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§１  対象機関の目的・目標等 

Ⅰ 対象機関の概要 Ⅱ 目的 

１ 機関名：豊橋技術科学大学  
２ 所在地：愛知県豊橋市  

３ 学部・研究科・附置研究所等の構成 
（学部）工学部 (機械システム工学，生産システム工

学，電気・電子工学，情報工学，物質工学，建設工

学，知識情報工学，エコロジー工学の８課程  

（研究科）工学研究科 

修士課程：学部の８課程に対応する８専攻 

博士後期課程：機械･構造システム工学，機能材料工

学，電子･情報工学，環境･生命工学の４専攻 

（関連施設）語学センター，体育保健センター，技術開

発センター，分析計測センター，工作センター，未来

技術流動研究センター，工学教育国際協力研究センタ

ー，留学生センター，情報処理センター，マルチメデ

ィアセンター 

４ 学生総数及び教職員総数  

（学生総数）：学部 1,195 人，大学院 910 人 

（教員総数）：226 人 

（教員以外の職員総数）：141 人 

５ 特徴 

本学は昭和 51 年に設立された工学系単科大学であ

る。実践的・創造的な能力を備えた指導的技術者の養成

を目指した教育と，実践的技術開発を主眼とした研究を

行っている。大学院の入学定員は学部のそれと同一であ

り大学院に重点を置いた新構想大学である。開学以来、

国際的な連携及び交流活動を建学の柱の一つに捉え，世

界に開かれた大学を目指し海外の研究者招へい並びに本

学教官の海外派遣を積極的に推進してきた。特に開発途

上国支援に大学組織として取組み、国際協力機関との連

携のもと工学国際教育協力に大きな実績を積み重ねてき

た。平成 13 年 4 月には工学教育国際協力センターを設

置し、全国の拠点・リーダーとして開発途上国支援を推

進している。教育の国際化も推進し、平成 12 年 12 月に

は英語で教育する「大学院修士課程英語特別コース」を

開設し，優秀な留学生を受入れ教育してきた。現在，外

国人教官数や外国人留学生数は大学規模で比較したとき

全国でトップレベルにある。平成 14 年 4 月には留学生

センターを設置し、留学生に対する教育・研究の指導助

言および快適なキャンパスライフの提供に努力してい

る。 

世界に開かれた大学として世界に通用する技術者の育

成をめざし、本学は開学から国際交流・協力を 1 つの柱

として取り上げてきた。特に、アジア平和の維持と繁栄

に役立つため、本学は途上国工学教育支援、地域社会の

国際化への支援ならびに大学組織の国際化を目的に掲

げ、各事業を展開してきた。下図に国際的連携と交流活

動の推進組織図を示す。 

１．途上国支援への積極的参加 

国際教育協力は日本の大学に課せられた重要な任務の一

つである。本学は従前からこの事を認識し、大学組織と

して国際協力プロジェクトに積極的に参加してきた。こ

の経験を生かし、工学分野で開発途上国の工学教育支援

を継続し、当該分野で日本をリードする存在となる。ま

た、アジア・アフリカ諸国のリーディング大学に本学の

存在を認識させ、友好関係を確立する事を「国際的連携

と活動」の第 1 目的に掲げている。 

２．地域社会の国際化支援 

本学の有する人的資源、研究支援ならびに留学生の活

動をとおして東三河地域の教育・文化・経済・産業活動

の国際化を積極的に支援する。これにより、地域住民の

異文化・宗教に対する理解と興味を深め、更には地域産

業の国際的活動を活性化させる。  

３．大学組織の国際化 

各教官の研究が国際的に評価され，本学の研究水準が

世界的に認められる。海外長期経験者並びに外国人教官

の積極的任用と外国人留学生の積極的受入れ、およびこ

れを支援する職員の国際化を図り，全学的な国際環境が

整備される。海外研修・留学を推奨し、学生の国際性を

高め，国際的に通用する技術者に育成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際的連携・交流の推進組織図(線の太さ:目的の優先度) 
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Ⅲ 目標 

地方大学にとって国際連携は非常に難しい問題であ

る。本学のように開学して 25 年の歴史しかない場合に

は，留学生同窓会組織も整備されておらず，海外で本学

を如何に認知してもらうかが国際連携の第一歩である。  

本学は開学当初から国際交流を１つの柱として取り上

げ，「国際連携」に地道な努力を重ねてきた。その結

果，地方大学としては国際連携にかなりの成果を挙げて

きたものと確信する。このなかで、本学は前述のように

3 つの大きな目的を設定し、これに対して以下のような

目標を掲げている。 

 

（１） 途上国工学教育支援 

① 国際協力支援機関としての地位の確立 

大学として文部科学省及び各種国際協力機関（国際協

力事業団，国際協力銀行等）の実施する開発途上国工

学教育支援に積極的に参加し，主体的役割を果たすこ

とにより，国際協力支援機関として本学の地位を確立

する。 

② 本学の認知と信頼関係の樹立 

アジア・アフリカ諸国において本学の存在が認知さ

れ，これら諸国の大学との信頼関係を確立する。更

に，本学の教育・研究水準の高さを認知させ，アジ

ア・アフリカから優秀な留学生を数多く獲得する。 

③ プロジェクト開発担当機関としての地位の確立 

途上国の経済発展を支える工学高等教育開発を支援す

るためにプロジェクトを開発し，国際協力実施機関へ

の当該プロジェクトの提案等を通して，プロジェクト

開発担当機関の地位を確立する。 

（２） 地域社会国際化への支援 

④ 海外都市との友好親善事業の促進 

本学の人的資源を活用して，地域の都市が海外都市と

の友好関係を一層発展させるために支援し，その実効

を挙げる。  

⑤ 地域の国際交流事業・産業活動国際化への効果的支

援 

地域の都市が実施する海外交流事業を積極的に支援

し，その事業の効果を一層挙げる。また，地域産業の

国際化対応に対して教官による研究支援，企業現地採

用者の研修事業へ通訳として外国人留学生の派遣およ

び地域産業界へ外国人留学生を就職させること等を通

した多角的な支援を実施し，地域産業の国際化促進に

対して積極的な役割を果たす。 

⑥ 地域市民の異文化理解・国際教育理解の支援 

地域市民と外国人留学生の交流を通して、地域市民の異

文化・異宗教理解を深めてもらうこと、また地域の小､

中学生徒に対しては諸外国の生活、習慣、文化、宗教な

どを留学生との交流を通して理解することが出来る生き

た国際理解教育の機会を提供する。 

 

(３) 大学組織の国際化 

教育・研究組織に対して， 

⑦ 国際的に通用する技術者の育成 

学生の工学知識と問題解決能力を高め，国際的に通用

する技術者となるように研鑽させる。海外研修・留学

も積極的に推奨し，また学内の国際的環境から国際感

覚を身につけ，海外の学生と自由にディベート出来る

ように指導する。 

⑧ 外国人留学生にとって魅力的な勉学環境の整備 

外国人留学生にとって勉学・研究を実施するうえで魅

力的な環境を整え，地元との交流を通して，日本文化

に十分に接し理解出来るようにする。 
⑨ 本学教官組織が国際的に認知された研究者集団 

教官が積極的に国際研究集会に出席し，それぞれの分

野で世界の研究者ネットワークの中核に参画し，本学

教官が国際的に認知された研究者となる。 

⑩ 世界に開かれた教官組織 

海外長期滞在者並びに外国人教官の積極的任用をはか

ることにより，世界に開かれた教官組織となる。 

⑪ 国際的な研究土壌の醸成 

海外の大学と交流協定を締結すること，外国人留学

生・外国人研究者を積極的に受入れること，共同研究

を実施すること，著名な研究者を招聘して講演会等を

開催することにより，国際的な研究土壌を醸成する。

事務組織に対して 

⑫事務組織の国際化 

学内の国際的環境を支援するため職員の海外研修を積

極的に取り入れ，事務組織の国際化を推進する。 

⑬外国人キャンパスライフの支援 

外国人研究者・外国人留学生の受入れ及び渡日後の勉

学・研究・生活を支援するための組織整備並びに情報

の発信・共有システムの整備を行い，外国人に対する

勉学・学術活動の支援態勢を整備する。 
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Ⅳ 対象となる活動及び目標の分類整理表 

活動の分類 ﾍﾟｰｼﾞ 「活動の分類」の概要 対象となる活動 対 応 す る

目標の番号

①②③ (1)国際協力事業団等プロジ

ェクトへの協力 ①② 

(2)国際協力事業団国内委員

会への教官派遣 

① 

(3)大学独自の途上国支援 ② 

開発途上国

への国際協

力 
 

 
 

文部科学省及び国際協力機関が実施する途上国工

学教育支援に大学組織として積極的に参加し，主

体的役割を果たす。よって，アジア・アフリカ諸

国で本学の存在感を高め，本学の教育・研究水準

の高さを認知させ，優秀な留学生を獲得する。本

学主導で開発途上国工学教育支援プロジェクトを

開発し，国際協力実施機関へ提案等しながら，プ

ロジェクト開発担当機関として地位を確立する。 

(4)工学教育国際協力研究セン

ターによる途上国支援 

②③ 

(5)海外都市との友好親善事

業への教官・学生派遣 

④ 

(6) 留学生・教官による地域

の国際化支援 

④⑤⑥ 

(7)留学生の地域企業への就

職斡旋 

⑤⑥ 

地域社会の

国際化支援 
 地域社会の国際化を積極的に支援するため海外都

市との交流支援, 市民と外国人留学生との交流に

よる異文化理解・国際理解教育支援, 地域団体が

企画する国際協力事業への支援 , 企業の海外進

出・国際化に対する各種支援を実施する。 

(8)地域と留学生の交流支援 ④⑤⑥⑧ 

(9)海外の大学・機関等との

教育交流活動 

⑪ 

(10)留学生の受入れ ①②⑦ 

(11)留学生に対する各種支援 ⑦⑧⑬ 

(12)学生の海外留学･短期派遣 ⑦ 

教育・学生

交流 
 アジア・アフリカ諸国の国費留学生，大学間交流

協定や国際協力事業団等との連携による留学生等

を多数受入れ，学内を国際的な雰囲気とし，留学

生等が勉学・学術活動に励める良い環境を作る。

日本人学生に国際感覚を身に付けさせて世界に通

用する技術者の育成を進める。英語の到達度に数

値目標を導入する傍ら，学生の海外研修を支援し

てインセンティブを与えるなどして，海外の学生

と自由にディベート出来るように指導する。 
(13)英語コースの開設 ①②⑦ 

(14)大学主催・共催・後援の

国際会議 

⑨⑪ 

(15) 拠点大学方式による学

術交流事業セミナー 

⑨⑪ 

国際会議等

の開催・参

加 

 各教官が得意の分野で世界の研究者ネットワーク

の中核として活躍し，本学の国際的な存在感を高

める。毎年多数の教官が海外の国際学会で発表す

る一方，国内開催の国際学会を中心に本学教官が

積極的に運営に参加して本学の存在感を高める。 (16)国際会議等への出席 ⑨ 

(17)国際協力に関わる共同研究  ①③ 
(18)科研費の国際共同研究 ⑨⑪ 

(19)交流協定による共同研究 ⑨⑪ 

(20)本学センターによる共同研究 ⑨⑪ 
(21)他機関が実施する国際共

同研究への参画 
⑨⑪ 

国際共同研

究の実施・

参画 

 本学教官が中心となり大規模な国際共同研究プロ

ジェクト，個人的な共同研究から発展した大学間

交流協定，拠点大学としての参画を活発に行な

う。また，本学のセンターが中心となる活動や，

途上国支援に関わる活動から発展した共同研究な

ど，従来と異なる形の共同研究を実施する。これ

らの活動および教官や学生の交流を通して，本学

の国際的教育・研究環境を整備する。 
(22) 拠点大学方式の学術交流 ⑨⑪ 

(23)教職員の海外派遣 ⑨⑫ 

(24)外国人教員の採用 ⑩ 

(25)外国人研究者の受入れ ⑪⑬ 

教職員等の

受入れ・派

遣 

 広範な分野の外国人教員を採用し、日本人学生の

国際的感性を育成する。海外の大学との交流協定

の締結およびその活動の一環である教職員海外派

遣・外国人研究者受入れ事業は本学在職の外国人

教員の仲介等を活用して着実に推進する。外国の

著名な研究者招ヘい事業により本学の教育研究環

境を再点検する機会を創出して，その継続的な発

展を実現する。 

(26)学長裁量経費による外国

人研究者の招聘 
⑪ 
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§２ 自己評価結果 

Ⅰ 活動の分類単位の自己評価結果 

 

活動の分類：開発途上国への国際協力 

評 価 項 目：実施体制 

 観 点 実施体制の整備・機能 

 
 観点ごとの 
 自己評価 
 
※「取組状況」，「判断結果の

根拠・理由」，「判断結果」を

必ず記載してください。 

 開発途上国への国際協力に関する活動は，国際協力事業団等プロジェクトへの協力，国

際協力事業団国内委員会への教官派遣，大学独自の開発途上国支援，工学教育国際協力研

究センターによる開発途上国支援(大学独自の開発途上国支援とは性格上別の活動として

整理している。）からなる。その実施体制は平成 12 年度までは，学長・副学長(執行部)，

国際交流委員会委員長を中心に企画立案し実施してきた。 

 平成 13年度からは工学分野における国際協力プロジェクトの形成，運営，評価等に関す

る研究及び開発を行うとともに，工学分野の国際教育協力に携わる実践的人材の育成に資

する研究を行うことを目的とした工学教育国際協力研究センター（以下「ICCEED」という。）

の設置が認められ，その設置に併せて実施体制を見直し整備した。 

<着目点に関しての分析状況> 

①活動を実施するための必要な組織及び関連組織との連携 

  資料１に示すように，実施体制は，「ICCEED」が国際協力主担当組織となり，「ICCEED」

の活動で生まれた発展途上国との交流事業は国際交流委員会が，プロジェクトにより受入

れた研修生等の支援は留学生センターで行っている。「ICCEED」にはセンター長の諮問に

応じて，「ICCEED」の基本方針その他の事業に係る重要事項を審議する運営協議会を，ま

た，活動計画等事業の実施に関すること等を審議する運営委員会を設置し，事業を実施し

ていく上で必要な組織を整備している。また，その同運営委員会の構成員には国際交流委

員会委員長及び留学生センター長を加えることにより組織間の連携を図っている。事務の

支援体制としては「ICCEED」と国際交流委員会については研究協力課が，留学生センター

については留学生課が 支援しており，サポート体制も整備している。 

 

(資料１)      開発途上国への国際協力実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際交流委員会
<大学間交流事業担当>

留学生センター
<留学生支援担当>

工学教育国際協力研究センター
<国際協力主担当組織>

教授会

学長・副学長
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（資料２）       関連学内規則抜粋 

 

○工学教育国際協力研究センター規則抜粋 

 （目的） 

第２条 センターは，学内外の研究者と協力して，工学分野における国際教育協力プロジェク

トの形成，運営，評価等に関する研究及び開発を行うとともに，工学分野の国際協力に携わ る

実践的人材の育成に資する研究を行うことを目的とする。 

 （工学教育国際協力研究センター運営協議会） 

第５条 センターに，センター長の諮問に応じて，センターの基本方針その他の事業の実施に

係る重要事項を審議するため，工学教育国際協力研究センター運営協議会を置く。 

 （工学教育国際協力研究センター運営委員会） 

第６条 センターの適正な運営を図るため，工学教育国際協力研究センター運営委員会を置

く。  

○工学教育国際協力研究センター運営協議会規則抜粋 

 （組織） 

第３条 運営協議会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

（１）学長が指名した副学長，センター長及びセンター所属の教授 

（２）文部科学省，大学，高等専門学校及び開発援助機関等からの代表者若干名 

（３）学外の学識経験者のうち学長が委嘱した者 

 

○工学教育国際協力研究センター運営委員会規則抜粋 

 （審議事項） 

第２条 運営委員会は，次の各号に掲げる事項を審議する。 

（１）センターの活動計画等事業の実施に関すること。 

（２）センターの経費に関すること。 

（３）その他センターの運営に関する重要事項 

 （組織） 

第４条 運営委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

（１）センター長 

（２）センター所属の専任教官 

（３）大学院博士後期課程各専攻ごとにセンター長が指名する教官 若干名 

（４）その他センター長が必要と認める者 

 

○教授会規則 

 （審議事項） 

第３条 教授会は次の各号に掲げる事項を審議する。 

（11）学部，センターの教育又は研究に関する重要事項 

（12）その他大学の運営に関する重要事項 
 

 

 

 

②実施組織の人的規模，バランス 

   国際協力主担当組織の「ICCEED」のスタッフはセンター長を含め，多様な工学 教育

に対応できるよう異なる専門の専任教官４人，客員教授１人，外国人客員教授１人を配置

するとともに，それをサポートする研究機関研究員１人，研究支援推進員１人の計８人を

配置し，また，同運営協議会では，学外の専門家の意見が直接反映できるよう７人の外部

の有識者を委員に加え，同運営委員会では学内の連携を保つため博士後期課程専攻から分
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野を考慮し８人の教官の他，国際交流委員会委員長，留学生センター長も加わり，それぞ

れ人的規模，バランスに配慮したものとなっている。また，事務局は研究協力課では係長

１人，専門職員１人，係員１人の計３人で組織するの国際班を，留学生課は専門職員１人

を可能な範囲で配置している。 

 

ICCEED スタッフ 

○センター長  

○工学教育ﾈｯﾄﾜｰｸ開発研究部門 

   教授１，助教授１，客員教授１ 

  研究機関研究員１ 

○工学教育ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ開発研究部門 

  教授１，助教授１，外国人客員教授１， 
研究支援推進員１ 

○事務補佐員１ 

 

 

 

 

ICCEED 運営協議会（学外構成員） 

○文部科学省大臣官房国際政策課長 

○外務省技術協力課長 

○国際協力事業団社会開発協力部長 

○政策大学院大学政策研究プロジェクトセンター

長 

○工業高等専門学校協会副会長 

○東京工業大学国際学術情報センター副所長 

○長岡技術科学大学副学長 

 

 

 

 

ICCEED 運営委員会（センター長が必要と認める

者） 

○国際交流委員会委員長 

○留学生センター長 

 

 

 

事務局（関係部局） 

○研究協力課国際班 

  国際企画係長，専門職員（国際交流担当）， 
係員１ 

○留学生課 

  専門職員（留学生センター担当） 
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③実施組織間の役割，意思決定プロセス，責任の明確，円滑な運営 

  実施組織間の役割は①に示したとおりである。意思決定については，全学に関わる重

要事項については教授会に諮り，最終的には学長が決定することとしており，その他は

「ICCEED」の運営委員会等で決定しており，プロセス，責任は明確であり，円滑な運営が

行われている。 

<判断結果の根拠・理由> 

 着目点での分析結果のとおり，実施組織は整備され，組織間の連携も図られ，それぞれ

の役割，意思決定のプロセス，責任も明確である。特に「ICCEED｣では，文部科学省や各

種国際協力実施機関等の外部の専門家を構成員に多く加え，意見を直接反映できるよう運

営協議会を設置し，機能させている点では目標の達成に十分に貢献していると判断してい

る。 

<判断結果> 

  よって，これらのことから「実施体制の整備・機能」の観点では，目標に照らして「優

れている。」と判断する。 

 

 

 観 点 活動目標の周知・公表 

 
 観点ごとの 
 自己評価 
 
※「取組状況」，「判断結果の

根拠・理由」，「判断結果」を

必ず記載してください。 

 開発途上国への国際協力に関する活動目標の周知・公表は，直接または委員会等を通じ

て，または，ホームページ，パンフレット，セミナー等を通じて行っている。 

 

 対象となる活動：「国際協力事業団等プロジェクトへの協力」，「国際協力事業団国内委員

会への教官派遣」 

<着目点に関しての分析状況> 

①活動の直接的な担当者への活動の目標や趣旨の組織的な周知 

  「ICCEED｣は国際協力実施機関からの開発途上国への専門家の派遣及び国内委 員会

委員の推薦依頼を受けて本学教官をリクルートする際に，当該教官に直接，例えば，長期

専門家の場合はプロジェクト方式による技術協力や個別協力について，短期専門家の場合

は長期専門家のサポートやセミナーでの協力についてを説明することによって，開発途上

国工学教育支援や関連研究業務の目標や趣旨の周知の徹底を図っている。 

②学外者等への目標や趣旨の組織的な周知 

「国際協力事業団等プロジェクトへの協力」，「国際協力事業団国内委員会への教官派

遣」の目標や趣旨は，国際協力事業団等の国際協力実施機関により策定されるものである

ため，活動の受け手となる同機関に本学から周知するものではないが，学外者へは，大学

ホームページや人材育成セミナー等を通じて伝えている。 
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（資料４）大学ホームページ抜粋 *www.tut.ac.jp/Frame03/kokusai/jica.htm 

 

Ⅰ 国際協力事業団への協力 

     現在○の事業に参画しており，インドネシア高等教育開発計画及び・・・ 

   には，長期専門家の派遣も含めて全面的に協力している。 

 ①インドネシア高等教育開発計画 

  ア 目的 

      インドネシア国政府の要請のよる地方の開発政策の一環であり，スマトラ島及びカリマンタ

ン島にある大学の教育水準の向上を図るための日米共同の国際協力事業でスタートし，平成８年４

月から・・・・・ 

  イ 実施主体 

   インドネシア教育文化省，日本国際協力事業団，アメリカ国際開発庁 

 ウ 支援内容 

      対象大学工学部の総合的水準向上 

  ・・ 

  ④ タイ・タマサート大学工学部拡充計画プログラムへの協力 

 ア 概要 

   タイ政府の工業系教育拡充計画の一環として，タイ・タマサート大学工学拡充計画プロジェ

クトの円滑かつ効果的な実施に対して，国内委員会を設置してプロジェクトを支援してい

る。 

 

 

 

開催日  セミナー等名：内容 

14.10.22 第１回オープンフォーラム｢国際工学教育と国際協力｣ 

：工学教育の国際化に向けた，今，取り組むべき課題等についてのフォーラム 

14.12.11 第１回途上国工学教育現状セミナー 

：AUD/SEED-NET 分野別支援体制のためのワークショップ研修員受入に伴うセミナー 

15. 2. 6  第１回国際協力のための人材育成セミナ－ 

：国際協力に携わり得る工学系教員のためのセミナー 

 

