ Ｂ 等を通じ

たネットワーク形成の拠点としても活用し、人的なネットワークを拡げ、本学の研究者・学生が常に世界のア

カデミックコミュニティの一員として活躍できるような環境を作り出すことを目指します。 

左は、株式会社サイマル・インターナショナルの

講師を招き実施している英文書簡の作成と英語に

よるプレゼンテーション及びスピーチの研修の様

子です。基本的なコミュニケーションの考え方か

ら、それぞれのケーススタディによる実践的な研

修が行われております。主に国際交流部職員を対

象としているものです。 

右は、全学的な職員を対象とした日

常英会話の研修の様子です。ネイテ

ィブの講師を招き、三段階のレベル

にわけて実践的な研修を実施して

おります。将来的にはどの部局のど

の担当にもある程度外国語の技能

のある職員が配置されることをめ

ざしております。 



 ② 情報発信力の強化 

  ウェブサイト、メールマガジンにとどまらず、各種の印刷物においても複数言語で情報を提供できるよう

な基盤を整備し、より多くの研究成果が最低英語でも提供できるようになることが望まれます。さらに、大学

の最新の情報が常に複数言語でアクセス可能となることを目指して努力いたします。また、Ａ Ｏ 入試等、諸

手続がより簡便に行うことができるような環境整備も行っていこうと検討いたしております。 

③ 組織と人員及び財源の整備 

 ５ 年後までには、国際交流に対応できる事務職員を数多く養成するとともに、現在の国際交流部、Ｇ Ｏ Ｃ

タスクフォースをよりいっそう一体化し、教員組織とは相互補完的機能を持ち、より機動的に新規事業に対応

できるような組織の再編を目指します。また、それらの人員とその組織の実施する国際交流事業を独自の財

源により維持していけることを目標といたします。 