 

 

 

 

 対象となる活動：「大学独自の開発途上国支援」，「工学教育国際協力研究センター 

による開発途上国支援」 

<着目点に関しての分析状況> 

①活動の直接的な担当者への活動の目標や趣旨の組織的な周知 

  「ICCEED｣は，月に１回程度センター教官によるセンター会議を開いており，その場

に当該担当者を含めて，活動の計画・内容等を審議することによって，開発途上国工学教

育支援及び関連研究業務の目標や趣旨の周知の徹底を図っている。 

②活動の受け手，学外の活動の関係者等への目標や趣旨の組織的な周知 

  大学ホームページ並びに「ICCEED」のパンフレット，ホームページ及び人材育成セミ

ナー等を通じて，開発途上国工学教育支援及び関連研究業務の目標や趣旨を伝えている。

また，開発途上国工学教育支援プロジェクトの形成に当たっては，プロジェクトの予備調

査（観点「活動の方法」p   参照）で該当国に出張した際に，当該関係者を含めた会議等

を開催することにより当該活動の目標や趣旨を伝えている。 
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（資料６）大学ホームページ抜粋 

     ＊http//www.tut.ac.jp/Frame00/sub_ryugaku.htm 

 

○本学独自の国際協力 

 インドネシア・ランポン大学３学科（機械工学，電気工学，化学工学）新設に伴う，新学科

立ち上げ支援プロジェクトを1998年 11月よりスタートさせた，協力内容は以下のとおりであ

る。  
  １．シラバスの作製支援   
  ２．標準的英語教科書の選定支援   
  ３．学生実験テキストの作製支援   
  ４．実験機器の取り扱い説明   
  ５．その他   
     
 このプロジェクトは本学の予算を用いて，本学教官をインドネシア・ランポン大学に派遣し，

上記の支援を行うものである。なお，本学予算による支援は 2000 年３月までである。1998 年

12月２名，1999年 10月３名，2000年３月３名の教官が派遣された。・・・・・・・・ 

 

○センターの活動 ＊http//iceed.tut.ac.jp/active j.htm 

 

 私たちは，本学におけるこれまでの国際協力活動で得た経験やノウハウを基に 

全国の大学・高等専門学校はもとより，内外の関係機関と協力して開発途上国において豊かな

素養と国際競争力を持ち合わせた工学系人材の育成をすることを目標にして活動していきま

す。こうした人材開発を効率よく支援するために，本センターには「工学教育ネットワーク開

発部門」と「工学プロジェクト開発研究部門」を設置している 

・工学教育ネットワーク開発部門では 

  (1) 世界を対象とした，開発途上国高等教育ネットワーク 

(2) 国際協力人材データーベース，過去のプロジェクトの投入と成果に関するデータベース

の構築 
を行い，工学分野における知的・人的情報の集約，国内外関係機関の効率的で効果的な連携，

大学間コンソーシアムの形成等を行う。 

・工学プロジェクト開発研究部門では 

  (1) 様々な国際協力機関と協力し，開発途上国での効果的な教育プログラムの開発   

 (2) 教育プロジェクト用評価工学の開発 

 を行い，社会・経済開発におけるインパクトを考慮した総合的・実践的なプロジェクト開発

理論と手法の構築，品質工学・システム工学・最適化理論等を応用したプロジェクト評価手法

の構築を行います。 

 

 私たちはこれらの活動を通し，工学教育開発プロジェクトの形成・管理運営・評価を行うた

めのより総合的・効果的・効率的な手法を開発すると共に，工学教育開発の国際協力に関わる

政府機関，民間組織，及び団体の支援活動も積極的に行い，国際的な工学教育協力が円滑に推

進されるよう支援していきます。 
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<判断結果の根拠・理由> 

 着目点での分析結果のとおり，活動の性格から活動目標の周知は担当者や受け手に直接

行うことも多く，そういった意味では適切な方法と言えるが，学外への公表の手段として

のホームページ等の内容を工夫する余地は残されている。 

<判断結果> 

 よって，「活動目標の周知・公表」の観点では，目標に照らして「相応である。」と判断

する。 

 

 観 点 改善システムの整備・機能 

 
 観点ごとの 
 自己評価 
 
※「取組状況」，「判断結果の

根拠・理由」，「判断結果」を

必ず記載してください。 

 「ICCEED」内において，情報の収集を行い，「ICCEED」の運営委員会及び運営協議会を

通して改善に結びつけている。 

 

 対象となる活動：「国際協力事業団等プロジェクトへの協力」，「国際協力事業団国内委員

会への教官派遣」，「大学独自の開発途上国支援」，「工学教育国際協力研究センターに開発

よる途上国支援」 

<着目点に関しての分析状況> 

①活動状況や問題点の調査分析 

  「ICCEED」内において，年間の活動状況をまとめ調査分析することにより，問題点が

あれば把握している。 

②活動状況や問題点等を改善に結びつけるシステム 

  上記の結果は，センターの事業・センターの運営に係る重要事項であり，運営委員会

に報告し，意見を聴取し，さらに運営協議会に報告し，評価を受けている。ここで明らか

にされた改善点については，「ICCEED」が策定する活動方針・活動計画に活かすとともに，

それを運営委員会及び運営協議会で審議するシステムを構築している。 

<判断結果の根拠・理由> 

 着目点での分析結果のとおり，「ICCEED」内で情報収集し調査分析したものを，運営委

員会，運営協議会でさらに評価している点では，事業の実施担当者以外の内部，外部の意

見を反映できるシステムを整備しており，有効なシステムといえるが，活動状況の把握の

方法，アンケート等の情報収集の方法や内容については，今後，さらに検討する余地があ

る。 

<判断結果> 

 よって，「改善システムの整備・機能」の観点では，目標に照らして「相応である。」と

判断する。 

 
補足説明事項 
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評 価 項 目：活動の内容及び方法 

 観 点 活動計画・内容 

 
 観点ごとの 
 自己評価 
 
※「取組状況」，「判断結果の

根拠・理由」，「判断結果」を

必ず記載してください。 

 開発途上国への国際協力に関する活動は，基本的に「ICCEED」において，活動計画・内

容について確認又は検討・策定している。 

 

 対象となる活動：「国際協力事業団等プロジェクトへの協力」，「国際協力事業団国内委員

会への教官派遣」 

<着目点に関しての分析状況> 

①活動計画・内容の確認 

  「国際協力事業団等のプロジェクト」及び「国際協力事業団国内委員会の活動計画」

は，当該国際協力実施機関において策定された上で，本学に教官派遣等の要請があるため，

本学において活動計画・内容を策定するものではないが，プロジェクト方式による技術協

力や国内委員会委員として参画が可能であるか，活動計画・内容について「ICCEED」にお

いて確認している。 

 

 対象となる活動：「大学独自の開発途上国支援」，「工学教育国際協力研究センターによる

途上国支援」 

<着目点に関しての分析状況> 

①活動計画の実行可能性を踏まえた策定 

  「ICCEED」内で活動を計画し，資料２にあるように同運営委員会において，活動計画

等事業の実施及び経費を踏まえて審議しており，活動計画は実行可能性を踏まえて策定さ

れている。 

②活動計画の内容と目標の整合性・適切性・発展性 

  大学独自の開発途上国支援は，相手方の要請にもよるのであり，その要請に応える形

で内容が検討され，双方合意の上で決定されている。例えば，シラバスの作製，標準的英

語教科書の選定，学生実験テキストの作製，実験機器の取扱説明の作製支援などがある。

大学との信頼関係の確立という目標との整合性，適切性，発展性は適切なものと判断でき

る。 

    工学教育国際協力研究センターによる開発途上国支援の内容は，資料６のセンターの

活動にあるとおり，世界を対象とした開発途上国高等教育ネットワーク，国際協力人材デ

ーターベース，過去のプロジェクトの投入と成果に関するデータベースの構築，様々な国

際協力機関と協力し，開発途上国での効果的な教育プログラムの開発であり，大学との信

頼関係の確立，プロジェクトの開発等という目標との整 合性，適切性，発展性は適切な

ものとなっている。 

<判断結果の根拠・理由> 

  着目点での分析結果のとおり，活動計画・内容は運営委員会等において，実施期間，

予算面，内容面等多面的な視点からチェックを受けており，また，目標との整合性等も図

られている。 

<判断結果> 

 よって，「活動計画・内容」の観点では，目標に照らして「優れている。」と判断する。

 

 

 

 

 

 

 



機関名 豊橋技術科学大学 

- 9 - 

 観 点 活動の方法 

 
 観点ごとの 
 自己評価 
 
※「取組状況」，「判断結果の

根拠・理由」，「判断結果」を

必ず記載してください。 

 開発途上国への国際協力に関する活動の方法は，基本的に「ICCEED」において，検討し，

取組んでいる。 

 

 対象となる活動：「国際協力事業団等プロジェクトへの協力」，「国際協力事業団国内委員

会への教官派遣」 

<着目点に関しての分析状況> 

①目標達成のための有効な活動方法 

  国際協力事業団等プロジェクトへの協力及び国際協力事業団国内委員会の教官派遣は

主に専門家を派遣することであり，「ICCEED」の教官により，国際協力実施機関から要請

の都度，専門家選定会議を設置し，プロジェクト等の必要要件に合致するよう，経験と実

績を重視し専門家を選定した上で教官をリクルートしており，有効な方法が取られている。

②環境的資源の獲得，活動方法の効率化 

  「ICCEED」では資料６のセンターの活動にあるとおり，国際協力人材データーベース

（工学教育に携わる人材データベースの構築），過去のプロジェクトの投入と成果に関する

データベースの構築などを行っており，上記の専門家を選定するために，それらを活用し

ており，環境的資源の獲得，活動方法の効率化に取り組んでいる。なお，資金については

国際協力実施機関により措置されるため，特には取り組んでいない。 

 

 対象となる活動：「大学独自の開発途上国支援」，「工学教育国際協力研究センターによる

途上国支援」 

<着目点に関しての分析状況> 

①目標達成のための有効な活動方法 

  「ICCEED」スタッフを中心に本学教官を開発途上国に派遣し，プロジェクトのニーズ

調査及び開発調査を行っており，すでにインドネシアでは大学院設置計画プロジェクト，

ベトナムでは工学教育支援プロジェクトの予備調査が行われているなど，有効な活動方法

が取られている。 

②資金・環境的資源の獲得 

  上記の調査を実施するにあたり，平成 13 年度及び平成 14 年度には，国際協力事業団

と「工学系高等教育分野における効果的な技術移転に関する基礎研究」受託研究を締結し，

資金と環境を獲得した。また，上記の調査に対して文部科学省から在外研究員等旅費を獲

得している。 

    大学独自の開発途上国支援については，大学の予算を充当している。 

 

 

（資料７）     ICCEED 関係，受託研究の受入れ状況 

 

○研究題目  工学系高等教育分野における効果的な技術移転に関する基礎研究 

○相 手 方  国際協力事業団 

○受入金額    平成13年度 661,500円，14年度 1,565,550 円 
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（資料８）    在外研究員等旅費の予算示達状況等 

 

○予算示達額      平成14年度 1,270,000円 

○研究者等       渋澤博幸 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 14. 6.26～14. 6.30  

                  本間寛臣 ﾍﾞﾄﾅﾑ  14.11.24～14.12. 1 
                  倉本 洋  〃              〃 

         倉本 洋 ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ 14.12.19～14.12.24 

 

 

 

 

 

③活動方法の効率化 

   工学教育協力に携わる人材データベースの構築にあたっては，電子メール及び

「ICCEED」のホームページを活用してデータ収集を行っている。また，プロジェクト開発

調査では電子メールを用いた情報収集を図り，効率化に取り組んでいる。 

 

 

(資料９) 「ICCEED」のホームページ活用した人材データベース調査票(抜粋)  
  ＊http://icceed.tut.ac.jp/questionnaire/guestionnaire1j.html 
 Appendix 2：調査票 

  工学教育分野において国際協力に携わりうる人材データ 

  ベース構築のためのアンケート 

  （回答1～5は番号でお答え下さい：“0”又は“1”を残し，他を消して下さい） 

  設問 1．我が国の国際協力活動について興味がありますか？ 

  （参考資料をご覧になりたければこちらを参照下さい：http://www.jica.go.jp/） 

  回答 1. ＜0．ある，1．なし＞ 

  設問 2．あなたの専門分野における国際協力活動について興味がありますか？ 

  （参考資料：http://icceed.tut.ac.jp/history2_j.html） 

 個人情報については，セキュリティーの保証に万全を期するよう対策をとるように 

  致します．また，ご意見・ご感想等がございましたら master@icceed.tut.ac.jp ま 

  でお願いします． 

 

 

 

 

 

<判断結果の根拠・理由> 

  着目点での分析結果のとおり，目標達成のために有効な活動方法，資金の獲得，効率

化が図られれおり，十分な方法がとられている。 

<判断結果> 

 よって，「活動の方法」の観点では，目標に照らして「優れている。」と判断する。 

 

 
補足説明事項 
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評 価 項 目：活動の実績及び効果 

 観 点 活動の実績 

 
 観点ごとの 
 自己評価 
 
※「実績や効果の状況」，「判

断結果の根拠・理由」，「判断

結果」を必ず記載してくださ

い。 

 開発途上国への国際協力に関する活動は，平成２年度に国際協力事業団のプロジェクト

への参画から本格的に始まり，現在まで継続して活動を続けている。平成 13 年度には

「ICCEED｣を設置したことにより，新規プロジェクトへの参画の他，独自の事業等を企画

立案し実施している。 

 

 対象となる活動：「国際協力事業団等プロジェクトへの協力」，「国際協力事業団国内委員

会への教官派遣」 

<着目点に関しての分析状況> 

①活動の実績から見る活動の目標の達成状況 

  参画した国際協力事業団等プロジェクトは，延べ１１件あり，専門家はこの５年間に

延べ７９回派遣，研修員は延べ３７人受け入れており，また，国内委員会委員は延べ１１

人派遣し，そのうち委員会委員長等主要なポストを担っており，目標１の国際協力支援機

関の地位の確立するために国際協力機関等の実施する開発途上国工学教育支援に積極的に

参加し主体的役割を果たすこと，また，目標２の本学の認知と信頼関係の樹立するために

本学の存在を認知させ，これらの諸国の大学との信頼関係を確立すること等は，十分に達

成できている。 
 
 
(資料 10）       参画した国際協力事業団等のプロジェクト等 

○プロジェクト関係 

・「インドネシア高等教育開発計画｣（Ｈ２～14）                   *jica 
   長期専門家派遣３(０)人，国内委員会委員２(２)人， 

     短期講師派遣回数延べ124(77)回，研修生受入数125(33)  

     ＊10年度から14年度まで( )  以下同じ 

・｢サウディ・アラビア王国リアド電子技術学院の短期大学昇格プロジェクト｣  

  長期専門家派遣１(０)人，国内委員会委員３(２)人，   （H７～10）*jica 
    短期講師派遣回数延べ５(２)回，研修生受入数２(０)人  

・｢タイ・パトムワン工業高等専門学校プロジェクト｣（Ｈ５～12）        *jica 
  国内委員会委員２(1)人， 短期講師派遣回数延べ 11(8)回，研修生受入数２(0)・｢タイ・タマ

サート大学工学部拡充計画プロジェクト｣（H６～13）     *jica 
    国内委員会委員２(２)人 

・｢バンドン工科大学改革支援プロジェクト｣（Ｈ10～11）                 *jica 
    改革委員会委員２(２)人                                           
・｢マレーシアマルチメディアネットワーク教育プロジェクト｣（H12～17） *jica 
  長期専門家派遣２(２)人，国内委員会委員１(１)人， 

    短期講師派遣回数延べ７(７)回，研修生受入数４(４)      
・｢アセアン工学系高等教育ネットワーク｣(H13～                       *jica 
  国内委員会２（２）人 

・｢ケニア・アフリカ人造り拠点プロジェクト｣(H13～                   *jica 
  国内委員会委員１（１） 

・｢スリランカ・マルチメディア技術訓練開発センター｣(Ｈ13～         *jica 
  短期派遣調査団員 ３（３） 

・｢インドネシア高等教育セクター｣（Ｈ14）                      *国際協力銀行国銀 

  現地派遣員 １（１） 
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②活動の実績の年次変化の状況 

  国際協力事業団等プロジェクトは，｢ICCEED｣を設置した平成 13 年度以降に新規に４

件に参画している。また，専門家の派遣研修員，国内委員会委員の派遣とコンスタントに

実績をあげており，13年度以降は上昇傾向にあり，適切な状況にあると判断できる。 

③環境・時間等の投入資源に対する効率性 

  観点「活動の方法」の着目点「②環境的資源の獲得，活動方法の効率化」での取組み

のとおり，国際協力人材データーベース（工学教育に携わる人材データベースの構築），過

去のプロジェクトの投入と成果に関するデータベースを活用することにより，具体的な時

間を示すことはできないが，派遣教官を選定する際の資料収集から選定までに費やす時間

が大幅に短縮されており，効率的である。 

④活動の実績に対する評価等 

  本学は平成２年度に国際協力事業団のプロジェクトへの参画から本格的に開発途上国

への支援が始まり，数多くの実績を上げてきた。その結果として，国際協力事業団から感

謝状を受領しており，活動の実績に対する評価であると認識している。 
 

感謝状 
豊橋技術科学大学 殿 

貴大学は国際協力の促進に深い理

解をもたれ多年にわたり当事業団

の業務の推進に協力されました。 
よってここにその功績をたたえ深

く感謝の意を表します。 
平成１４年７月３１日 

    国際協力事業団 
    総裁 川上隆朗 
 

 
 
 
   また，同様にこれらの継続的な活動の結果として，工学教育分野における開発途上国

への教育協力推進の拠点として全国で本学が初めて，平成13年度に工学教育国際協力研究

センターの設置が認められたことは，活動の実績に対する評価であると認識している。 

 

 対象となる活動：「大学独自の途上国支援」 

<着目点に関しての分析状況> 

①活動の実績から見る活動の目標の達成状況 

   大学独自の途上国支援活動として，平成 10 年から平成 12 年にかけて「インドネシ

ア・ランポン大学工学部新設学科事業」をランポン大学から支援要請を受けて実施したこ

とは，目標２の本学の認知と信頼関係の樹立のために本学の存在を認知させ，大学との信

頼関係を確立すること等は，十分に達成できるている。 

②活動の実績の年次変化の状況 

  大学独自の途上国支援活動は，この事業以後，具体に結びつくまでには至っていない

が，プロジェクトの支援の予備調査等を行っており，今後，要請があれば支援していくこ

ととしている。 
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③環境・時間等の投入資源に対する効率性 

    支援期間は，平成 10 年 11 月から平成 12 年３月と実質１年５ヶ月という短期間の間

に，総額 350 万円の予算で，シラバスの作製，標準的英語教科書の選定，学生実験テキス

トの作製，実験機器の取扱説明の作製等の支援を行い成果を挙げたことは，きわめて効率

的である。 

 
 
 
(資料 ) 

・工学教育に携わる人材データベースの構築            平成 13年 11月～ 

・インドネシア大学院設置計画プロジェクトの予備調査  平成 13年４月～ 

・ベトナムにおける工学教育支援プロジェクトの予備調査 平成14年８月～ 

・途上国支援のための遠隔教育システム・教材の開発研究 平成14年７月～ 
 

 
 
 
 
対象となる活動：「工学教育国際協力研究センターによる途上国支援」 

<着目点に関しての分析状況> 

①活動の実績から見る活動の目標の達成状況 

  現在，途上国支援として，次の活動を実施しているが，これらは目標２の本学の認知

と信頼関係の樹立のために本学の存在を認知させ，これらの諸国の大学との信頼関係を確

立すること，及び目標３のプロジェクト開発担当機関としての地位の確立のためのデータ

ベースの構築，教材の開発，プロジェクトの開発等に対して，進行中であり達成度を測る

ことはできないが，十分に貢献している。 

②活動の実績の年次変化の状況 

  工学教育に携わる人材データベースは平成 13 年度から作業を開始し，平成 13 年度国

立大学所属教官 327 名，平成 14 年度国立工業高等専門学校所属教官 110 名を当該デーベ

ースに登録し，現在は私立大学の教官を対象としたデータベースを構築中である。プロジ

ェクトの予備調査は平成 13 年度に１件，平成 14 年度に１件と現在２件実施しており，遠

隔教育システム・教材の開発は平成14年度に取りかかり，それぞれ目標を達成するために

継続的に活動している。 

③資源・環境・時間等の投入資源に対する効率性 

    工学教育に携わる人材データベースの構築に関して，e-mail や｢ICCEED｣ホームページ

を活用して，低予算でかつ短期間で所定の成果を上げており，効率的である。また，プロ

ジェクトの予備調査では，資金を確保したことに伴い，直接，現地に出向き調査できるこ

とから，環境・時間の面において効率的である。 

<判断結果の根拠・理由> 

  着目点での分析結果のとおり，大半の活動で目標に達しており，年次変化の面でも安

定した実績又上昇も伺える。投入諸資源に対しての効率性も確認できる。 

<判断結果> 

 よって，「活動の実績」の観点では，目標に照らして「優れている。」と判断する 
 
 
 
 
 

 観 点 活動の効果 
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 観点ごとの 
 自己評価 
 
※「実績や効果の状況」，「判

断結果の根拠・理由」，「判断

結果」を必ず記載してくださ

い。 

 国際協力事業団等からのプロジェクトに対する協力依頼，国内委員会委員への教官派遣

が継続的にきている。国際協力事業団の「インドネシア高等教育開発計画」，本学独自で実

施した「ランポン大学工学部新設学科事業」等を通じて，バンドン工科大学，ガジャマダ

大学をはじめインドネシアの大学と密接な有効関係（大学間交流協定）を築いている。ま

た，インドネシアから数多くの留学生を受入れ修士，博士の学位を授与している。また，

多くの実施担当者が支援大学と共同研究を実施している。 

 

 対象となる活動：「国際協力事業団等プロジェクトへの協力」，「国際協力事業団国内委員

会への教官派遣」，「大学独自の開発途上国支援」，「工学教育国際協力研究センターに開発

よる途上国支援」 

<着目点に関しての分析状況> 

①活動の実施担当者，相手方の得た成果・満足度 

  国際協力事業団から継続的にプロジェクト参画への要請がきていること。支援事業を

通じて大学間交流協定や共同研究に至っている点は，活動の実施担当者，相手方の得た成

果であり，高い満足度を示している。 

 

 

 

 

(資料 ) 支援事業を通じて発展した主な大学交流協定 

 ・バンドン工科大学（インドネシア）  1995.12.29 

  ・ガジャマダ大学 （インドネシア）  1996. 3.23 
 ・シャクアラ大学 （インドネシア）  1997.12.22 

  ・マレーシア工科大学（マレイシア）  2000. 9.18 

 ・タマサート大学 （タイ）            2000.11.14 
 

 

 

 

 

また，資料 のとおり活動の実施担当者からの満足度も伺えた。 

 

 

(資料 ) 工学系・・・・報告書・アンケート抜粋 

・本プロジェクトは教育プロジェクトとしては成功したプロ ジェクトといえるが，原因はその活動

内容による部分は勿 論だが，プロジェクトリーダーが日本側及びインドネシア 側とも期間中に同

一人物であったことが大きい。 

・現地での対応は，大変満足のいくものでした。このような プロジェクトが，研究体制の育成や他国

との連携にまで発 展していくことを望みます。 

 

 

 

 

 

②社会的ニーズへの対応 

  「国際協力事業団等プロジェクトへの協力」，「国際協力事業団国内委員会への教官派

遣」，「大学独自の開発途上国支援」，「工学教育国際協力研究センターに開発よる途上国支

援」の活動は，我が国に対して人づくりに対する教育協力の養成等の開発途上国からの援

助要請に十分呼応するものである。 
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③「目的」の達成に向けての貢献 

  「国際協力事業団等プロジェクトへの協力」，「国際協力事業団国内委員会への教官派

遣」，「大学独自の開発途上国支援」，「工学教育国際協力研究センターに開発よる途上国支

援」の活動の実績は，目標「国際協力支援機関としての地位の確立」，「本学の認知と信頼

関係の樹立」，「プロジェクト開発担当機関としての地位の確立」の達成度を勘案すると，

目的「途上国工学教育支援」の達成に向けて十分に貢献している判断している。 

<判断結果の根拠・理由> 

  着目点での分析結果のとおり，活動の実施担当者や相手方の満足度も高く，社会的な

ニーズにも呼応したものであり，「目的」の達成に向けても十分に貢献している。 

<判断結果> 

 よって，「活動の効果」の観点では，目標に照らして「優れている。」と判断する。 

 

 

 
補足説明事項 
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§２ 自己評価結果 

Ⅰ 活動の分類単位の自己評価結果 

 
活動の分類：地域社会の国際化支援 

評 価 項 目：実施体制 

 観 点 実施体制の整備・機能 

 
 観点ごとの 
 自己評価 
 
※「取組状況」，「判断結果の

根拠・理由」，「判断結果」を

必ず記載してください。 

<着目点に関する分析> 

１． 海外都市との友好親善事業への教官・学生派遣(対象となる活動(5)) 

① 実施組織の整備・組織間連携 

活動の実施組織は国際交流委員会（12名の委員）であ

り、各系と連携を取りながら活動を実施している１）。支

援組織として研究協力課国際企画係が配置されてい

る。実施組織の連携を下図に示す。 

② 組織の人的規模・バランス等 

国際交流委員会は各系から選出された9名の教官、委 

員長、留学生センター長、国際交流会館主事の12名か

ら構成されており、人的規模も適切であり、各系、留

学生センターからも委員が出ておりバランスも取れて

いる。 

③ 組織の役割・責任分担 

実施組織の役割は、教官・日本人学生の派遣のための募集と選考であり、業務は明確で

ある。また、意思決定は委員会で行われ教授会(総務会)2)に上程され最終決定される。

 

<判定理由と結果> 

上述のごとく実施組織は整備され、その人的規模も適切であり、分担・責任分担も明確で

あるので目標に照らし、実施体制の整備・機能は「優れている」と判断される。 

 

 

 

 

 

 

 

２．留学生・教官による地域の国際化支援、地域と留学生の交流支援(対象となる活動(6)

(8)) 

① 施組織の整備・組織間連携 

実施組織は留学生センターおよびICCEEDである。両センターは国際交流委員会および

互いに連携を取りながら活動を実施している。留学生センターには留学生課が、ICCEED

には研究協力課国際企画係が支援組織として配置されている。 

② 組織の人的規模・バランス等 

工学教育国際協力研究センターは「開発途上国への国際協力」の項で述べた組織となっ

ている。留学生センターにはセンター長、専任教授3名、助教授2名の定員が配置され

ており、人的規模、バランスに配慮されている。  

③ 組織の役割・責任分担 

留学生センターは主に地域住民の交流、異文化理解、国際理解教育に関する支援を、

ICCEDDは主に地域団体の国際協力事業の支援を担当しており、役割分担は明確である。

両組織にはそれぞれ運営委員会がありそこで意思決定が行われる。両者の責任は明確で

1)国際交流委員会の業務及び組織：

ウ海外研修生の研修状況と選抜方針

エ教官の在外研究の方針と状況（豊

橋技術科学大学自己評価規則実施規

則別表及び国際交流委員会規則第3

条） 

2)豊橋技術科学大学総務会規則第 3
条総務会での審議事項：（10）その他

大学の運営に関すること 

国際交流委員教授会 9 学系

研究協力

課国際企
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あり、円滑な運営が行われている 

<判定理由と結果> 

上述のように実施組織も整備され、人的規模・バランスも取

れ、役割分担も明確であるので目標に照らし、実施体制の整

備・機能は「優れている」と判断される。 

 

３．留学生の地域企業への就職斡旋(対象となる活動(7)) 

① 実施組織の整備・組織間連携 

実施組織は各工学系である。各系の支援組織として教務   

部学生課就職指導担当 4)が配置されている。各系の連携

をとるために就職担当教官連絡会議を設けている。 

② 組織の人的規模・バランス等 

各系には就職担当教授がおり、日本人学生(約 55名)およ

び留学生(若干名)の就職の世話をしている。各系には25

名前後の教官がおり適宜就職担当教授を補佐している。

人的規模は十分に配慮されている。 

③ 組織の役割・責任分担 

8工学系の就職担当教授を中心に各系がそれぞれ責任を持って活動しており、役割分担、

責任は明確である。適宜系間の連携も取りながら円滑に活動は遂行されている。 

 

<判定理由と結果> 

実施組織は存在するが、日本人学生の就職の片手間という感があり、留学生に対して特別

な体制を取っているわけではないので、目標に照らし、実施体制の整備・機能は「相応で

ある」と判断される。 

 

 

 観 点 活動目標の周知・公表 

 
 観点ごとの 
 自己評価 
 
※「取組状況」，「判断結果の

根拠・理由」，「判断結果」を

必ず記載してください。 

<着目点に関する分析> 

１．海外都市との友好親善事業への教官・学生派遣、留学生・教官による地域の国際化支

援、地域と留学生の交流支援（対象となる活動(5)(6)(8)）  

① 担当者への目標・趣旨の周知 

直接の活動担当者である教官には国際交流委員会１）、から委員を通して系に周知される
２）。また、学生には国際交流委員会→系→学生というルートで活動の目標及び趣旨が周

知される。 

留学生に対する周知は留学生センターから、活動が開催される約1ヶ月前に留学生専用

掲示板３）で活動の目標と趣旨が周知される。その他、大学ホームページおよびセンター

ホームページで学内の構成員全員に周知されている。 

② 受け手・学外関係者への目標・趣旨の周知 

活動の受け手である地域の団体、小中高学校に対して、活動の目標と趣旨を周知するこ

とは行っていない。活動の受け手の要請によることが多く、彼等の活動目的と本学の目

標が一致しているので周知する必要はない。なお、学外者に対しては大学・センターの

ホームページを通して周知している。 

 

<判定の理由･結果> 

留学生の周知のために専用掲示板を設置した努力は評価に値する。しかし、一方向による

一方的な周知となり、関係者全員への周知徹底に多少工夫が必要である。目標に照らし、

活動目標の周知・公表は「相応である」と判断される。 

 

<着目点に関する分析> 

２．留学生の地域企業への就職斡旋（対象となる活動(7)） 

① 担当者への目標・趣旨の周知 

4)大学ホームページ「進路と就職」

に以下の文と就職担当教官を掲

載：本学では，各系に就職担当教

官が置かれ就職希望学生に対し直

接に進路調査・相談・指導等を行

い，就職事務関係は教務部学生課

専門員（就職指導担当）が就職担

当教官と連携し，全学就職ガイダ

ンスの実施，学生への情報提供等

を行っています。 
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活動の直接の担当者である各系の就職担当者には

就職担当者連絡会議で副学長から直接活動の目標

と趣旨が周知される。 

③ 受け手・学外関係者への目標・趣旨の周知 

活動の受け手で

ある就職希望留学

生には年度当初   

に就職活動説明会

を開催し就職斡旋

の目標と趣旨につ

いて周知を図って

いる４）。また、教

務部学生課就職指

導担当では地域企業の求人を留学生に周知する際、

就職斡旋の目標を説明している。 

もう一方の受けてである学外の地域企業に対して求

人受付のホームページを掲載しているが５）、特に就

職斡旋の目標を周知・公表していない。本学留学生を求める企業の目的と本学の目標が

一致しているからである。 

 

<判定の理由と結果> 

留学生を企業に売り込むべく、組織として活動の目標を積極的に周知すべきところである

が、この点が平常に流れており、目標に照らし、活動目標の周知・公表は「相応である」

と判断される。 

 観 点 改善システムの整備・機能 

 
 観点ごとの 
 自己評価 
 
※「取組状況」，「判断結果の

根拠・理由」，「判断結果」を

必ず記載してください。 

<着目点に関する分析> 

１． 海外都市との友好親善事業への教官・学生派遣、留学生・教官による地域の国際化支

援, 地域と留学生の交流支援(対象となる活動(5)(6)(8)) 

① 問題点等の情報収集の実施 

実施組織(国際交流委員会、留学生センター)がそれぞれ実施した活動に対して活動担当

者から報告および、活動の受け手から情報収集を行っている。 

② 改善システム 

得られた情報をもとに各実施組織が改善を行うことになっている。 

<判定の理由と結果> 

一応改善システムの形態は整っているが、前向きな改善の取組みへとは繋がっていないの

で、目標に照らし「相応である」と判断される。 

<着目点に関する分析> 

２． 留学生の地域企業への就職斡旋(対象となる活動(7))  

① 問題点等の情報収集の実施 

実施組織（各系）及び支援組織(教務部学生課就職指導担当)で情報を収集している。

② 改善システム 

各系で得られた情報をもとに改善を図ることになっている。 

<判定の理由と結果> 

留学生の就職数が少ないため、たとえ問題があったとしても見過ごされるケースもある。

情報収集も改善システムもケースバイケースで処理されている。システムとして確立する

必要はないものと思われる。したがって、「相応である」と判断される。 

 
補足説明事項 

 

1) 例えば、豊橋市がヴォルフスブルグ

市の友好親善を兼ねたハノーバー

万博への豊橋地区出展に本学海外

派遣研修生の協力を実施するため

に議論をした平成 11 年度第 8 回国

際交流委員会議事録 
2) 例えば、豊川国際交流協会が実施す

るアセアン青年招聘事業（JICA 事

業）への支援に関しては平成 14 年

度第 2 回工学教育国際協力研究セ

ンター運営委員会議事録 
に掲載しているように、委員を通じ

て各系に周知している。 
3) 留学生専用掲示板は講義棟学生ホ

ールに設置されている。 

4) 例えば機械システム工学系では

平成１５年 2 月 28 日(金)13:30～
14:30 に開催。 

5) 本学ホームページで「進路・就職」

から「求人される企業の方へ」に

入ると求人受付の窓がある。 
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評 価 項 目：活動の内容及び方法 

 観 点 活動計画・内容 

 
 観点ごとの 
 自己評価 
 
※「取組状況」，「判断結果の

根拠・理由」，「判断結果」を

必ず記載してください。 

<着目点に関する分析> 

１．海外都市との友好親善事業への教官・学生派遣、留学生・教官による地域の国際化支

援、地域と留学生の交流支援 (対象となる活動(5)(6)(8))  

① 活動計画の明確な策定 

国際交流委員会および留学生センターは地域市役所、町役場、各種団体、小中高学校か

らの要請に基づいて教官・留学生の負担を考慮して派遣計画を策定している。一方、地

元の豊橋市国際交流協会には本学学長が理事として参加しており、同交流協会との連携

による海外都市との友好親善事業、地域社会・企業の国際化推進、地域住民の異文化理

解・国際理解教育活動は担当者の本務を考慮し実行可能な範囲で明確に策定されてい

る。 

② 内容の整合性 

上記で設定される活動はすべて目標、④ 海外都市との友好親善事業の促進、⑤ 地域の

国際交流事業・産業活動国際化への効果的支援、⑥ 地域市民の異文化理解・国際教育

理解の支援を達成するためのものであり、目標に対して整合性がとれ、活動範囲も適切

である。今後もこの活動は継続して実施される。 

 

<判定の理由と結果> 

活動は年中行事化されており、計画の策定は明確であり実行可能な範囲であり、目標との

整合性は十分に取れているので、目標に照らし、「優れている」と判断される。 
 

<着目点に関する分析> 

１． 留学生の地域企業への就職斡旋(対象となる活動(7)) 

① 活動計画の明確な策定 

留学生の就職希望者数はまだ多くなく、活動計画の策定は明確に行われていない。ただ

し、希望する学生全員に国内で就職先を見つけるという計画は暗黙裡に立てられてい

る。 

② 内容の整合性 

これらの活動は目標⑤ 地域の国際交流事業・産業活動国際化への効果的支援を達成す

るものであり、目標との整合性、活動範囲の適切性、および発展性がある。 

 

<判定の理由と結果> 

留学生の就職斡旋に明確な計画は策定していないが、就職する留学生の数が少なく、系で

１～２名程度であるので策定するに及ばないというのが現状である。以上、目標に照らし

て、「相応である」と判断される。 

 

 観 点 活動の方法 
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 観点ごとの 
 自己評価 
 
※「取組状況」，「判断結果の

根拠・理由」，「判断結果」を

必ず記載してください。 

<着目点に関する分析> 

１． 海外都市との友好親善事業への教官・学生派遣、留学生・教官による地域の国際化支

援、地域と留学生の交流支援(対象となる活動(5)(6) (8)) 

① 活動方法の有効性 

a.地域市役所、町役場、各種団体、小中高学校、企業からの要請依頼を本学の3組織（国

際交流委員会、工学教育国際協力研究センター、留学生センター）のうち、最も 適

切な組織が受ける。 

b.要請依頼された活動を実施するのに最も相応しい人材を学内で募集(留学生)・選考

し、教官については過去の経験を調査して推薦する。 

c.活動担当者は依頼団体と事前打ち合わせを実施し、実際の活動を行っている。要請に

基づく活動が主であり、本学が取り得る活動方法はいかに適切な担当者を選考し推薦

することである。 

d.また、地域の国際協力支援については、ICCEEDが企画の段階から相談にのり地域の

国際交流協会の活動に協力している。 

この方法は目標、④ 海外都市との友好親善事業の促進、⑤ 地域の国際交流事業・産

業活動国際化への効果的支援、⑥ 地域市民の異文化理解・国際教育理解の支援を達成

するために有効である。 

② 資金獲得の努力等 

地域の国際化支援は地域の各団体・組織が資金面を手当てするので、本学として特に用

意する必要はない。 

③ ITの利用による効率化 

各種の活動はPC, Web 等を利用して効率的・効果的に行われている。  

 

<判定の理由と結果> 

a から dに示したように活動方法は明確であり、ITの利用も十分に行われている。活動の

性質上資金獲得の必要はなく、目標にてらし「優れている」と判断される。 

 

<着目点に関する分析> 

２． 留学生の地域企業への就職斡旋(対象となる活動(7)) 

① 活動方法の有効性 

系では留学生の希望就職先を調査し、本人の適性も考慮して 就職先の斡旋を行って

いる。 

また、各系の就職担当者(又は指導教官)は個人的コネを使っ

て企業へ留学生の就職採用を依頼したりしている。  

就職相談窓口を設置して就職希望留学生の支援活動を実施し

ている。 
企業からは採用予定の留学生の国籍について調査し、企業の

希望に沿う努力をしている。 

この他、大学ホームページで求人登録を行える仕組みを整え

ている。すでに地域の企業数社が本学に多数の留学生がおり、

一部の留学生が地域企業に就職していることを知っており、教

務部学生課就職指導担当および系就職担当教授に直接接触し

ている６）。 

② 資金獲得の努力 

本活動にはとくに資金を用意する必要はない。 

③ ITの利用による効率化 

企業情報を入手するため、インターネット、Ｅメールを利用している。 

  

<判定の理由と結果> 

就職の斡旋は大学を通した推薦によるものと、最近は会社に直接応募するものに大別され

る。最近は直接応募で就職試験を受ける留学生も多くなっている。また、上述したごとく

6) 例えば、 

1.近藤製作所：タイ人希望

2.（株）FCC：タイ、インド、

中国人希望 

3.東洋鋼鈑：マレーシア 
4. ダッド：マレーシア 中

国 
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教官の個人的なコネを使う場合もある。少人数の場合には現在の方法でも十分に有効であ

るが、今後は就職希望する留学生が増えることが予想されるので、もう少しシステマチッ

クに留学生の就職斡旋を方法を取る必要があろう。以上を目標に照らし総合的に判断すれ

ば、活動方法は「相応である」と判断される。 

  

<着目点に関する分析> 

3. 地域と留学生の交流支援（対象となる活動(8)） 

① 活動方法の有効性 

年間活動はほぼ固定しており，地域住民と留学生の定常的交流活動を生み出している。

したがって交流活動の継続性の点で活動方法は有効である。 

② 資金獲得の努力 

外国人留学生見学旅行費用は毎年文部科学省に予算申請して獲得している。ホームステ

イ・ホームビジット等の地域団体による行事は先方が費用を負担して実施されている。

留学生が要請によって講師を務める場合の交通費・謝金も先方負担であるので，実施組

織として資金獲得の必要はない。 

③ IT利用による効率化 

地域団体との連絡等にE-mailを使用している。 

 

<判定の理由と結果> 

活動は既に固定され、取られる方法もシステム化されている。活動実績は非常にありなお、

増加傾向にあり方法が有効であることを示している。資金獲得も着実に行われているので、

目標に照らし「優れている」と判断される。 

 
補足説明事項 
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評 価 項 目：活動の実績及び効果 

 観 点 活動の実績 

 
 観点ごとの 
 自己評価 
 
※「実績や効果の状況」，「判

断結果の根拠・理由」，「判断

結果」を必ず記載してくださ

い。 

<着目点に関する分析> 

１． 海外都市との友好親善事業への教官・学生派遣(対象となる活動(5)) 

① 目標達成に即した活動実績 

友好親善訪問国についての団員派遣前研修講師の派遣１）

は中国人および韓国人留学生であり、豊橋市の各団体が

中国・韓国に派遣する団員の語学・文化研修講師平成10

年度から合計9名)および親善大使２）として(平成11年

から現在まで7名)留学生の推薦を行っている。親善大使

は留学生の母国と豊橋の親善を推進するための役目を持

っている。この活動は目標④海外都市との友好親善事業

の促進に大いに寄与している。 
② 実績の年次変化の適切性 

研修講師の派遣は平成10年度から平成14年まで、1名、

2名、2名、2名、2名である。親善大使の推薦は平成11

年度から平成14年度まで3名, 2名、1名、1名と多少

減少しているが、留学生の国籍が多くないことも原因と思われる。 しかし、これらの

活動は例年定常的に実施されており、定着している。 

③ 投入に対する効率性 

語学指導、研修は受講生の能力により成果が異なるが、概ね好評であり担当者の費やし

た時間を考えても、効率よい活動といえる。親善大使は留学生の母国と豊橋市の友好親

善を促進するためのものであり、投入時間に対する効率は高い。 

 

<判定の理由と結果> 

実績及び実績の年次変化も妥当であり、投入資源に対する効率も高いので、目標に照らし

「優れている」と判断される。 

 

<着目点に関する分析> 

２． 留学生・教官による地域の国際化支援(対象となる活動(6))  

① 目標達成に即した活動実績 

JICA 事業による青年招へい事業への支援（平成 10 年より 5 回）、企業へ通訳として留

学生派遣（7 名）、異文化理解のための留学生派遣（12 名）、国際理解教育のため留学生

を地域小中高学校に派遣（100 名以上）等の活動を実施している。この活動は目標、④

海外都市との友好親善事業の促進、⑤ 地域の国際交流事業・産業活動国際化への効果

的支援、⑥ 地域市民の異文化理解・国際教育理解の支援を達成するために大いに寄与

している。 
② 実績の年次変化の適切性 

JICA 事業による青年招へい事業への支援は毎年 1 回、企業へ通訳として留学生派遣は

毎年 2 社程度、異文化理解のための留学生派遣は毎年 10 回程度、国際理解教育のため

留学生を地域小中高学校に派遣は毎年 15 回程度であり、今後も継続される。特に小中

高学校での国際理解教育支援は年々増加傾向にある。 

④ 資金獲得の努力 

資金の獲得は必要としないが、活動の受け手から大きな満足を得ており、各活動担当者

の投入時間に対する成果は十分に挙がっている。 

 

<判定の理由と結果> 

活動実績は十分にあり、目標達成に貢献している。年次変化も定常状態であり、投入効率

も十分である。よって、目標に照らし「優れている」と判断される。 
 

1) 豊橋市教育委員会の講

師派遣依頼(平成 14 年 4
月 24 日付)「大韓民国晋

州教育庁との児童教育

交流事業のため」 
2) 「豊橋親善大使って」豊

橋 市 ホ ー ム ペ ー ジ

http://www.city.toyohashi.a
ichi.jp/bu_kikaku/kokusai/t
oyori/index.html 
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<着目点に関する分析> 

３． 留学生の地域企業への就職斡旋(対象となる活動(8)) 

① 目標達成に即した活動実績 

平成成12年度から合計36名を日本企業に就職させている。活動は活動の方法で述べ

たように、留学生の希望就職先を調査し、本人の適性も考慮して就職先の斡旋を行っ

ている。 また、企業からも採用予定の留学生の国籍について調査し、企業の希望に

沿う努力をしている。しかし、留学生の就職人数はまだ、少なくこの活動は目標 ⑤ 地
域の国際交流事業・産業活動国際化への効果的支援に対して概ね貢献している程度で

ある。 
② 活動の年次変化の適切性 

留学生の日本での就職人数は平成１２年度から１４年度まで１１，１１，１４名となっ

ている。多少増加傾向である。 

③ 資金獲得の努力 

活動担当者は系の就職担当教官と留学生自身であるが、就職するという観点からの時間

的効率を論じてもあまり意味がないであろう。しかし、活動の受けて側である企業では、

留学生を通した海外進出の機会は増加し、その効率は十分高い。 

 

<判定の理由と結果> 

地元への留学生の就職の数は少なく地域企業の国際化には十分な貢献まで至っていない。

したがって、活動の実績は「相応」と判断される。 

 

<着目点に関する分析> 

４．地域と留学生の交流支援（対象となる活動(11)） 

① 目標達成に即した活動実績 

豊橋市国際交流協会，豊川市国際

交流協会，蒲郡国際交流協会，東

栄町国際交流協会，たはら国際交

流協会等の会員宅へのホームステ

イ・ホームビジット(年間数回),地域行

事への参加(年間10回前後),施設見

学(年間2回),留学生見学旅行(年間2

回)等の仲介･支援･企画･実施を通し

て留学生が日本文化を理解する手

助けをしている。目標はよく達成され

ている。 

② 実績の年次変化の適切性 

年中行事化されており，例年どお   

りに確実に活動している。 

③ 資金獲得の努力 

外部資源に依存しており，効率は      

高い。 

 

<判定の理由と結果> 

留学生と地域との交流は非常に活発に

行われており、両者にとって異文化理

解の良い機会を与えている。実績も毎年定常化しており継続して行われている。資金の獲

得を必要とせず、目標達成には「優れている」と判断される。 

 

 

「留学生に対する支援」 

 
(出典：｢天伯｣No.104 表紙（1999 年）)
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 観 点 活動の効果 
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 観点ごとの 
 自己評価 
 
※「実績や効果の状況」，「判

断結果の根拠・理由」，「判断

結果」を必ず記載してくださ

い。 

<着目点に関する分析> 

１． 外都市との友好親善事業への教官・学生派遣、留学生・教官による地域の国際化支援(対

象となる活動(6)(7)) 

① 活動担当者の満足度 

活動の実施担当者が得た成果は海外都市との友好親善事業および地域住民の異文化理

解ならびに国際理解教育の支援を通した日本の習慣・文化・伝統の理解であり、地域住

民との交友・信頼関係の確立である。他方活動のサービスをうける対象者の得た成果は

まさに、異文化に触れ、諸外国の習慣・文化・伝統の理解を深めたことである。また、

小中高校生が留学生と直に触れ合うことによる外国理解の機会の提供を受けたことで

ある。地域住民の満足度は大きい。 

② 社会的ニーズへの対応 

IT の発達による政治・経済・産業・文化活動のグローバル化は地方都市の生活環境に

も現れている。このような環境の中、地域住民の異文化理解はグローバル化時代を生き

ていく上に必要な最低条件である。地域都市の国際友好親善事業を支援しながら市民の

異文化理解、更には小中高学校の生徒に実際に外国人留学生と接しながら国際理解を深

める機会を提供することは、まさしく社会的ニーズに沿った活動である。そもそもこの

活動は地域社会のニーズにより要請された活動であり、その点で社会的ニーズに100％

応えている。 

③ 目的達成への貢献 

この活動は上述したごとく地域社会の種々の国際的活動を幅広く支援している。本年

度、豊橋市を中心とした東三河地域が国際自動車特区として国から認定されたが、上記

の国際活動支援は大きな目玉であった。以上のようにこの活動は目的２．地域社会の国

際化支援に対して大いに貢献している。 

 

<判定の理由と結果> 

活動者の満足度は高く、社会的ニーズへの対応も十分あり、目的達成への貢献も高いので、

目標に照らし「優れている」と判断される。 
 

<着目点に関する分析> 

２． 留学生の地域企業への就職斡旋(対象となる活動(8)) 

① 活動担当者の満足度 

活動の実施担当者は系の就職担当者であり、日本で就職を希望する留学生に就職先を世

話して、その希望をほとんど叶えている。留学生自身も自分の希望を叶えて大いに満足

している。他方、留学生の就職先である企業も留学生の能力に大いに満足している。 

② 社会的ニーズへの対応 

海外進出を図る企業にとって、進出先の国籍をもつ留学生を採用する価値は大いにあ

る。しかしながら、地域産業の留学生採用意欲はまだ低く、地道に留学生の売込みを継

続して行っている。徐々にではあるが、留学生を採用する地域企業が増加している。本

学の留学生の就職斡旋は社会的ニーズの掘り起しである。今後、留学生の就職希望者を

増加させることと留学生を採用する地域企業の更なる開拓が重要である。 

③ 目的達成への貢献 

留学生の年間就職人数は１０名前後であり、この活動は目的２．地域社会の国際化支援

に貢献している。 
 

<判定の理由と結果> 

就職者の数は少ないが、就職した本人は非常に満足しているし、企業も同様である。社会

的ニーズの対応は十分である。地域社会の国際化という面ではこの活動による効果はこれ

から現れる。 今後、留学生の就職者数を増加させる点と地元企業の掘り起こしという点

は残るが、活動の実績(就職留学生/本学留学生数＝14/187)0.75 は全国平均（就職留学生数/
留学者総数＝4,132/93614＝）0.4 を大きく上回っており、この活動は「優れている」と判断

される 
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3．地域と留学生の交流支援（対象となる活動(8)） 

① 活動の担当者の満足度 

地域との交流は地域住民･留学生の双方から好評を博しており,年1回開催している 

｢留学生意見交換会｣およびそれに引き続く留学生懇談会の席上で出される留学生の意見

や地域の国際交流協会会員等の評価などは好意的である。 

② 社会的ニーズへの対応 

国際的に通用する技術者を育成している点で，大学間交流協定による学生の受け入れと派

遣は社会のニーズに応えている。留学生の受け入れと関連する各種施策は留学生10万人計

画に貢献するものであり，社会的ニーズに合致する。また，地域からの要請を断らずに国際

交流することによって,地域のニーズにも合致した活動ができている。 

③ 目的達成への貢献度 

途上国工学教育支援については特に国費枠での留学生の受け入れや現地ニーズに      

即した受け入れによって，十分に貢献している。地域社会国際化への支援に関しても， 優

秀な留学生を受け入れて地域住民と共有の財産とする活動理念により，十分な貢献を果たし

ている。大学組織の国際化に関しても，留学生を快適な勉学環境で多数受け入れることをと

おして学内の国際化，国際標準化に資するところが大であり，貢献度は大きい。 

 

<判定の理由と結果> 

担当者、活動の受け手両者にとって満足感は高く、地域住民の国際化という社会的ニーズにも十

分対応しており、目的達成への貢献度も高く、「優れている」と判断される。 

補足説明事項  
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§２ 自己評価結果 

Ⅰ 活動の分類単位の自己評価結果 

 

活動の分類：教育・学生交流 

評 価 項 目：実施体制 

 観 点 実施体制の整備・機能 

 
 観点ごとの 
 自己評価 
 
※「取組状況」，「判断結果

の根拠・理由」，「判断結

果」を必ず記載してくださ

い。 

 

 

<着目点に関する分析> 

1. 海外の大学・機関等との教育交流活動（対象となる活動(8)） 

①実施組織と他組織との連携 

国際交流委員会が実施組織であり工学部の各学系（9系）から選出された教官が

委員を務め，研究協力課国際企画係が事務局とな

っている。各委員を通じて各系との連携を取って

いる。また，留学生関係では留学生センター，教

務委員会および留学生課とも連携を取っている。 

②人的規模，バランス 

国際交流委員会は各系からの委員9名と委員長，留  

学生センター長，国際交流会館主事の12名で構成

され，人的規模，バランスもよい。 

③組織間の役割，意思決定プロセス 

海外との大学間交流は左図に示すように原則とし  

て系から国際交流委員会に提案され，審議される。

その審議結果は教授会で最終承認され，学長による協定書の署名で実施に移され

る。各組織間の役割分担は明確であり，意思決定プロセスも明確であり，円滑に

運営されている。 

 

2. 留学生の受入れ・学生の海外派遣・短期留学（対象と

なる活動 (9)(12)） 

①実施組織と他組織との連携 

留学生の受入れに関する活動実施組織は国際交流委員会

である。 留学生受入れの教務関係では教務委員会と連

携し，また各系およびICCEEDとは留学生受入れ促進に関

して連携を取っている。留学生課が事務局となり支援体

制を整えている。 

②人的規模，バランス 

国際交流委員会は前述のような委員構成になっており，各系，各センターから委

員が選出されており，人的規模，バランスも取れている。 

③組織間の役割，意思決定プロセス 

研究協力課国際企画課

9学系

国際交流委員会

教授会

学長

留学生課

9学系

国際交流委員会

教授会



機関名  豊橋技術科学大学 

- 2 - 

教務委員会，ICCEEDとの役割分担も明確であり，円滑な運  

営が行われている。 

 

3.留学生に対する各種支援（対象となる活動(10)） 

①実施組織と他組織との連携 

受入れた留学生の各種支援事業は国際交流委員会の承認を

得て，留学生センターが実施している。各系及び留学生指

導教官との連携を取っている。 

②人的規模，バランス 

留学生センターには運営委員会があり，センター長，センタ

ー専任教授１名，国際交流委員会委員長，ICCEEDセンター長，語学センター長，各

系委員９名の合計１4名の委員から構成されている。各系，各センターから委員が選

出されており，人的規模，バランスも取れている。 

③組織間の役割，意思決定プロセス 

国際交流委員会との役割分担・責任も明確であり，円滑な運営がなされている。

 

 

 

 

 

 

 

4.英語コースの開設（対象となる活動(13)） 

①実施組織と他組織との連携 

英語コースの実施組織は教務委員会である。この実施組織の下に英語コース運営連

絡会議を設置し，コース入学者の選考を行っている。英語コースを開設している５

専攻と連携をとり優秀な留学生の獲得活動を実施している。留学生課が支援組織と

なり，各種事務業務を行っている。上図に連携の図を示す。 

②人的規模，バランス 

教務委員会は副学長を委員長として副委員長1名，各系9名の委員から構成されてい

る。人的規模もバランスも適切である。 

③組織間の役割，意思決定プロセス 

教務委員会，英語コース運営連絡会議，各専攻との役割分担・責任は明確であり円

滑な運営がされている。 

<判断結果の根拠・理由> 

 着目点での分析結果のとおり，実施組織は整備され，組織間の連携も図られ，そ

れぞれの役割，意思決定のプロセス，責任は明確である。 

<判断結果> 

よって,実施体制の整備・機能は「優れている」と判断する。 

 

 観 点 活動目標の周知・公表 

留学生課

9学系

留学生センター

国際交流委員会

教授会 教務委員会 9 学系 

留学生課 運 営 連

絡会議
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 観点ごとの 
 自己評価 
 
※「取組状況」，「判断結果

の根拠・理由」，「判断結

果」を必ず記載してくださ

い。 

<着目点に関する分析> 

１．海外の大学・機関との教育交流

活動等（対象となる活動(8)～(12)） 

①活動の直接的な担当者への活動の

目標や趣旨の組織的な周知 

活動の直接的な担当者となる系に 

は，国際交流委員会の委員を通し

て，活動の目標⑪「国際的な研究

土壌の醸成」とその趣旨が周知さ

れる。 

②学外者等への活動の目標や趣旨の

組織的な周知 

海外の大学・機関に対しては本学

のパンフレット，ホームページを

介して活動の目標および趣旨が周

知されている。 

 

２．英語コースの開設(対象となる活動(13)) 

①活動の直接的な担当者への活動の目標や趣旨の組織的な周知 

活動の直接的な担当者である5専攻に対しては，英語コース運営連絡会議の委員を通

して，活動の目標①「国際協力支援機関としての地位確立」②「本学の認知と信頼

関係の樹立」⑦「国際的に通用する技術者の育成」とその趣旨の周知をしている。

②学外者等への活動の目標や趣旨の組織的な周知 

活動の受け手である，英語コース入学者希望者には特に上記目標を周知していな

いが，実際の英語コース入学者に対しては指導教官を通して，目標⑦「国際的に通

用する技術者の育成」のみを周知している。 

本学が発行する印刷物 (大学概要，大学案内，広報誌「天伯」，「雲雀ヶ丘」など)，

大学ホームページ, 留学生センターのパンフレット，語学センターのパンフレッ

ト, 留学生課主催の「留学生意見交換会」等を通して,教育･学生交流の目標や趣

旨を，学生や学外の関係者に公表している。 

<判断結果の根拠・理由> 

着目点での分析結果のとおり,ホームページ等で周知努力はしているが，活動の受

け手に対する目標を周知する工夫の余地は十分ある。 

<判断結果> 

よって,活動目標の周知・公表は「相応である」と判断される。 

 

 観 点 改善システムの整備・機能 

 
 観点ごとの 
 自己評価 
 
※「取組状況」，「判断結果

の根拠・理由」，「判断結

（対象となる活動(8)～(13)） 

①活動状況や問題点の調査分析 

国際交流委員会で海外大学との教育交流活動に関して交流協定更新時期に活動の

状況を調査している。留学生センターは教育・学生交流の活動状況や問題点を把

握するため,豊橋市教育委員会その他の関係者を招いて年に一度「留学生意見交換

会」を開催し,定期的なヒヤリング及び外部評価を実施している。また,学生生活

｢教育・学生交流に関する目標を含む本学の教育理

念｣ 

 

 
(出典：豊橋技術科学大学 HP)
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果」を必ず記載してくださ

い。 
委員会が2年間隔で｢学生生活実態調査｣を行い,留学生に対する区分を設け,教育･

学生交流全般に関する実態把握を行っている。 

②活動状況や問題点等を改善に結びつけるシステム 

これらの結果を学内の会議・委員会で検討し,活動計画の見直しを行っている。日

本人学生の海外派遣の関連では,豊橋技術科学大学協力会および(財)神野教育財

団との定期協議を通して活動計画の見直しを行っている。 

<判断結果の根拠・理由> 

着目点での分析結果のとおり,定期的なヒヤリングや外部評価を取り入れる等の

努力はしているが，情報収集等の方法について今後検討の余地はある。 

<判断結果> 

よって,改善システムの整備・機能は「相応である」と判断される。 

 

 
補足説明事項 
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評 価 項 目：活動の内容及び方法 

 観 点 活動計画・内容 

 
 観点ごとの 
 自己評価 
 
※「取組状況」，「判断結果

の根拠・理由」，「判断結

果」を必ず記載してくださ

い。  

<着目点に関する分析> 

1. 海外の大学・機関等との教育交流活動（対象となる活動(8)） 

①活動計画の実行性を踏まえた策定 

交流協定締結に関して国際交流委員会は特定の計画を策定せず，本学と交流協定

を締結する相手として相応しい大学があれば積極的に交流協定を締結する大綱を

打ち出した。それに伴い，交流協定締結のための原則を制定した。 

②活動計画の内容と目標の整合性・適切性・発展性 

上記大綱が明確になったことにより，系間に交流協定を締結する機運が作り出さ

れた。このような活動内容は毎年数件の交流協定締結を作り出しているので，目

標⑪国際的な研究土壌の醸成と整合性は取れており，発展性の面でも適切である。

 

2.留学生の受入れ（対象となる活動(9)） 

①活動計画の実行性を踏まえた策定 

交流協定締結推進に伴う短期留学生の受入れ枠の増大，英語特別コース新設によ

る国費留学生の定員枠の確保，JICA長期研修員・留学生支援無償の枠の確保，大

学推薦国費留学生の枠の増大，私費留学生の経済支援等の計画を策定した。 

②活動計画の内容と目標の整合性・適切性・発展性 

JICA長期研修員・留学生支援無償の受入れ増加，更には大学推薦，ADB奨学金による

開発途上国からの留学生受入れは，目標①国際協力支援機関としての地位確立，目標

②途上国における本学の認知と信頼関係の樹立と整合しており，発展性の面で適切で

ある。 

 

3.留学生に対する各種支援（対象となる活動(10)） 

①活動計画の実行性を踏まえた策定 

留学生に対する支援活動計画は留学生センターで策定される。既にルーチン化さ

れている支援：奨学金，私費留学生への授業料免除，留学生宿舎，チューター等

に関しては年間計画が明確に策定されている。 

日本語教育の計画も明確に策定され，確実に実行に移される。 

その他，健康診断，生活支援・カウンセリング等の活動計画も策定されている。

②活動計画の内容と目標の整合性・適切性・発展性 

活動の内容は留学生に対する支援であり，目標⑧外国人留学生にとって魅力的な

勉学環境の整備および⑬外国人キャンパスライフの支援と整合している。 

 

4.学生の海外派遣・短期留学（対象となる活動(12)） 

①活動計画の実行性を踏まえた策定 

学生の短期海外派遣活動は毎年国際交流委員会で実施計画が策定され，確実に実施

されている。大学間交流協定による日本人学生の短期留学は学生の応募が少なく，国際

交流委員会で活動計画を策定するに至ってない。 

②活動計画の内容と目標の整合性・適切性・発展性 
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学生の海外派遣活動は目標⑦国際的に通用する技術者の育成と十分に整合しており継

続性もある。 一方，学生の短期留学については目標⑦と整合するが，発展性が多少弱

い。 

 

5.英語コースの開設（対象となる活動(13)） 

①活動計画の実行性を踏まえた策定 

応募者を広く世界から募るため以下の計画を策定し実行している。 

a. 英語コースの広報活動 

b. JICA長期研修員制度の活用 

c. 留学生支援無償制度の活用 

②活動計画の内容と目標の整合性・適切性・発展性 

 英語コース広報活動は各国日本大使館および，協定大学に募集要項の配布，AIEJ

留学フェアへの参加を通して確実に行っており，優秀な留学生の獲得という目標

に整合しており，発展性もある。JICA長期研修員制度の活用・留学生支援無償制

度の活用はアジアから優秀な留学生を獲得するという目標②に整合しており，発

展性もある。 

<判断結果の根拠・理由> 

着目点での分析結果のとおり,外国人留学生に対する支援及び英語コースの開設

等目標に向けて努力はしているが，特に日本人学生に対する海外留学啓蒙の努力

は多分にある。 

<判断結果> 

よって,活動計画・内容は「相応である」と判断される。 

 

 観 点 活動の方法 

 
 観点ごとの 
 自己評価 
 
※「取組状況」，「判断結果

の根拠・理由」，「判断結

果」を必ず記載してくださ

い。 

<着目点に関する分析> 

1. 海外の大学・機関等との教育交流活動（対象となる活動(9)） 

①目標達成のための有効な活動方法 

活動計画・内容で述べたように，交流協定の締結を促進するために明確な計画を

策定したわけではなく，雰囲気作りという方法を取った。しかし，これにより毎

年数件の協定締結を引き出したのであるから，この方法は有効である。 

②資金・環境的資源の獲得 

交流協定締結校を増やすことにより，短期留学生の枠拡大の環境を整えた。 

③活動方法の効率化 

英文ホームページをwebに掲載し，本学の情報を発信し，更なる交流促進を図って

いる。 

 

2. 留学生の受入れ（対象となる活動(10)） 

①目標達成のための有効な活動方法 

留学生の受入れを促進するため取った，短期留学生，国費留学生， JICA等の研修員枠

を増加させた方法は，留学生獲得に有効に働き，実効が挙がった。 

②資金・環境的資源の獲得 

奨学金，研修員費用は留学生獲得の資金であり，本学はJICAとの信頼関係により，

JICA長期研修員枠，留学生支援無償支援枠の拡大，また，交流協定の促進による短

期留学推進制度の奨学金枠拡大に努力している。その他地方団体，NGOの奨学金獲
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得にも積極的に努力している。 

③活動方法の効率化 

 教官はホームページを英語で掲載し，留学希望者に情報発信している。 

 

3.留学生に対する各種支援（対象となる活動(11)） 

①目標達成のための有効な活動方法 

留学生支援の活動は多くがルーチン化しており，活動方法は有効に働いている。

②資金・環境的資源の獲得 

支援活動の資金としては，私費留学生に対する奨学金，留学生見学旅行予算，宿

舎の提供等が上げられるが，大学独自の奨学金確保，ならびに地域団体・企業の

奨学金申請の支援業務を行っている。また，宿舎に関しては市の公団住宅への入

居，民間企業の社員寮の提供増加に努力している。 

③活動方法の効率化 

大学ホームページを日常的に活用しているほか，留学生の意識等を的確・迅速に

知る目的でwebによるアンケート調査を実施している。 

 

4. 学生の海外派遣・短期留学（対象となる活動(13)） 

①目標達成のための有効な活動方法 

本学独自の制度で行う短期海外派遣は各系から推薦された8名＋博士学生1名が派遣さ

れる。派遣の目的が学生と教官の間で共有されるため，目標⑦国際的に通用する技術者

の育成に向けた取組みがなされ、目標達成に有効である。 

②資金・環境的資源の獲得 

本学独自の制度で行う短期海外派遣の活動は，豊橋技術科学大学協力会および(財)神

野教育財団から資金を獲得している。長年続いており，海外派遣の有効性を両団体に理

解していただく努力をしている。また，短期留学の資金はAIEJに申請し獲得している。 

③活動方法の効率化 

大学ホームページを活用しているほか，学生の派遣先をwebで調査して派遣の内容

の充実に努めている。 

 

5. 英語コースの開設(対象となる活動(13)) 

①目標達成のための有効な活動方法 

英語コースに優秀な留学生を獲得するため，書類選考のみによる方法を取った。

また，JICAおよびJICEとの信頼関係を強化し，長期研修員枠と留学生支援無償枠

の拡大に努め開発途上国からの留学生を多数獲得する計画を策定した。この方法

は有効に働き，留学生獲得の拡大に繋がった。 

②資金・環境的資源の獲得 

上記の奨学金獲得の努力をした。 

③活動方法の効率化 

少人数教育の特質を活かし，教材のディジタル化・ビジュアル化によって最新の

講義を効率的に提供している。 

 

<判断結果の根拠・理由> 

着目点での分析結果のとおり,交流締結の計画策定に関し努力の余地はある。 
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<判断結果> 

よって,活動の方法は「相応である」と判断される。 

 
補足説明事項 
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評 価 項 目：活動の実績及び効果 

 観 点 活動の実績 

 
 観点ごとの 
 自己評価 
 
※「実績や効果の状況」，

「判断結果の根拠・理由」，

「判断結果」を必ず記載し

てください。  

<着目点に関する分析> 

1.海外の大学・機関等との教育交流活動（対象となる活動(8)） 

①活動の実績から見る活動の目標の達成状況 

大学間交流協定締結大学は5年間で23から38に増加した。1学科当たり４交流大学

を持つことになり、目標⑪国際的な研究土壌の醸成を十分に達成している。 

②活動の実績の年次変化の状況 

交流協定締結大学の5年間の推移は23，27，34，36，38と単調に増加しており、活

動の実績は適切である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③環境・時間等の投入資源に対する効率性 

 資金の投入はなく、人的投入も少なく、効率的である。 

 

2. 留学生の受入れ（対象となる活動(9)） 

①活動の実績から見る活動の目標の達成状況 

留学生は平成14年5月1日現在で187人に達し,教官1名あたり0.83人を受入れている。 

出身国は約２0ヶ国であり，10人以上の出身国は多い順に中国，インドネシア，韓国，マ

レイシア，ヴェトナム，バングラデシュの6ヶ国である。 

国費留学生は毎年50人前後在籍しており,博士課程の学生は常に20人台を維持して

いる。 

外国政府派遣留学生もマレイシアとインドネシアから10人以上受入れている。 

JICA長期研修員はインドネシアが主で継続的に受入れている。本年度からJICA-TUT

プログラムを立ち上げ5名の枠を確保した。 

平成13年度よりカンボジアからの支援無償事業による留学生も受入れている。 

交流協定に基づく短期留学生の受入れは5年間で76人の実績がある。 

以上より途上国工学教育支援に関する目標も学内を国際的にする役割も十分達成して

いる。 

②活動の実績の年次変化の状況 

留学生総数は毎年5月1日現在で比較して右肩上がりに推移しており,平成10－12年度

「大学間交流協定による学生の受入れと派遣」 
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(出典：留学生課内部資料)
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は140人台であったが平成13年度に180人台に、平成14年度は187人に達している。国費

留学生も漸増，外国政府派遣留学生も増加，JICA等からの留学生も右肩上がりで，年

次変化は適切である。 

大学間交流協定による学生の受入れ数が平成12年度にほぼ倍増して20人に迫り，その

水準を維持している。年次変化は適切である。 

③環境・時間等の投入資源に対する効率性 

外部資金が適切に注入されているため投入資源に対する効率は高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．留学生に対する各種支援（対象となる活動(10)） 

①活動の実績から見る活動の目標の達成状況 

  私費留学生の 80%内外に奨学金を獲得させている。その中には本学独自の奨学金 3 件

が含まれる。 

毎年数名の RA 採用により, 優秀な留学生を経済的に支援している。 

住居については,国際交流会館，学生宿舎および国際棟の3学内施設で半数の留学生

を受入れており, ほかに公営住宅,社員寮転用物件,民間アパート等を適宜斡旋してい

｢留学生数の推移｣ 
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(出典：いずれも留学生課内部資料)
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る。 

日本語・日本事情を週 6 コマの学部教育コース,週 4 コマの課外補講コース,週 5 コマの

大学院教育コースで提供している。 

平成 14 年度以降は｢日本語ゼロ｣(大学院入学前予備教育)の留学生向けに週 25 コマの

研修コースを開設している。 

学習および生活の支援のため,渡日後 1 年間はチューターを留学生に配置しているほか,

留学生センターで週 3 コマぶんの時間帯を設けて相談を受け付けている。 

これらの活動により，留学生の経済的環境の充足に一部不満足な点が残るが，目標をよ

く達成している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「外国人留学生の RA 採用数」 
(出典：留学生課内部資料) 
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D2 - - 1 5 2 

 

｢奨学金受給状況｣ 
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②活動の実績の年次変化の状況 

奨学金の獲得数は増加基調にあるがここ 2 年は私費留学生の増加の勢いに追いついて

おらず，一部の学生の不満の要因となっている。留学生センターの開設時期は留学生

総数の騰勢と対応しており，時宜を得たものである。 

③環境・時間等の投入資源に対する効率性 

 ｢日本語ゼロ｣留学生向けの日本語クラスには学内の需要に応えて学生を多目に受入

れている。半年ごとの実際の受入れ数は 7 名，7 名と推移している。留学生相談には週 3

コマの時間帯が充てられているが，相談件数は半年で 20 件程度しかなく，効率的ではな

いという見方もできる。しかし逆に留学生から見れば，十分な教育を受け、相談が無いと

いう環境にあり，必ずしも全体的な人的資源の投入は過多とは言えない。 

 

4．学生の海外派遣・短期留学（対象となる活動(12)） 

①活動の実績から見る活動の目標の達成状況 

本学独自の制度で毎年 9 名の学生を 1 週間から 1 ヶ月程度海外に派遣し,研究関連の

視察や国際会議での発表をさせている。このような学生が先導役となって，国際的に通用

する技術者像が明確になり，目標の達成に寄与している。 

②活動の実績の年次変化の状況 

本学独自の海外派遣制度は一定数の派遣を20年以上継続しており，増減なく確実に実

施する現行形態が適切である。本学独自の海外派遣制度を前提に外部資金を得ており，

全体としての効率は高い。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

｢外国人留学生の宿舎状況｣ 

H10 H11 H12 H13 H14
国際交流会館 47 29 37 44 37

学生宿舎・国際棟 33 33 33 45 48
学内小計 80 62 70 89 85

学外・公営 22 18 13 15 20
学外・民間 41 52 61 78 82

合計 143 132 144 182 187

(出典：学生課内部資料)

｢本学独自の海外派遣制度｣ 

(出典：｢天伯｣No.99，p19（1998 年）)
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5．英語コースの開設（対象となる活動(13)） 

①活動の実績から見る活動の目標の達成状況 

平成12年12月より修士課程5専攻に英語コースを設け，英語で授業･研究指導等を実施

している。大学推薦の国費留学生6名のほか,大使館推薦国費留学生，JICA長期研修

員，支援無償の留学生等が在籍している。これより世界に通用する技術者の育成という

目標をよく達成している。 

②活動の実績の年次変化の状況 

在籍数は7,12,11名と推移しているが、平成15年度よりJICA-TUTプログラムの5名が加わ

る。上昇は適切である。 

③環境・時間等の投入資源に対する効率性 

3名程度の学生に対して1名の教官が講義をすることが常態化しており，人的な効率は低

い。教育効果および支援効果が高いという質的な面を考慮すれば，効率性は問題外とい

う見方もできる。 

 

 

<判断結果の根拠・理由> 

着目点での分析結果のとおり,大半の活動で目標を達成しており，年次変化の点で

上昇も見られるまた，環境，時間等の効率性も確認できる。 

<判断結果> 

よって,活動の実績は「優れている」と判断される。 

 

 観 点 活動の効果 

 <着目点に関する分析> 

１．海外の大学・機関等との教育交流活動，留学生の受入れ，留学生に対する各種支

援（対象となる活動(8)～(10)） 

①活動の実施担当者，相手方の得た成果・満足度 

「英語特別コースの第一回入学式」 

(出典：｢天伯｣No.108，p4（2001 年）)
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大学間交流協定による相手側の満足度は高く,ほとんどの交流は協定更新を行っている。

留学生総数,国費留学生,外国政府派遣留学生,JICA等からの留学生,英語コース在籍数

等の基本指標は全てが増加基調で,留学生の教育に対する満足度は高い。 

住居についての満足度は日本人学生と同程度であり,問題無い。 

留学生センターの｢日本語ゼロ｣留学生向けの研修コース(予備教育)は同一キャンパスで

開講され, 総合的満足度の向上に寄与している。 

チューター制度が機能し,とくに渡日直後の生活が順調に立ち上がっており,学習面での

満足度は高い。 

 

３．学生の海外派遣・短期留学（対象となる活動(12) 

①活動の実施担当者，相手方の得た成果・満足度 

本学独自の制度で海外研修した学生の報告会はレポートなども高い評価を得ている。全

体の成果，満足度は高い。  

 

「豊橋市国際交流協会による評価」 

 
 (出典：｢天伯｣No.104，p3（1999 年）)
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｢学生の海外研修報告｣ 

 

(出典：｢雲雀ヶ丘｣No.61，p19（1998 年）))
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対象となる活動（8）～（13） 

②社会的ニーズへの対応 

国際的に通用する技術者を育成している点で，大学間交流協定による学生の受入れと

派遣は社会のニーズに応えている。留学生の受入れと関連する各種施策は留学生10万

人計画に貢献するものであり，社会的ニーズに合致する。 

③「目的」の達成に向けての貢献 
「途上国工学教育支援については特に国費枠での留学生の受入れや現地ニーズに

即した受入れによって，十分に貢献している。大学組織の国際化に関しても，留

学生を快適な勉学環境で多数受入れることをとおして学内の国際化，国際標準化

に資するところが大であり，貢献度は大きい。 
 

 

<判断結果の根拠・理由> 

着目点での分析結果のとおり,活動の実施担当者及び相手方の満足度も高く，社会

のニーズ及び目的の達成に向けて十分貢献している。 

<判断結果> 

よって，活動の効果は「優れている」と判断される。 

 
補足説明事項 
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§２ 自己評価結果 

Ⅰ 活動の分類単位の自己評価結果 

 

活動の分類：国際会議等の開催・参加 

評 価 項 目：実施体制 

 観 点 実施体制の整備・機能 

 
 観点ごとの 
 自己評価 
 
※「取組状況」，「判断結果

の根拠・理由」，「判断結

果」を必ず記載してくださ

い。 

<着目点に関する分析> 

１．大学主催・共催・後援の国際会議 

（対象となる活動(14)） 

①実施組織と他組織との連携 

大学主催・共催の判断は，教官から申請があっ

た会議について，所属する系長の承認を経て国

際交流委員会，総務会，教授会において審議さ

れる。 

大学の後援については，教官からの申請に基づ

き学長までの決裁により承認後，総務会に報告

している。 

大学主催・共催については，各教官が積極的に国際会議の実行委員になり，また大

学も積極的にサポートしている。これらの事務の窓口は研究協力課で行っている

が，庶務課を含めた他の部署と緊密な連携を保っており，適正に人員も配置されて

いる。また，大学主催の国際会議に関しては 30 万円を限度として大学から助成を

行っており，開催を積極的にサポートする体制が整っている。 

 

大学主催・共催の国際会議 

     

 
            ③審議        ②審議       ①申請 

                       
 

 
 
 

大学が後援する国際会議 

  ③承認（決裁）                           ②承諾 

 

 
      ④報告                           ①申請     

                                
 

 

②実施組織の人的規模，バランス 

大学主催の国際会議の実行委員会などは学内の教官を中心に十分な実行体制が取

られており，人的規模，バランスの点でも適正であるといえる。また，サポートす

る事務組織の体制も研究協力課を中心に十分な体制がとられている。 

③実施組織間の役割，意思決定プロセス，責任の明確，円滑な運営 

決定 教授会・総務会 系長・センター長

系・センター教官

国際交流委員会

庶務課・研究協力課

学長・副学長 庶務課庶務係 系長・センター長 

各系・センター教員 総 務 会 

１）「本学が国際会議を主催する場

合には，国際交流委員会，総務

会及び教授会において審議す

ことが確認された。」 
 平成 12 年 11 月 7 日第 13 回総務

会議事録より抜粋 
２）「本学教官が主催する国際会議

で，豊橋で開催する場合は，学

長 裁 量 経 費 か ら 本 学 の 宣

伝料として３０万円を配分す

る旨併せて報告があった。」 
 平成 13 年 4 月 20 日第２回総務会

議事録より抜粋 
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 大学主催の国際会議の実行委員会などは委員長を中心に円滑な運営がなされてい

る。 

２．拠点大学方式による学術交流事業セミナー（対象となる活動(15)） 

①実施組織と他組織との連携 

本学は，日本学術振興会拠点大学方式による学術交流事業として，韓国側拠点大

学であり本学との交流協定でもある韓国技術教育大学と「次世代半導体の設計・

製造・設備技術と新材料の研究」を平成 11 年度から開始しており１０年間（５年

間で中間評価）を予定している。開始２年目からは，日韓両国間で隔年ごとにセ

ミナーを開催し日韓研究者の情報交換を進めるとともに，両国の研究成果発表に

基づく実質的な討論を行っている。日本で開催の場合は，本学教官が実行委員長

となり，サポートする事務体制も研究協力課を中心に体制が整っている。 

拠点大学方式による学術交流事業セミナー実施組織図 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

（事務局） 

総務部長    会計課長   会計課 
            事務局長    
                      教務部長   研究協力課長  国際交流班 
 

②実施組織の人的規模，バランス 

本学の教官で構成される実行委員を中心に十分な実行体制がとられており，また，

サポートする事務体制も研究協力課を中心に十分な体制がとられている。 

③実施組織間の役割，意思決定プロセス，責任の明確，円滑な運営 

 実際の運営については，拠点大学学術交流実行委員会を中心に，日韓共同運営委

員会を毎年開催し，次年度のセミナー内容について検討している。 

 

３．国際会議等への参加（対象となる活動(16)） 

①実施組織と他組織との連携 

各教官が積極的に国際会議に参加できるように，不在時に系内でサポートできる

体制が整えられており，国際会議に参加しやすい環境が整備されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

学 
 

 

長 

国際交流委員会 

 拠点大学学術交流実行委員会

 日韓共同運営委員会 

 拠点大学交流事業計画運営委員会 

報告 

本学教官 3 名 

韓国側教官５名

本学教官 3 名 

国際交流委員会委員長 

本学教官 5 名 

他大学等教官７名
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（資料）海外渡航時提出書類抜粋 

豊橋技術科学大学長殿 

所属・官職 

氏名     印 

海外渡航のため，平成 年 月 日～平成 年 月 日の期間中の職務の補充を下記のとおり依頼し，承諾を

得ましたのでおとどけします。 

授業関係 引受者 官職・氏名・印 

学内委員会関係 

渡航後の国内連絡先        第 工学系長確認 印 

 

②③の着目点に関しては，大学全体で取り組む課題ではないので，評価の対象では

ないと考える。 

 

<判断結果の根拠・理由> 

 着目点での分析結果のとおり，大半の活動で実施組織は整備され，組織間の連携

も図られているが，国際会議への実施体制について見直す余地がある。 

<判断結果> 

よって，実施体制の整備・機能は「相応である」と判断される。 

 観 点 活動目標の周知・公表 

 
 観点ごとの 
 自己評価 
 
※「取組状況」，「判断結果

の根拠・理由」，「判断結

果」を必ず記載してくださ

い。 

<着目点に関する分析> 

１．国際会議の開催（対象となる活動(14)） 

①活動の直接的な担当者への活動の目標や趣旨の組織的な周知 

国際会議を積極的にサポートするために，前述の大学主催の国際会議へのサポー

トの募集を文書で行っている。 

②学外者等への目標や趣旨の組織的な周知 

本学が開催する国際会議についてはポスター，インターネットまたは学会誌など

の手段を通じて，学外にも活動目標および趣旨が適切に周知され，また，それに

基づいて適切な運営が行われている。しかし，本学が国際会議の開催を重視して

いる旨を学外に周知させる努力は不足している可能性がある。 
 

２．拠点大学方式による学術交流事業セミナー（対象となる活動(15)） 

①活動の直接的な担当者への活動の目標や趣旨の組織的な周知 
 日本学術振興会に毎年提出している本学作成の実施計画書を，参加している研究者

全員に配布するとともに，セミナーの実施計画についても周知している。 
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（資料・対応機関別拠点大学交流実績報告書より出典） 

（対応機関名）韓国技術教育大学 

（交流分野） 次世代半導体開発 

平成 13 年度拠点大学交流事業の概要 

1) セミナー 

 「次世代半導体開発に関する諸問題」（韓国済州島にて開催） 

電気工学に関する国際会議(ICEE2001)に参加 

（中国西安にて開催） 

2) 共同研究(A)：ハードエレクトロニクス材料の開発および耐環境デバイスへの応用 

 共同研究(B)：次世代半導体材料および半導体製造設備技術の開発に関する研究 

3) 研究者交流 

 （日本から）PKE-1：韓国における半導体デバイス製造装置及び先端材料科学の実態調査 

       PKE-2：交流事業計画実施打合せ 

 （韓国から）PEJ-1：日本における半導体デバイス製造装置及び先端材料科学の実態調査 

 

②学外者等への目標や趣旨の組織的な周知 

 当該事業の学外研究協力者に対しても本学作成の実施計画書を配布するととも

に，セミナーの実施計画についても周知している。また，本学ホームページにて

活動計画を広く学外に周知している。 

 

３．国際会議等への参加（対象となる活動(16)） 

①活動の直接的な担当者への活動の目標や趣旨の組織的な周知 

国際会議を積極的に参加することは，特に周知せずとも大学関係者にとっては当

然のことであるので，取り立てて周知には努めていないが，ことあるごとに，学

長，副学長が教官の国際会議等への積極的参加を啓蒙している。 

 

<判断結果の根拠・理由> 

 着目点での分析結果のとおり，活動の性格から活動目標の周知は担当者や受け手

に行うことも多く，また，活動の趣旨についての周知体制も工夫の余地がある。

<判断結果> 

よって，活動目標の周知・公表は「相応である」と判断される。 

 観 点 改善システムの整備，機能 

 
 観点ごとの 
 自己評価 
 
※「取組状況」，「判断結果

の根拠・理由」，「判断結

果」を必ず記載してくださ

い。 

<着目点に関する分析> 

１．国際会議の開催（対象となる活動(14)(15)） 

①活動状況や問題点の調査分析 

 各実行委員会はその実行時の問題点，活動状況を適切に把握し，活動に反映して

いる。 

②活動状況や問題点を改善に結びつけるシステム 

 実施後，実施形態，問題点などを総務会に報告し，問題があった場合には全学的

なレベルで適切に対応出来る体制が整っている。 

 

<判断結果の根拠・理由> 

 着目点での分析結果のとおり，実行委員会において活動状況の問題点等を把握す

るようにしているが，問題点等の情報収集に対して工夫の余地がある。 

<判断結果> 

したがって，改善システムの整備・機能は「相応である」と判断される。 
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補足説明事項 

○数字は評価に当たっての着目点の数字と対応している。 

 
観点「活動目標の周知・公表」の３．国際会議等への参加に関して着目点②につい

ては，国際会議への参加は各教官が自らの研究分野で積極的に行っているものであ

るので，大学としての「活動目標の周知・公表」に関しては評価の対象外と考える。

 
観点「改善システムの整備，機能」の２．国際会議等へ参加に関する①②について

は，国際会議への参加は各教官が自らの研究分野で積極的に行っているものである

ので，大学としての「改善システムの整備，機能」に関しては評価の対象外と考え

る。 
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評 価 項 目：活動の内容及び方法 

 観 点 活動計画・内容 

 
 観点ごとの 
 自己評価 
 
※「取組状況」，「判断結果の

根拠・理由」，「判断結果」を

必ず記載してください。 

<着目点に関する分析> 

１．国際会議の開催（対象となる活動(14)） 

①活動計画の実行可能性を踏まえた策定 

大学主催の国際会議を定期的かつ組織的に行うことを目指している。具体的には工学

教育国際協力研究センター(ICCEED)を中心として年 2 回の国際セミナー，年 1 回の COE

シンポジウムが挙げられる。 

②活動計画の内容と目標の整合

性・適切性・発展性 
 これらの国際会議の実施によ

り，地域，学会，国際的な研

究者集団内における本学の

プレゼンスが高められてお

り，国際会議の主催・実施を

通じて本学のプレゼンスを

高めるという目標とも合致

したものである。 
 

２．拠点大学方式による学術交流

事業セミナー（対象となる活動

(15)） 

①活動計画の実行可能性を踏ま

えた策定 

 拠点大学学術交流実行委員会を中心に，日韓共同運営委員会を毎年開催し，次年度の

セミナー内容について検討している。（資料・対応機関別拠点大学交流実績報告書参

照） 

②活動計画の内容と目標の整合性・適切性・発展性 

 実施計画については，毎年日本学術振興会に提出し実施計画の妥当性，発展性につい

て承認を得ている。 

 

３．国際会議等への参加（対象となる活動(16)） 

①②国際会議への参加は各教官が自らの研究分野で積極的に行っているものであるが，

大学としては毎年約 200 名の教官が国際会議等へ参加していることを最低条件とし

て暗黙裡に想定している。 

 

<判断結果の根拠・理由> 

 着目点での分析結果のとおり，活動計画・内容は実施期間，予算面等多面的な視点か

らチェックを受けており，目標との整合性もとられている。 

<判断結果> 

よって，活動計画・内容は「優れている」と判断される。 

 観 点 活動の方法 

 
 観点ごとの 
 自己評価 
 
※「取組状況」，「判断結果の

根拠・理由」，「判断結果」を

必ず記載してください。 

<着目点に関する分析> 

１．国際会議の開催（対象となる活動(14)） 

①目標達成のための有効な活動方法 

 学長裁量経費および豊橋市による国際会議支援支援を積極的に活用するように本学教

官に周知・奨励することにより，３件の国際会議を本学で主催・共催することが出来

た。本学が取った活動方法は十分に有効であった。 

②資金・環境的資源の獲得 

「 第７回成形加工の数値解析法に関する国際会議」は本学主催で行い，参加登録料と文

（資料）国際セミナー開催通知（ホームページ）より出典 

 

国際大学交流セミナー 

国際的に活躍できる技術者を目指して世界各国の経済活動がグロー

バル化し，社会的要請として国際的に活躍できる人材の育成が大学教

育に強く求められております｡これは，我が国ばかりでなく発展途上国を

含めた世界中の国々において重要な問題です｡一方で，本センターはイ

ンドネシア，ベトナム，タイなどアジア諸国での国際工学教育協力活動

を積極的に支援しております｡ 

このような状況を踏まえ，豊橋技術科学大学及び東京工業大学の学生

とインドネシアを代表する2大学（バンドン工科大学，ガジャマダ大学）か

ら学生と教官を招聘し，国際的に活躍できる技術者になるために何が

必要なのか？そしてどうしなければならないのか？といった点について

討論し，両国の学生に今後国際的技術者として成長していくための動

機付けを行っていきたいと思っております。 
 

日時：2003年8月24日～2003年9月3日（計11日間） 

場所：豊橋技術科学大学及び東京工業大学 
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部科学省の国際シンポジウム経費により運営費用が賄われている。また，ＣＯＥシン

ポジウムではＣＯＥ経費の形で運営費用を獲得している。大学主催・共催の国際会議

の運営費用に関しては，30 万円を限度に学長裁量経費から支援している。 

③活動方法の効率化 

大学主催の国際会議として行われた「第７回成形加工の数値解析法に関する国際会議」

においてはＩＴを多く活用し，電子メール，ホームページを用いた情報発信，コンピ

ュータを用いた研究発表を行い，参加者には好評であった。 

 

２．拠点大学方式による学術交流事業セミナー（対象となる活動(15)） 

①目標達成のための有効な活動方法 

 日韓で共同セミナーを実施しながら「次世代半導体の開発」に取り組んできた。毎年

１回日本と韓国で交互にセミナーを開催した。これにより，共同研究の新しい機会が

創出されている。したがって，活動方法は有効に機能している。 

②資金・環境的資源の獲得 

 以下の図に示すように日本学術振興会からこの 4 年間にセミナー経費も含め総額

100,000 千円（年平均 25,000 千円）を獲得している。 

日本学術振興会拠点大学交流事業予算額（日本学術振興会報告用資料より） 

区    分 1999(H11) 2000(H12) 2001(H13) 2002(H14) 

研究者交流 4,605 2,012 1,841 531 

共同研究 11,866 8,366 11,383 10,489 

セミナー 0 3,602 2,619 6,682 

国内旅費 0 0 0 174 

調査研究費 7,030 6,600 6,660 9,710 

学術情報交換 ０ ０ ０ ０ 

事務運営費 2,365 1,420 997 1,214 

予算 25,866 22,000 23,500 28,800 

 

 

③活動方法の効率化 

 セミナーへの参加依頼については，電子メール，ホームページを用いて情報発信を行

い，出張手続きについても日本学術振興会の指定様式を電子メールにて送付している。

 

３．国際会議等への参加（対象となる活動(16)） 

①目標達成のための有効な活動方法 

 学長・副学長の推奨により各教官が積極的に参加しており，豊橋技術科学大学のプレ

ゼンスを高めるのに有効に働いている。 

②資金・環境的資源の獲得 

 奨学寄付金，科学研究費などを獲得して，十分に海外旅費・会議登録費等を確保して

いる。 

0
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③活動方法の効率化 

 参加申し込み，アブストラクトの投稿などは電子メールが主流となっており，IT によ

る効率化は進んでいる。 

 

<判断結果の根拠・理由> 

 着目点での分析結果のとおり，目標達成のための有効な活動方法，資金の獲得，効率

化が図られており，十分な方法がとられている。 

<判断結果> 

よって，活動の方法は「優れている」と判断される。 

 
補足説明事項 

丸数字は評価に当たっての着目点の数字と対応している。 
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評 価 項 目：活動の実績及び効果 

 観 点 活動の実績 

 
 観点ごとの 
 自己評価 
 
※「実績や効果の状況」，「判断

結果の根拠・理由」，「判断結

果」を必ず記載してください。 
 

 

  

 
 

<着目点に関する分析> 

１．国際会議の開催（対象となる活動(14)） 

①活動の実績から見た活動の目標の達成状況 

 本学主催の国際会議は１件開催さ

れた。世界 23 国から国際的に著名な

研究者が 131 名参加した。一方，国内

で開催される国際学会を中心に，本学

教官が積極的に運営に参加しており，

大学全体で平成１２年度 203 人,１３

年度 173 人，１４年度 210 人の教官が

国際会議・シンポジウムの運営に参加

している。このように積極的に国際会

議の主催・運営に参加することにより，本学の国際的なプレゼンスも高められ，本

学の教官がそれぞれの分野で世界の研究者ネットワークの中核として活躍してい

ることにもつながっている。 
したがって，目標⑨本学教官組織が国際的に認知された研究者集団，⑪国際的な研

究土壌の醸成を達成するのに十分に貢献している。 
 

②活動の実績の年次変化の状況 
 前述のように高い水準で国際会議の主催が保たれている。また，COE プログラムの

採択により，新たな国際シンポジウムを主催することが可能になっている。 
③環境・時間等の投入資源に対する効率性 
 運営については大学，COE などから資金援助がなされているが，本学のプレゼンス

を高める上で十分に貢献しているので，費用対効果は十分に挙がっている。 
 
２．拠点大学方式による学術交流事業セミナー（対象となる活動(15)） 
①活動の実績から見た活動の目標の達成状況 

拠点大学交流セミナーは，平成１２年度，平成１４年度は，日本で開催し，平成１３

年度は韓国でそれぞれ開催した。参加者は，下表に示すように平成１２年度，日本

側３４名，韓国側２７名，平成１３年度日本側３７名，韓国側４１名，平成１４年

度には日本側３９名，韓国側３８名の参加を得て，開催されてきた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②活動の実績の年次変化の状況 

セミナー参加者は，６１名，７８名，７７名と多数である。セミナー参加をきっかけ

にお互いの得意分野を活かして，今後の共同研究を進める計画ができた。 
③環境・時間等の投入資源に対する効率性 

毎年，電気工学に関する国際会議に拠点大学交流事業に参加している研究者による日

韓両国の協力校グループが参加し，論文発表を行い国際的な場における討論で本事業

区分 1999(H11) 2000(H12) 2001(H13) 2002(H14) 

日本側（本学） ０ 17 22 18 

〃 （他大学） ０ 17 15 21 

計 ０ 34 37 39 

 韓国側 ０ 27 41 38 
 （学内手持資料より） 
 

参加者数 （学内手持資料より）
大韓民国 18 イギリス 7 ベルギー 7
台湾 2 イタリア 3 ポーランド 4
中国 8 ｵｰｽﾄﾘｱ 1 ポルトガル 3
イラン 1 オランダ 6 キプロス 5
トルコ 1 スイス 3 ｵｰｽﾄﾘｱ 5
アメリカ 21 ロシア 13 計 131
カナダ 1 ドイツ 3
ブラジル 1 ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ 5
ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ 1 フランス 15
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の成果を外部に公表周知した。これらのセミナー・国際会議で行われた発表の一部は

共同研究の成果であり，４年間の交流事業の成果があったと判断される。 
 
３．国際会議等への参加（対象となる活動(16)） 

①活動の実績から見た活動の目標の達成状況 
 教官一人当たり年平均 1.3 回以上渡航し，国際会議で発表している。このように積極

的に国際会議に参加することにより，本学の国際的なプレゼンスも高められている。

②活動の実績の年次変化の状況 
 海外渡航者数は H10:249, H11:275, H12:322, H13:300，H14.339 と増加傾向にあり，高

い水準を維持している。 
③環境・時間等の投入資源に対する効率性 
 これらの渡航費用は多くは外部資金であり，大学としては少ない投入資源で目標が達

成されている。 
 
<判断結果の根拠・理由> 

 着目点での分析結果のとおり，大半の活動で目標に達している。年次変化の面でも

安定しており，投入諸資源に対する効率性も確認できる。 

<判断結果> 
よって，活動の実績は「優れている」と判断される。 

 

 観 点 活動の効果 

 
 観点ごとの 
 自己評価 
 
※「実績や効果の状況」，「判断

結果の根拠・理由」，「判断結

果」を必ず記載してください。 

<着目点に関する分析> 

１．国際会議の開催（対象となる活動(14)） 

①活動の実施担当者，相手方から見た成果・満足度 

これらの国際会議の主催は，国際的な学会，研究者集団に大きく貢献しているといえ，

関連学会内で評価されている。 

②社会的ニーズへの対応 

 ＣＯＥ国際シンポジウムは地域から４４名（含む新聞社５名）の一般参加者が得られ，

地域社会からの期待も大きい。今後 COE と地域社会との連携も連携も視野に入れら

れ，社会的ニーズにも応えていく。 

③「目的」の達成に向けての貢献 

 これらの活動の結果，本学の国際的なプレゼンスおよび地域社会におけるプレゼンス

が高められ，目標に対して十分貢献しているといえる。 
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(平成１３年度国際シンポジウム実施報告書より出典) 
開催大学 豊橋技術科学大学 開催責任者 工学部・教授・森謙一郎 
シ ン ポ ジ

ウム題名 
 

（和文）第７回成型加工の数値解析法に関する国際会議 
（英文）7th International Conference on Numerical Methods in 
        Industrial Forming Processes (NUMIFORM2001) 

開催期間 平成 13 年 6 月 18 日～6 月 21 日（４日間） 開催地 
（会場） 

愛知県豊橋市 
ホテル日航豊橋 

 
 
 
 
 
 
概略 

論点 
と成果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「成形加工の数値解析法に関する国際会議（NUMIFORM）」は，３年に１回開か

れる国際会議であり，鋳造，板材成形，圧延，射出成形，粉末成形，切削加工など，

成形加工の数値解析法に関するこの分野では最も権威のある国際会議である。「第

７回成形加工の数値解析法に関する国際会議 NUMIFORM2001）」は平成１３年６月

１８日から６月２１日までの４日間にわたり豊橋市内のホテル日航豊橋で開催され

た。本会議はこれまでヨーロッパとアメリカでしか開催されていなかったが，アジ

アで初めて同会議が開催された。今回の会議では，世界２４カ国から，約２６０名

の研究者，技術者が参加し，基調講演７件と一般講演１７３件の論文が発表され，

うち３分の２が海外の研究者からの発表であり，活発な発表及び討論が行われた。

研究発表は１８日（月）から２０日（水）の３日間行われ，１７日夜にレセプショ

ン，１９日夜にバンケット，２０日夜にボーリング大会が開かれた。２１日には海

外の出席者に対して工場見学が行われた。見学先はトヨタ自動車田原工場，新日本

製鐵名古屋製鉄所，デンソー豊橋工場であり，日本の製造技術の現状が紹介できた。

 研究発表は，成形加工における数値解析法の理論，境界条件の処理，材料特性の

考慮，各種成形プロセスのシミュレーションなど，最も高精度な数値解析法である

有限要素法を中心として行われた。成形加工における素材の変形挙動，温度分布，

工具の変形などが高精度に計算され，成形加工の開発設計に必要な情報が得られる。

成形加工の数値解析は，工業界において試行錯誤実験に代わって使用されるように

なっており，重要な技術開発である。本会議を通じて，成形加工分野において世界

規模での最新研究成果が発信できたとともに，アジアで初の開催により，これまで，

あまり認識されていなかったアジアの技術を，欧米の研究者に知ってもらうことが

できた。 
 
 
 
 
運営方法 
 
 
 

NUMIFORM2001 は豊橋技術科学大学が主催で開催され，同大学生産システム工学

系森謙一郎教授が委員長，理化学研究所の牧野内昭武主任研究員が副委員長となり，

外国人研究者８人から構成される運営委員会で全体的な運営方法が決定された。ま

た，世界的な研究者で構成されている技術委員会で論文の査読が行われ，豊橋技術

科学大学の教官で構成されている学内実行委員会で会議の実際的な運営が行われ

た。今回の会議では，IT を多く使用して，e-mail による情報伝達，ホームページに

よる情報発信，コンピュータを用いた研究発表など，新しいスタイルの国際会議を

示し，参加者には非常に好評であった。 
 

 

 

２．拠点大学方式による学術交流事業セミナー（対象となる活動(15)） 

①活動の実施担当者，相手方から見た成果・満足度 

 国内外の参加した研究者にアンケートをとったところ，開催にかかる不手際や不満足

な点を指摘する意見は見られず，一方，運営を評価する意見が多かった。 

②社会的ニーズへの対応 

 韓国側からは研究者などが多くのベンチャー企業に貢献する事例も生まれるなど，具

体的成果も出始めている。特に，韓国側から本学（日本側拠点大学）に長期滞在し，

長期共同研究を実施している例もあり，各メンバーの研究成果に基づく外部研究資

金による共同研究も開始されている。さらに，日本側からも長期的に韓国で共同研

究を行えるように，大学院生を派遣し韓国の研究者と共同で議論，実験を行ったこ

とは大きな研究交流成果と言える。このように，日韓交流という面で，社会的ニー

ズに貢献している。 
③「目的」の達成に向けての貢献 

 これらの活動の結果，本学の国際的なプレゼンスが高められ及び研究者集団における
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プレゼンスが高められ，目標に対して十分貢献しているといえる。 
 

３．国際会議等への参加（対象となる活動(16)） 

①活動の実施担当者，相手方から見た成果・満足度 

本学の教官が国際会議に参加者し，研究を発表することにより教官本人の国際的プ

レゼンスを高めている。 

③「目的」の達成に向けての貢献 

これらの活動の結果，本学の国際的なプレゼンス及び研究者集団におけるプレゼンス

が高められ，目標に対して十分貢献しているといえる。 
 

<判断結果の根拠・理由> 

 着目点での分析結果のとおり，活動の実施担当者や相手方の満足度も高い。また，

社会的ニーズにも応えており，活動に関わる資金の獲得及び運用にも工夫がされて

いる。目標に対して十分貢献している。 

<判断結果> 

よって，活動の効果は「優れている」と判断される。 

 
補足説明事項 

丸数字は評価に当たっての着目点の数字と対応している。 

 

観点 「活動の効果」３．国際会議等への参加の着目点②社会的ニーズは当該活動には

直接な結びつきはないので，評価対象外とした。 
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§２ 自己評価結果 

Ⅰ 活動の分類単位の自己評価結果 

 

活動の分類：国際共同研究の実施・参画 

評 価 項 目：実施体制 

 観 点 実施体制の整備・機能 

 
 観点ごとの 
 自己評価 
 
※「取組状況」，「判断結果

の根拠・理由」，「判断結

果」を必ず記載してくださ

い。 

<着目点に関する分析> 

1.国際協力に関わる共同研究（対象となる活動(18)） 

① 実施組織の整備 

国際協力に関わる共同研究の実施体制を下図に示す。現地プロジェクトの管理

ユニットと ICCEED が連携して本学教官と現地教官との共同研究をサポートして

いる。ICCEED 組織については活動の分類：開発途上国への国際協力を参照され

たい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 人的規模とバランス 

人的規模に関しては，ICCEED に国際協力に携わる人員が手厚く措置されている

が，これは，本学が国際協力に力を入れていることによる。 

③ 役割・責任分担 

ICCEED が共同研究の立上可能性を審査し、この結果をもとに現地プロジェクト

管理ユニットは共同研究立上準備を行う｡ ICCEED は本学教官を国内で支援し、

プロジェクト管理ユニットは本学教官の現地での支援、ならびに現地教官の支

援を行う。意思決定プロセス、責任体制が明確であり、円滑な運営が行われて

いる。 

 

<判定の理由と結果> 

上述のごとく実施組織の整備もよく、役割・責任分担も明確であり、「優れている」

判断される。 

 

２．科学研究費による国際共同研究及び他機関が実施する国際共同研究への参画（対

象となる活動(19)(22)） 

① 実施組織の整備 

学研究費による共同研究の実施体制は研究代表者によって組織されるが、本学

はその支援体制を下図のように整えている。各教官は各種届け出を庶務課ある

いは会計課に提出し、学長の決済を得たのち活動を実施する。 

② 人的規模とバランス 

会計課、庶務課に十分な人員を配置しており，円滑な支援が行われている。 

③ 役割・責任分担 

会計課は予算を管理し，庶務課は教官の海外渡航、内外研究者の招聘等の事務

を行っている。責任体制は明確にされており、支援体制は十分に機能している。

共同研究本学教官

ICCEED

現地教官

現地プロジェクト管理ユニット
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科学研究費補助金による共同研究の実施支援体制 

<判定の理由と結果> 

実施組織は上手に示すごとであり、整備され各部署がそれぞれの責任と役割をしっかりと果たし

ている。よって、「優れていると」判断される。 

 

<着目点に関する分析> 
３．交流協定による共同研究（対象となる活動(20)） 

① 実施組織の整備 

交流協定による共同研究は系単位で実施されている。系には担当責任者がおり、

系単位で実施体制が作られる。必要に応じて国際交流委員会と連携する。 

② 人的規模とバランス 

該当する系の教官が複数参加し組織されている。 

③ 役割・責任分担 

実施する系が責任をもって、企画立案および実施をしており、円滑に行われて

いる。 

 

<判定の理由と結果> 

系による実施体制がとられるので、責任体制・役割分担は明確となる。人的規模も

系内で配置されることになり問題ない。よって実施組織は「優れている」と判定され

る。 

学長・副学長 

承認（決裁） 

各系・センタ

ーの教官 
庶務課

会計課
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<着目点に関する分析> 

４．本学センターによる共同研究（対象となる活動(21)） 

① 実施組織の整備 

未来技術流動研究センターが外部資金を獲得して実施する国際共同プロジェク

ト研究の実施組織である。同研究センターの運営組織を下図に示す。博士課程

専攻主任が運営委員会の委員であり、学内他組織との連携を図っている。 

② 人的規模とバランス 

センターにはセンター長，専任教授 1 名，助手 1 名, 技術専門職員 1 名, 第 I

種客員教授 1 名、第 3 種客員教授 1 名,非常勤研究員 1 名,研究支援推進員 1 名

が配置されており，人的規模も適切であり，バランスも取れている。 

③ 役割・責任分担 

国際共同プロジェクトを実施するに当たって、未来技術流動研究センターは管

理監督を行うとともに，必要に応じて客員教授，非常勤研究員，研究支援推進

員をプロジェクトに配置し研究支援を行っている。役割分担は明確であり、意

思決定は運営委員会で行われ、教授会の議を経て承認される。そのプロセスも

明確となっている。 

未来技術流動研究センターの運営組織 

 
<判定の理由と結果> 

未来流動センターが実施組織となるので、上手のようにしっかりした組織が整備さ

れている。人的規模も研究を実施するうえて問題なく、責任分担も明確になってい

る。したがって、実施体制の整備は「優れている」と判定される。 

 

<着目点に関する分析> 

５．拠点大学方式の学術交流事業（対象となる活動(23)） 

① 実施組織の整備 

国際交流委員会を中心として，必要に応じて関係諸組織（拠点大学学術交流実

行委員会等）を設置し，学内他組織と連携して事業を実施している。これらの

事務は研究協力課国際企画係が窓口となり，密接な連携を保っている。 

  ※詳細な実施体制は、前述の国際会議等開催・参加の拠点大学方式による学術

交流事業セミナーを参照。 

② 人的規模とバランス 

本質的な実施組織である実行委員会に 4 名の教官を配置している。同様に日韓

共同運営委員会にも本学教官 3 名、韓国教官 5 名を配置している。また、サポ

ートする事務体制を研究協力課を中心に整えている。人的規模も共同研究を実

施する上で適切であり、バランスも取れている。 

③ 役割・責任分担 

毎年運営方針・活動計画は拠点大学学術交流実行委員会が策定し、日韓共同運

営委員会で承認を得ている。あらゆる意思決定プロセスは上述のごとくであり、

責任・役割分担は明確であり円滑な運営が行われている。 

<判定の理由と結果> 

拠点大学学術交流実行委員会等実質の実施組織であり、必要に応じて国際交流委
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員会とも連携を取っている。人的規模も十分に配慮されており、また責任体制も明

確であるので，「優れていると判断される。 

 

 観 点 活動目標の周知・公表 

 
 観点ごとの 
 自己評価 
 
※「取組状況」，「判断結果

の根拠・理由」，「判断結

果」を必ず記載してくださ

い。 

<着目点に関する分析> 

１．対象となる活動:(17)～(21) 

① 担当者への目標・趣旨の周知 

国際協力に関する活動目標・趣旨は ICCEED より直接活動担当者に周知徹底され

る。 

交流協定による共同研究に係わる活動目標・趣旨は共同研究担当系から活動担

当者に周知される。 

センターによる共同研究に係わる活動目標・趣旨は未来技術流動研究センター

から活動者に直接に周知される。 

他機関が実施する国際共同研究への参画に係わる活動目標・趣旨は本学として

組織的に周知は行っていない。 

② 受け手・学外関係者への周知 

国際協力に関わる共同研究において学外の活動関係者に対する活動目標・趣旨

の周知は現地プロジェクト管理ユニットから行われるが、それ以外の共同研究

においては上記の直接的な担当者への周知と同時に同じ方法で行われる。 

 

<判定の理由と結果> 

担当者への目標・趣旨の周知は実施組織から行われる。概ね問題なく行われている

が、取り立てて優れているわけではないので、「相応である」と判断される。 

   

<着目点に関する分析> 

２．拠点大学方式の学術交流事業（対象となる活動(22)） 
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① 担当者への目標・趣旨の周知 

この活動に係わる活動の目標・趣旨はコーディネータから各担当者に周知され

る。 

② 受け手・学外関係者の周知 

学外の活動関係者に対してもコーディネータから直接周知される。 

 

<判定の理由と結果> 

目標・趣旨の説明はいずれの関係者にもコーディネータから行われる。既に 4 年間

継続して実施されており目標・趣旨の説明はすべての関係者に確実に周知されてい

る。したがって活動目標の周知・公表については，目的および目標に照らして，「優

れている」と判断される。 

 観 点 改善システムの整備・機能 

 
 観点ごとの 
 自己評価 
 
※「取組状況」，「判断結果

の根拠・理由」，「判断結

果」を必ず記載してくださ

い。 

<着目点に関する分析> 

１．対象となる活動:(17)～(22) 

① 問題点の情報集 ②改善システム 

センターの活動においては，アンケートや外部委員による評価（未来技術流動

研究センターの外部評価委員会，ICCEED の運営協議会）が行われ、改善してい

る。拠点大学方式の共同研究においては、活動担当者に毎年活動レポートの提

出を義務付け、活動状況の報告及び問題点の提起を行わせている。交流協定に

基づく国際共同研究に関しては，担当系で定期的な評価・見直しが行われてい

る。 

 

<判定の理由と結果> 

上述のように，国際共同研究に対して，活動状況や問題点を把握するために，調査，

ヒアリングなどの改善のための情報収集が適切に実施されており，また，収集した

情報を有効に改善に結び付けるシステムが整備されている。しかし、まだ実際にこ

の改善システムが作動して問題点を解決して例はなく、改善システムの整備・機能

については，目的および目標に照らして，「相応である」と判断するのが無難である。

 

 

 
補足説明事項 

科研費や他機関が実施する国際共同研究においては，実施期間が短期であるため評

価・改善システムを構築するまでに至らないので，この着目点での評価は行わない。
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評 価 項 目：活動の内容及び方法 

 観 点 活動計画・内容 

 
 観点ごとの 
 自己評価 
 
※「取組状況」，「判断結果

の根拠・理由」，「判断結

果」を必ず記載してくださ

い。  

<着目点に関する分析> 

１．国際協力に関わる国際共同研究（対象となる活動(17)） 

① 計画の実行可能性 

国際協力支援機関およびプロジェクト開発担当機関としての地位確立の目標①

③を達成するために、本学教官とプロジェクト対象国教官との共同研究実施が

どのように係わるかを ICCEED が分析している。この分析に基づき、共同研究実

施スキームを策定しているので、目標を達成するために必要な活動計画が実行

可能性等をふまえて，策定されている。 

② 活動内容と目標との整合性 

活動の内容は共同研究の立上および共同研究を実施している本学教官の支援で

ある。目標との整合性がとれ，活動範囲も適切である。 

 

<判定の理由と結果> 

途上国との共同研究は実行可能性を考え実行計画を立てているが，途上国側の研究

進捗が悪く、計画通りの進捗を望めないこともある。これは一種の不可抗力である

が、「相応である」と判断する。 

 

<着目点に関する分析> 

２．拠点大学方式の学術交流，交流協定による共同研究 

 （対象となる活動(19) (22)） 

① 計画の実行可能性 

拠点大学方式の学術交流および交流協定による共同研究は，国際交流委員会を

中心として，大学執行部および事務局のサポートのもと，相手側大学との事前

協議が十分に行われ，目標を達成するために必要な長期および短期の活動計画

が実行可能性等をふまえて，明確に策定されている。 

② 活動と目標との整合性 

活動の内容も目標との整合性，範囲の適切性，発展性等の面で適切なものとな

っているか，定期的に見直しを行っている。 

   

<判定の理由と結果> 

拠点大学の共同研究の計画は十分に練り上げられて策定されている。また、交流協

定による共同研究も長年の共同研究に基づいているので、活動計画・内容については，

目的および目標に照らして，「優れている」と判断される。 

 

<着目点に関する分析> 

３．本学センターによる共同研究: (対象となる活動(に 0)) 

① 計画の実効性 

本学センターによる共同研究は，本学教官組織が国際的に認知された研究者集

団となることおよび世界に開かれた教官組織となることという目標⑨⑪を達成

するために必要な活動の一つであり、センター運営委員会においてこの観点か

ら，立ち上げるべき共同研究の件数および共同研究の活動計画・内容が審議さ

れている。したがって、活動計画が実行可能性等をふまえて，明確に策定され

ている。 

② 内容と目標の整合性 

活動の内容は共同研究の推進であり、目標との整合性，範囲の適切性，発展性

等の面で適切である。 

 

<判定の理由と結果> 
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この研究は外部資金を獲得し教官の申請ベースであり、センターとして独自の実施計

画を策定できるわけではない。 したがって、活動の計画・内容としては「相応であ

る」と判断する。 

 観 点 活動の方法 
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 観点ごとの 
 自己評価 
 
※「取組状況」，「判断結果

の根拠・理由」，「判断結

果」を必ず記載してくださ

い。 

<着眼点に関する分析> 

１．対象となる活動:(17)～(22) 

① 活動方法の有効性 

国際協力に関わる国際共同研究で ICCEED は本学教官が JICA により現地に派遣

された時に現地教官と研究テーマの擦り合わせを行うことを要請し、共同研究

を立ち上げてきた｡ この方法は非常に有効であり 31 件の共同研究を立ち上げ

ることが出来た。 

拠点大学方式の学術交流では日韓の研究者がそれぞれの機関で研究を実施

し，その成果を毎年 1 回集まって報告会し合っている｡ 得られた成果に基づい

て、次年度の研究目標を設定している。また、研究者が互いに相手機関を訪問

し，交流も実施している。この方法は本学教官の国際性を高める上で有効であ

り、目標を達成するのに有効に働いている。 

交流協定による共同研究では担当する系で科学研究費補助金（学術研究）、奨

学寄付金或は他の資金を獲得し、その資金で共同研究を実施している。この方

法は目標を達成するのにある程度有効に働いている。 

本学センターによる共同研究では未来技術流動研究センターが国際共同研究

(外部資金プロジェクト)を本学教官から公募し、選考委員会で採択されると、

外国人研究者を客員教授 III 種として招聘し共同研究を開始する。このような

方法で、毎年確実に国際共同研究を実施しており、目標達成に有効である。 

② 資金・資源の獲得 

JICA プロジェクト運営費、科学研究費補助金、奨学寄付金、日本学術振興会未

来開拓学術研究推進事業費・拠点方式学術交流事業費等の積極的資金獲得に取

組でいる。 

③ IT 活用による効率化  

IT 利用については，本学はわが国におけるインターネット利用についての草分

け的存在であること，マルチメディアセンターを設置し，インターネット・衛

星通信を利用した遠隔会議を推進していることなど活動方法の効率化には，き

わめて活発に取り組んでいる。 

   

<判定の理由と結果> 

上述のように実施組織がそれぞれ取った活動方法はいずれも有効でありそれなりの

成果を挙げた。資源獲得も順調に運んでいる。これらのことから，活動の方法につ

いては，目的および目標に照らして，「優れている」と判断される。 

 
補足説明事項 

観点：活動計画・内容において，(19)科学研究費の国際共同研究，(22)他機関が実

施する国際共同研究への参画については，本学がイニシアチブをとって計画するこ

とはできないため，記述しなかった。ただし，情報提供を行い，参加しやすい環境

を整えている。 
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評 価 項 目：活動の実績及び効果 

 観 点 活動の実績 

 
 観点ごとの 
 自己評価 
 
※「実績や効果の状況」，

「判断結果の根拠・理由」，

「判断結果」を必ず記載し

てください。  

<着目点に関する分析> 

１．国際協力に関わる共同研究: （対象となる活動(17)） 

国際協力に関わる共同研究として，ペアリサーチがあり，過去５年間で３１件の

研究がインドネシア大学教官との間で実施された。また，JBIC が実施した国際共

同研究への参画が１件実施された。 

① 目的達成に即した実績 

これらの国際共同研究の実績より，「目標①国際協力支援機関としての地位の確

立」と「目標③プロジェクト開発担当機関としての地位の確立」の達成はかなり

達成された。  

② 実績の年次変化の適切性 

これらの実績は年次上昇傾向にあり，適切である。 

③ 投入に対する効率性 

大学の規模から考えて，費用対効果も優れていると判断できる。 

 

<判定の理由と結果> 

この活動は目的達成に直結しており、十分な実績が上がっており「優れている」と

判断される。 

 

<着目点に関する分析> 

２．科学研究費の国際共同研究（対象となる活動(18)） 

科学研究費補助金における国際共同研究は，過去５年間で１５件（合計 34,100

千円）の研究が実施された。 

① 目的達成に即した実績 

 平均３件が採択されており「目標⑨本学教官組織が国際的に認知された研究者集

団」と「目標⑪国際的な研究土壌の醸成」をほぼ達成している。 

② 実績の年次変化の適切性 

年ほぼ毎年，採択されており適切である。 

③ 投入に対する効率性 

大学の規模から考えて，費用対効果も優れていると判断できる。 

 

<判定の理由と結果> 

大学の規模を考えると、十分な実績であり目標達成に大いに貢献しており「優れて

いる」と判定される 

 

<着目点に関する分析> 

３．交流協定による共同研究（対象となる活動(19)） 

① 目的達成に即した実績 

交流協定による共同研究の実施は過去 5 年間で 3 件である１）。なお、正式な共

同研究の協定書を正式に取り交わしていないが、大学間交流協定は教官同士の

共同研究から発展したものが多い。本学における交流協定校は、現在、３８大

学と締結している。そのうち平成１０年度以降だけでも１３カ国１９大学と交

流協定を締結している。これも隠れた共同研究の実績と見なせる。 

② 実績の年次変化の適切性 

上記 3 件の共同研究は今後も継続されるので，適切である。 

③ 投入に対する効率性 

大学の規模から考えて，実質的な交流が維持されていると判断できる。 
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<判定の理由と結果> 

5 年間で 3 件の共同研究を少ないと見るか、多いと見るかは別として、現在、38 大

学と交流協定を締結し交流活動を実施しており、締結大学の友人と個人的な形で共

同研究を実施しているケースは多いものと思われる。このような隠れた実績を評価

してここでは、「優れている」と判定する。 

 

<着目点に関する分析> 

4.その他の対象となる活動:(20)～(22) 

① 目的達成に即した実績 

拠点大学方式の学術交流では，韓国との共同研究を６件，本学センターによる

共同研究は４件，これらの数は，年々増加傾向にある。これらの国際共同研究

の実績から，「目標⑨本学教官組織が国際的に認知された研究集団」について

は，既に達成されたといっても良い。「目標⑪国際的な研究土壌の醸成」に関し

ては，共同研究に関わる多くの研究者を受け入れ，また相手機関より留学生を

受け入れるなどして，十分に達成している。 

② 実績の年次変化の適切性 

これらの実績は年次上昇傾向にあり，適切である。 

③ 投入に対する効率性 

大学の規模から考えて，費用対効果も優れていると判断できる。 

 

<判定の理由と結果> 

上述に示した活動実績と年次変化は「目標⑨本学教官組織が国際的に認知された研

究集団」「目標⑪国際的な研究土壌の醸成」の達成に大いに寄与し、昨年本学は COE

を 2 件勝ち取った。従って，活動の実績については，目的および目標に照らして，「優

れている」と判断される。 

 

 観 点 活動の効果 
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 観点ごとの 
 自己評価 
 
※「実績や効果の状況」，

「判断結果の根拠・理由」，

「判断結果」を必ず記載し

てください。 

<着目点に関した分析> 

１．国際協力に関わる共同研究:(17) 

① 担当者の満足度 

途上国支援から発展したペアリサーチに関しては，JICA からの委託で本学

ICCEED がアンケート調査を行っている１）。それによれば，きわめて満足度の高

い結果が得られている。       注１）：開発途上国への国際協力の資料 13 を参照

② 社会的ニーズへの対応 

途上国支援という社会的ニーズに対して，特に高い貢献を行っている。 

③ 目的達成への貢献度 

結論として，「目的(1)途上国工学教育支援」に対して大きな貢献を行った。 

 

<判定の理由と結果> 

上記の分析のとおり、当該活動の効果は十分に高く目的および目標に照らして，「優

れている」と判断される。 

 

<着目点に関する分析> 

２．その他の対象となる活動:(18)～(22) 

① 担当者の満足度 

国際共同研究によってなされた，本学教官の国際的知名度および国際的研究土

壌の醸成への効果を直接計ることは難しいが，実績が年々増加していることか

ら共同研究の成果，満足度は，本学および相手側双方にとって，高いと予想さ

れる。 

② 社会的ニーズへの対応 

上記の実績から考え，国際共同研究を定常的に実施し，本大学の研究レベルを

国際的に一線級に保つという社会的ニーズに対して，十分応えていると判断で

きる。  

③ 目的達成への貢献度 

本学の国際共同研究は，「目的(3)大学組織の国際化」に対して極めて重要な役

割を果たしている。 

 

<判定の理由と結果> 

上記分析のとおり、国際共同研究は大学の国際的研究土壌の醸成に直接的な効果を

生む。本学はあらゆる機会、組織、環境的資源を有効に活用して国際共同研究実施

してきた。その甲斐があって、本学のキャンパスは国際的雰囲気に満ちている。 

<判定の理由と結果>従って，活動の効果は目的および目標に照らして，「優れてい

る」と判断される。 

 
補足説明事項 
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§２ 自己評価結果 

Ⅰ 活動の分類単位の自己評価結果 

 

活動の分類： 教職員等の受入れ・派遣 

評 価 項 目：実施体制 

 観 点 実施体制の整備・機能 

 
 観点ごとの 
 自己評価 
 
※「取組状況」，「判断結果の根拠・理由」，

「判断結果」を必ず記載してください。 

 教職員等の受入れ・派遣に関する活動は，教職員の海外派遣，外国人教員等の採用，外

国人研究者の受入れからなる。 

１ 対象となる活動：教職員の海外派遣 

  教員の海外派遣については，主に文部科学省や日本学術振興会の事業を活用する方法，

学長裁量経費及び教官が自らの外部資金等を充当し派遣する方法がある。職員も同様に

 に文部科学省の事業，学長裁量経費等により派遣する方法がある。 

<着目点に関しての分析状況> 

①活動を実施するための必要な組織の整備及び関連組織との連携 

  教員の海外派遣の場合，文部科学省在外研究員制度及び国際研究集会派遣研究員制度

による派遣は，学長が文部科学大臣に推薦し，文部科学大臣の選考の結果，採択された

場合に派遣が現実のものになる。学内の実施体制としては，学長からの推薦依頼に基づ

き，教員組織の各系・センターは候補者を学長に推薦し，学長はその中から候補者を決

定し，文部科学大臣に推薦する。推薦結果は学長から各系・センターに通知される。採

択された場合は，実際の派遣の手続きへと進むことになる。事務の支援体制として文部

科学省への推薦から決定通知までは研究協力課が携わり，決定後は主に庶務課が携わる

ことになっている。日本学術振興会等の事業も推薦先が代わるだけで，ほぼ同様の体制

となる。 

なお，日本学術振興会拠点大学交流事業については,実施組織として学内に拠点大学学

術交流実行委員会があり，国際交流委員会，各系と連携を取りながら事業が実施されて

いる。その他，教官の外部資金よる派遣については，教官が自ら計画を立て系長の承認

を得て学長が決定している。 

(資料１)    文部科学省在外研究員派遣実施体制 

 

 

 

 

 

 

日本学術振興会交流事業の実施体制 

 

 

 

日本学術振興会と拠点大学交流事業実施体制 

 

 

 

 

 

 

文部科学省 学 長 各系・センター長 

研究協力課，庶務課

日本学術振興会 学  長 各系・センター長 

拠点大学学術交流実施委員会 各系・センター長 

研究協力課 国際交流委員会 
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事務職員の海外派遣の場合，文部科学省が実施する国際交流担当のための研修プログ

ラム，学長裁量経費，交流協定校との事務職員交流プログラムは庶務課が，留学フェァ

は留学生課・研究協力課，日本学術振興会拠点交流事業はついては研究協力課が担当と

なり，調整・取りまとめをし，事務局長が決定する体制となっている。これらのことか

ら，活動を実施するための必要な組織は支援体制も含めて整備され，関連組織の連携も

図られている。 

文部科学省国際交流担当者の研修プログラムフロー 

 

 

 

 

 

 

 

②実施組織の人的規模・バランス 

各系は関連する研究分野の講座の教官で構成され，９つの系からなり，１系あたり25

名程度で構成し，それぞれ系長・系長補佐を置き，センターは８つのセンターからなり

数名で構成し，それぞれセンター長を置いている。また，研究協力課国際企画係（係長

１，係員１）で，庶務課学系係は各系に１名づつを職員を配置し支援している。事務職

員の海外派遣の窓口となる事務組織は，庶務課職員係は係長１，主任１，係員１，留学

生課留学生係は係長１，係員１と可能な範囲で人員が配置されており，人的規模，バラ

ンスに配慮している。 

③実施組織間の役割，意思決定プロセス，責任の明確，円滑な運営 
実施組織間の役割は①で示したとおりであるが，各系長，センター長が系内の推薦又

は取りまとめを，学長が候補者等の決定を行っている。事務職員の場合は事務局長が決

定しており，役割，意思決定のプロセス，責任は明確であり，円滑な運営が行われてい

る。 
 

２．対象となる活動：外国人教員等の採用 

外国人教員等の採用は，国立又は公立大学における外国人教員の任用等に関する特別

措置法による講師以上の教員の採用と，それに準じた形での助手の採用（以下「特別措

置法等教員」という。）と，雇用契約による客員教授，英語講師の外国人教師を採用して

いる。 

<着目点に関しての分析状況> 

①活動を実施するために必要な組織の整備及び関連組織との連携 

特別措置法等教員については，日本人教員の採用と同じく，各系からの任用計画に基

づき教授会に教員推薦委員会を設置し候補者を選定し，教授会で審議し，学長が選考（採

用）する体制となっている。客員教授については，未来技術流動研究センターと「ICCEED」

にそれぞれ１名定員措置されており，それぞれセンターで任用計画をたてそれぞれの運

営委員会で候補者を選定し，教授会で審議し，学長が雇用契約する体制となっている。

英語講師の外国人教師については，人文・社会工学系において任用計画を立て，特別措

置法等教員と同じ流れで，学長が選考し，学長が雇用契約する体制となっており，必要

な組織は整備され関連組織との連携は図られている。 

②実施組織の人的規模，バランス 

 実施組織である系及びセンターにはついては，「１の教職員の海外派遣」で，また，未

来技術流動研究センター及び「ICCEED」の運営委員会については，他の活動分類での自

己評価のとおり，人的規模、バランスも適切である。また，教員推薦委員会は原則当該

系及びセンターから3名の教授，他系から2名の教授で構成されており，人的規模，バ

ランスも配慮している。 

③実施組織間の役割，意思決定プロセス，責任の明確，円滑な運営 

文部科学省 庶務課 各課・主幹 

① 留学フェア（留学生課・研究協力課）

② 拠点大学交流事業（研究協力課） 
③ その他（庶務課） 
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実施組織の役割は①で示したとおりであり，意思決定のプロセス，責任は明確にされ

ており，円滑な運営がなされている。 
なお，大学全体としての外国人教員・客員教授の採用に関するフローは以下のよう

である。関連組織の役割は明確でありで，円滑に運営されている。 
 

外国人教員の採用 
     
 
          
⑨選考(採用)    ⑧教員選考の審議     ⑦候補者選定報告書       ⑥候補者の推薦 

                                        
             
 
   
①任用計画        ②教員推薦委員会  ③推薦委員会設置     ④推薦委員会の設置 

          設置依頼      の審議         ⑤候補者の事前審査 

 

客員教授の採用 
     
 
          
④選考(採用)    ③教員の選考の審議    ②候補者選定報告書    ①運営委員会等で 

             審議 

 

３．対象となる活動：外国人研究者の受入れ 

   外国人研究者の受入れについては，文部科学省や日本学術振興会等の事業を活用す

る方法及び教官が自らの外部資金等を充当し受入れ方法等並びに文部科学省からの依

頼により受入れ場合がある。 

<着目点に関しての分析状況> 

①活動を実施するために必要な組織の整備及び関連組織との連携 

文部科学省や日本学術振興会等の事業を活用する場合は，各系・センターからの申請

内容を学長が確認した上で文部科学大臣等に推薦し，文部科学大臣等の選考の結果，採

択された場合に受入れが現実のものになる。申請結果は学長から各系・センターに通知

される。その他の外国人研究者は受入れ予定の教官が研究担当の副学長に受入れ申請書

を提出し許可を得ることになっている。文部科学省からの依頼による中国政府派遣研究

員は今回実績がないので省略する。事務の支援体制として文部科学省等への申請から決

定通知・受入れまで研究協力課が携わっている。これらのことから，活動を実施するた

めの必要な組織は支援体制も含めて整備され，関連組織の連携も図られている。 

②実施組織の人的規模，バランス 

実施組織である系及びセンターにはついては，「１の教職員の海外派遣」の自己評価の

とおり，人的規模，バランスも適切である。 

③実施組織間の役割，意思決定プロセス，責任の明確，円滑な運営 
実施組織の役割は①で示したとおりであり，意思決定のプロセス，責任は明確にされ

ており，円滑な運営がなされている。 
 

４．対象となる活動：学長裁量経費による外国人研究者の招聘 

   学長裁量経費により年度に１件，各系から公募し外国人研究者を招へいしている。

<着目点に関しての分析状況> 

①活動を実施するために必要な組織の整備及び関連組織との連携 

学長からの実施依頼を受けて，国際交流委員会において，各系・センターに公募し推

薦候補者の順位付けをして学長に報告し，学長が決定する体制となっており，必要な組

織は整備され関連組織との連携は図られている。 

学長 教 授 会 系長・センター長

推薦委員会 

学長 

教 授 会 学長系長・センター長

学長 教 授 会 センター長 学長 
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学長裁量経費による外国人研究者の受入れ実施体制 
                            ①受入れ実施依頼 
 
 
                      ⑤選考    ④候補者報告      
                                         ③候補者推薦

               ⑥報告          ⑦採択結果報告   ②募集   

 

                    

②組織の人的規模，バランス 

 実施組織である系及びセンターにはついては，「１の教職員の海外派遣」の自己評価の

とおり，また，国際交流委員会は学長が指名する委員長および各系から選出された教官

9名と留学生センター長，国際交流会館主事の12名から構成されており，人的規模，バ

ランスも適切である。 

③実施組織間の役割，意思決定プロセス，責任の明確，円滑な運営③ 

実施組織の役割は①で示したとおりであり，意思決定のプロセス，責任は明確にさ

れており，円滑な運営がなされている。 

<判断結果の根拠・理由> 

着目点での分析結果のとおり，実施組織は整備され，組織間の連携も図られ，それぞれ

の役割，意思決定のプロセス，責任も明確であるが，目標を達成するためには改善する余

地もある。 

<判断結果> 

よって，これらのことから「実施体制の整備・機能」の観点では，目標に照らして「相

応である」と判断される。 

 観 点 活動目標の周知・公表 

 
 観点ごとの 
 自己評価 
 
※「取組状況」，「判断結果の根拠・理由」，

「判断結果」を必ず記載してください。 

対象となる活動：教職員の海外派遣・外国人教員等の採用，外国人研究者の受入れ，学

長裁量経費による外国人研究者の招聘 

<着目点に関しての分析状況> 

①活動の直接的な担当者への活動の目標や趣旨の組織的な周知 

実施組織である系・センター，国際交流委員会，研究協力課，庶務課等には学長・副

学長及び事務局長が教授会，関係委員会，事務連絡協議会を通じて，教官の研究土壌が

国際的なものに醸成され国際的に認知された教官組織となること及び事務組織の国際化

という目標やその趣旨を周知している。 

②活動の受け手・学外活動関係者への目標や趣旨の組織的な周知 

学外には，活動の目的や趣旨を含めた広報をホームページや広報誌で行うとともに，

系・センター等の活動の直接の担当者から，活動の受け手に対して，目標やその趣旨を

伝えるようにしている。外国人教員の採用に関しては，教員の公募する際に特に国籍の

条件を付すことなく，外国人の応募が可能になるよう配慮している。 

<判断結果の根拠・理由> 

着目点での分析結果のとおり，学内の活動の直接な担当者へは，折に触れて，目標や趣

旨の周知は行われているが，ホームページには，国際交流の理念や活動実績だけでなく，

活動の目標や趣旨を明確にわかりやすく盛り込むなど改善する余地はある。 

<判断結果> 

 よって，「活動目標の周知・公表」の観点では，目標に照らして「相応である。」と判断す

る。 

 

 

 

 

 

受 入 れ 

教 授 会 

学    長 国際交流委員会 

各系・センター 
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 観 点 改善システムの整備・機能 

 
 観点ごとの 
 自己評価 
 
※「取組状況」，「判断結果の根拠・理由」，

「判断結果」を必ず記載してください。 

１． 対象となる活動：教職員の海外派遣・外国人教員の採用・外国人研究者の受入れ 

<着目点に関しての分析状況> 

①活動状況や問題点の調査分析 

事務局において，活動状況について，毎年度，定期的に調査を行っている。また，自

己評価の実施組織であるも系，センター，国際交流委員会においても活動状況や問題点

の情報収集を行うこととしている。 

②活動状況や問題点等を改善に結びつけるシステム 

系会議，センター運営委員会，事務連絡協議会で活動状況や問題点等について自己評

価が行われ，状況に応じて教授会等に自己評価結果を報告することとしており，改善に

結びつけるシステムが整備されている。 

 

２． 対象となる活動：学長裁量経費による外国人研究者の招聘 

<着目点に関しての分析状況> 

①活動状況や問題点の調査分析 

  国際交流委員会において，活動状況や問題点についての情報収集を行っている。 

②活動状況や問題点等を改善に結びつけるシステム 

国際交流委員会で活動状況や問題点等について自己評価が行われ，状況に応じて教授

会等に自己評価結果を報告することしており，改善に結びつけるシステムは整備されて

いる。 

<判断結果の根拠・理由> 

 着目点での分析結果のとおり，それぞれ自己評価の実施組織において，活動状況や問題

点を調査分析し，その結果を改善に結びつけるシステムは整備されているものの，十分に

機能しきれていない部分もあり，改善する余地がある。 

<判断結果> 

よって，「改善システムの整備・機能」の観点では，目標に照らして「相応である」と判

断する。 

補足説明事項  

 

 

 

 



機関名 豊橋技術科学大学  

- 6 - 

 

評 価 項 目：活動の内容及び方法 

 観 点 活動計画・内容 

 
 観点ごとの 
 自己評価 
 
※「取組状況」，「判断結果の

根拠・理由」，「判断結果」を

必ず記載してください。 

１． 対象となる活動：教職員の海外派遣・外国人研究者の受入れ 

①実行可能性を踏まえた活動計画の策定 

文部科学省や日本学術振興会等の事業を活用する場合や学長裁量経費などは，文部科

学省等若しくは学長に申請し採択されるものであり，採択されたものの活動計画は実行

可能性を踏まえて明確に策定されたものと判断できる。また，教官が自らの外部資金等

を充当して実施する海外派遣及び受入れについても，海外派遣は海外渡航の日程，不在

時補充等を盛り込み学長の承認を得ていること，受入れは受入申請書を副学長に提出し

許可を得ていることから，同様に実行可能性を踏まえて明確に策定されたものと判断で

きる。 

②活動の内容と目標の整合性・適切性・発展性 

教員の海外派遣は教員の教授又は研究能力の向上のための調査研究や学術の国際水準

の向上，学術研究の推進のための国際研究集会への派遣，事務職員の海外派遣は長期・

短期にわたる海外の大学等への派遣，外国人研究者は公的機関等に在籍した者を主に共

同研究等を行うために受入れており，活動の内容はそれぞれの目標との整合性もあり，

範囲の適切性や将来的な発展性も伺えるものとなっている。 

 

２． 対象となる活動：外国人教員等の採用 

①実行可能性を踏まえた活動計画の策定 

特例措置法等の教員の採用については，具体的な計画が策定されているわけではない

が，任期を３年と付すなど採用計画を立てられるようにしている。また，教員の採用に

あたっては公募する際に国籍を条件に付すことはせず，広く門戸広げている。客員教授

においても任期を一定期間に決めたことより，計画的に採用計画を立てられるようにし

ており，実行可能性に問題はない。 

②活動の内容と目標の整合性・適切性・発展性 

外国人教員等の採用については，各系の実状に応じて必要な人材を，未来技術流動研

究センター及び「ICCEED」の客員教授は，それぞれのセンターの業務に対応した人材を，

英語講師の外国人教師はネイティブスピーカーを積極的に任用することは，目標との整

合性もあり，発展性もうかがえるものとなっている。 

 

３．学長裁量経費による外国人研究者の招聘 

①実行可能性を踏まえた活動計画の策定 

学長裁量経費による外国人研究者の招聘については，観点「実施体制の整備・機能」

でも説明したが，国際交流委員会において，各系・センターに公募し推薦候補者の順位

付けをして学長に報告し，学長が決定する体制となっており，国際交流委員会では申請

の計画内容を審議しており，それらのうちから学長が決定していることは，活動計画は

実行可能性を踏まえて明確に策定されたものと判断できる。 

②活動の内容と目標の整合性・適切性・発展性 
 招聘者は学長・所長・学部長クラスの外国人研究者を受入れ，学術交流や国際交流の

在り方，途上国への支援等に関する講演・討論を行うことは，国際的な研究土壌を醸成し，

全学的に国際環境を整備するという目標に整合し適切である。 

<判断結果の根拠・理由> 

 着目点での分析結果のとおり，活動計画・内容は一部では具体的に策定されていない部

分もあるものの，活動計画は実施組織で策定検討されており実行可能性を踏まえ，また，

内容は目標との整合性もあり，発展性等も伺える。 

<判断結果> 

よって，「活動計画・内容」の観点では，目標に照らして「相応である。」と判断する。 
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 観 点 活動の方法 

 
 観点ごとの 
 自己評価 
 
※「取組状況」，「判断結果の根

拠・理由」，「判断結果」を必ず

記載してください。 

１． 対象となる活動：教職員の海外派遣 

<着目点に関しての分析状況> 

①目標達成のための有効な活動方法 

大学全体として，あるいは各系及びセンターにおいて，大学の国際化にとって教員の

海外派遣は必須であり，すべての教員が積極的に海外渡航する雰囲気を作り上げた。こ

の事により，多くの教員が積極的に渡航資金獲得に乗り出した。大学はあらゆる資金獲

得に関する情報を系・センター並びに各教官に提供する支援窓口を研究協力課に設置し

た。このことにより，毎年多くの教員が積極的に国際研究集会へ出席するようになった。

この方法は，教官の研究土壌が国際的なものに醸成され国際的に認知された教官組織な

るという目標を達成するのに有効に働いている。一方、事務職員に対しては語学のポテ

ンシャルを高めるために英会話研修の実施，放送大学の活用により海外渡航の成果を確

実に挙げる工夫をした。まだ，派遣の数は多くないが事務職員の国際感覚は着実に向上

している。この方法は事務組織の国際化に有効に働いている。 

②資金・環境的資源の獲得 

 文部科学省在外研究員制度，文部科学省国際研究集会派遣研究員制度，日本学術振興

会による事業等の各制度による資金獲得を行っている。また，日本学術振興会拠点大学

交流事業及び国際開発実施機関の派遣事業は資金が既に用意されている。その他，学長

裁量経費も教職員の海外派遣に当てている。 

これらの方法により、毎年多くの教職員を海外に派遣する資金を獲得している。 

③活動方法の効率化 

資金獲得の各種情報はEメールを通して各教官に周知されるほか，学内用ホームペー

ジにも同様な情報が掲載され，申請書もホームページで容易に入手できる環境を整備し

ている。 

 

２． 対象となる活動：外国人教員等の採用 

<着目点に関しての分析状況> 

①目標達成のための有効な活動方法 

外国人教員等の採用に当たっては，具体的な採用計画はないが，各系それぞれ 1 名程

度の外国人教員等を採用することを暗黙の了解事とし，優秀な外国人教員をリクルート

している。未来流動技術研究センター，「ICCEED」にはそれぞれ外国人客員教授の枠が1

名あり，この枠を利用してセンター活動を推進する上で必要な人材をリクルートしてい

る。このような方法で，毎年約15名の外国人教員(非常勤を含む)を確保している。これ

は目標⑩世界に開かれた教官組織を達成するために有効である。 

②資金・環境的資源の獲得 

資金については本学の教員・客員教授の定員枠を利用すること，産学連携イノベーシ

ョン創出事業費補助金，中核的研究機関費，等の資金を獲得し，研究員等を採用してい

る。 

③活動方法の効率化 

外国人客員教授の選考方法を簡素化（客員教授の教員選考委員会を廃止）し，迅速な

採用方法によって研究の実効があがるよう改善している。 

 

３． 対象となる活動：外国人研究者の受入れ 

<着目点に関しての分析状況> 

①目標達成のための有効な活動方法 

各系・センターで外国人研究者の受入れを計画するための資金獲得に関する情報を提

供している。各系長等への書面による連絡とホームページの掲載を通して情報を提供し

ている。外国人研究者の各種受入れ業務は庶務課等が担当し，教官の負担を軽減するこ

とによって受入れ安い環境の整備をしている。渡日後の生活支援のために国際交流会館

や宿泊施設「ひばり荘」の使用を可能としている。このような方法は外国人研究者の受
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入れ人数が増加し，目標⑪国際的な研究土壌の醸成並びに目標⑬外国人キャンパスライ

フの支援を達成するのに有効である。 

②資金・環境的資源の獲得 

 文部科学省，日本学術振興会等の事業の資金獲得に努力する一方，国際協力事業団の

工学教育プロジェクトへの積極的な支援並びにそれを通したカウンターパートとの信頼

関係確立により，同事業団関連の研修生を積極的に受入れる環境を整備している。 

③活動方法の効率化 

資金獲得のために各教官への情報周知にはホームページを採用し，申請書もホームペ

ージで容易に入手できる環境を整備している。 

 

４． 学長裁量経費による外国人研究者の招聘 

<着目点に関しての分析状況> 

①目標達成のための有効な活動方法 

国際交流委員会が各系・センターから推薦理由を付けて公募した推薦候補者に優先順

位を付して，学長に報告し，最終的に学長が決定する。全学に公募し，教職員の意識を

向上させた上，学長，学部長クラスの研究者を招聘することは，目標⑪国際的な研究土

壌を醸成の目標を達成するために有効な活動方法である。 

②資金・環境的資源の獲得 

毎年度，このために学長裁量経費を充当している。全学に公募して推薦された外国人

研究者のデータが蓄積されることになり，ある面，資源の獲得にもなっている。 

③活動方法の効率化 

各教官への周知には学内のホームページを活用し，申請書もホームページで容易に入

手できる環境を整備している。 

<判断結果の根拠・理由> 

 着目点での分析結果のとおり，目標達成のための有効な活動方法，資金の獲得，効率化

が図られており，十分な方法がとられている。 

<判断結果> 

よって，「活動の方法」の観点では，目標に照らして「優れている」と判断する。 
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評 価 項 目：活動の実績及び効果 

 観 点 活動の実績 

 
 観点ごとの 
 自己評価 
 
※「実績や効果の状況」，「判

断結果の根拠・理由」，「判断

結果」を必ず記載してくださ

い。 

１． 対象となる活動：教職員の海外派遣 

<着目点に関しての分析状況> 

①活動の実績から見る活動の目標の達成状況 

文部科学省・日本学術振興会等の来学による教官の派遣は，年平均１人で約 0．6 件以上の

実績を有している。また，その他国内資金による国際会議出席も含めると，年平均で１人 1.3 件

以上の渡航が継続的に実施されている。職員の派遣は５年間で全職員の約 20％の人数とな

っている（資料１）。これらの活動は，本学教官が国際的に認知された研究者となり事務

組織の国際化を推進するという目標は，達成できている。 
②活動の実績の年次変化の状況 

派遣総数は，251名(H10),279 名(H11),326 名(H12),310 名(H13),349 名(H14)と増加傾向

にあり適切である。（資料１） 

資料１（出典：豊橋技術科学大学における教育と研究（７）を整理・追加） 
○教職員の海外派遣 

・教官の海外渡航者数      

事           項 １０年度 １１年度 １２年度 １３年度 １４年度

在外研究員 9 7 4 13 15  

国際研究集会派遣研究員 4 8 5 1 4  

国際学術研究（科学研究費） 22 45 66 48 75  

文部科学省事業 

その他 2 0 0 2 13  

拠点大学交流事業 ― 37 23 35 28  
日本学術振興会 

その他事業 5 0 5 12 11  

文部科学省の以外の省庁 2 0 0 0 0  

日本学術会議 0 0 0 0 0  

国際協力事業団 22 16 24 22 22  

国際交流基金 0 0 0 0 0  

その他政府機関

の派遣 

その他 0 1 5 1 2  

合 計 （Α） 66 114 132 134 170 

その他国内資金（Ｂ） 145 119 158 146 142  

外国政府研究機関（Ｃ） 3 5 5 0 0  

私  費（Ｄ） 35 37 27 20 27  

   （Α）＋（Ｂ）＋（Ｃ）＋（Ｄ） 249 275 322 300 339  
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・事務職員の外国出張状況 

１）長期派遣 

  ○文部科学省国際教育交流担当職員長期研修派遣 庶務課係員１名 

    期 間；平成１４年６月１５日～平成１５年６月１日 

    派遣先；モンタナ州立大学 他 

○文部科学省国際研究交流担当職員短期研修派遣 図書課係員１名 

    期 間；平成１５年１月 ４日～平成１５年３月６日 

    派遣先；西オーストラリア 他 

○豊橋技術科学大学と韓国技術教育との事務職交流プログラム研修派遣 研究協力課係長１名 

    期 間；平成１５年７月２８日～平成１５年８月２４日 

    派遣先；韓国技術教育大学 他 

2)短期派遣 

目的別渡航者所属・職・渡航先等 

年 度 
日本留学フェア

（アジア） 

日本留学フェア

（大学間交流） 

日本学術振興会

拠点大学事業 
その他の用務 

計 

平成１０ １（豪州）  １（韓国）  ２ 

平成１１ １（中国）  ２（韓国） １（韓国） ４ 

平成１２ １（ﾍﾞﾄﾅﾑ・ﾀｲ）  １（韓国） 
１（ﾄﾞｲﾂ） 

１（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ） 
４ 

平成１３ １（台湾） １（ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ） ２（韓国） 
４（韓国） 

２(ﾄﾞｲﾂ･ｽｲｽ) 
10 

平成１４ １（韓国） １（アメリカ） １（韓国） 

１（韓国） 

１（ロシア） 

３（アメリカ） 

８ 

 

 

 

 

 

 

③資金・環境・時間等の投入資源に対する効率性 

上記の派遣総数は本学の人的資源等に照らして多く，また私費渡航に対して資金獲得に

よる渡航の割合が10倍以上となっている。効率よく資金を獲得しているかが分かる。 

 

２．対象となる活動：外国人教員等の採用 

<着目点に関しての分析状況> 

①活動の実績から見る活動の目標の達成状況 

外国人教員の採用は，年平均で，全学教官数の６％以上となっており，世界に開かれた教官

組織となるという目標は，達成できている。 
②活動の実績の年次変化の状況 

採用総数は，17名(H10),13 名(H11),17 名(H12),13 名(H13),13 名(H14)とほぼ一定であ

り，安定して外国人教員等を採用している。(資料２) 
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資料２（出典：豊橋技術科学大学における教育と研究（７）を整理・追加） 

 

外国人研究者等の受入数     

事           項 10年度12年度13年度 14年度 15年度 

外国人研究員 0 0 0 0 0 

外国人教員・客員教授 17 13 17 13 13 

中国政府派遣研究員 0 0 0 0 0 

国際シンポジウム参加者 0 0 0 131 0 

国際学術研究（科学研究費） 8 8 2 0 3 

文部科学省事業 

その他 0 0 0 1 1 

拠点大学交流事業 － 49 58 43 33 
日本学術振興会 

その他事業 10 8 5 8 9 

文部科学省の以外の省庁 0 0 0 0 0 

日本学術会議 0 0 0 0 0 

国際協力事業団 18 4 7 9 1 
その他政府機関 

国際交流基金 0 0 0 0 0 

その他国内資金 3 1 3 2 1 

外国政府研究機関 0 0 1 1 0 

私  費 8 8 11 7 7 

合  計 64 91 104 215 68 

外国人来訪者数     

事           項 10年度11年度12年度 13年度 14年度 

表敬 4 6 8 22 26 

視察 17 33 22 14 13 

その他 55 24 37 27 28 

合  計 76 63 67 63 67 

 

 

 

③資金・環境・時間等の投入資源に対する効率性 

 客員教授の教員選考委員会を廃止し関係するセンター運営委員会において選考するこ

とにより，採用まで１か月以上の期間を短縮することができ，効率的であった。 
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３． 対象となる活動：外国人研究者の受入れ 

<着目点に関しての分析状況> 

①活動の実績から見る活動の目標の達成状況 

外国人研究者の受入れについては，文部科学省・日本学術振興会等の事業が主であり，年

平均で，全学教官数の約 30～100％に相当する人数を受入れたことと，国際交流会館等の施設

を利用して外国人研究者の生活上の支援を行ったことにより，外国人キャンパスライフの支援と

国際的な研究土壌を醸成するという目標は，達成している。 
②活動の実績の年次変化の状況 

採用総数は，64名(H10),91 名(H11),104 名(H12),215 名(H13),68 名(H14)と年度によっ

てかなり変動が大きいが，H13 年度で採択された国際シンポジウム開催に関する参加者分

131名を除くと，ほぼ一定の外国人研究者の受入れがあり適切である。（資料３） 

③資金・環境・時間等の投入資源に対する効率性 

受入れ総数が本学の人的資源等に照らしてかなり多い。すなわち,受入れ事業が効率的に

着実に実施されていると判断している。 

 

資料３（出典：豊橋技術科学大学における教育と研究（７）を整理・追加） 
外国人研究者の受入れ 

外国人研究者等の受入数     

事           項 １０年度 １１年度 １２年度 １３年度 １４年度

外国人研究員 0 0 0 0 0 

外国人教員・客員教授 17 13 17 13 13 

中国政府派遣研究員 0 0 0 0 0 

国際シンポジウム参加者 0 0 0 131 0 

国際学術研究（科学研究費） 8 8 2 0 3 

文部科学省事業 

その他 0 0 0 1 1 

拠点大学交流事業 － 49 58 43 33 
日本学術振興会 

その他事業 10 8 5 8 9 

文部科学省の以外の省庁 0 0 0 0 0 

日本学術会議 0 0 0 0 0 

国際協力事業団 18 4 7 9 1 
その他政府機関 

国際交流基金 0 0 0 0 0 

その他国内資金 3 1 3 2 1 

外国政府研究機関 0 0 1 1 0 

私  費 8 8 11 7 7 

合  計 64 91 104 215 68 
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４．対象となる活動：学長裁量経費による外国人研究者の招聘 

<着目点に関しての分析状況> 

①活動の実績から見る活動の目標の達成状況 

学長裁量経費による外国人研究者の受入れでは，学長・所長・学部長クラスの研究者を

受入れ，学術交流や国際交流の在り方，途上国への支援等に関する講演・討論を行ってき

ており，国際的な研究土壌を醸成するという目標は，達成できている。 
②活動の実績の年次変化の状況 

 経費総額の関係から毎年１名と，継続性がある。（資料４） 
③資金・環境・時間等の投入資源に対する効率性 

招聘者との友好信頼関係が現在も継続しており，投入費用に対する効率はよいと判断し

ている。 

 

 
 
資料４ 
学長裁量経費による外国人招聘実績 

（平成１０年度） 
１．招へい者  インドネシア共和国高等教育総局学術局長  
        Dr. Satryo Soemantri Brodjonegoro 氏 
２．日  程  平成１１年２月１２日（金）～平成１１年２月１８日(木) 
３．内  容   ①本学及び関係団体へのインドネシアからの支援依頼 
          文部科学省，日本学術振興会，国際協力事業団を訪問 
         ②特別講演「インドネシアにおける 1996－2020 年の高等教育開発」 
          文部科学省，日本学術振興会，国際協力事業団を訪問 
         ③教育研究，学術交流に関する意見交換 

（平成１１年度） 
１．招へい者  タマサート大学シリントン国際工学部長  
        Prof. Dr. Prida Wibulsawas 氏  
２．日  程  平成１２年３月５日（日）～平成１２年３月８日(水) 
３．内   容  ①特別講演「タイ国における工学教育および関連する技術教育:工学教育の様式および基

本理念,主要成績指標,および工学国際教育 」 
②今後の英語特別コースに対する問題点，カリキュラムについて，より充実したものに

するため意見交換 
（平成１２年度） 
１．招へい者  バンドン工科大学教授（前インドネシア共和国高等教育総局学術局長、元バン

ドン工科大学副学長）Prof. Dr. Harsono Taroepratjeka 氏 
２．日  程  平成１３年３月３日（土）～平成１３年３月７日(水) 
３．内   容  ①特別講演「インドネシアにおける大学自立化へのＩＴＢ（バンドン工科大学）の取り組

みとそのモデル」 
②インドネシアにおける大学自立化へのＩＴＢと両国の学術交流及び国際交流のあり方

について意見交換 

（平成１３年度） 
１．招へい者  コロンボ大学計算工学研究所長 Prof. Dr. V.K.Samaranayake 氏  
２．日  程  平成１４年２月１１日（月）～平成１４年２月１７日(日) 
３．内   容  ①特別講演「スリ・ランカにおけるＩＴの現状」 

① スリ・ランカにおけるＩＴの現状と両国の学術交流及び国際交流のあり方について 
意見交換 

（平成１４年度） 
１．招へい者  ミュンヘン工科大学電気工学科教授Prof. Friedrich Schneider 氏 
２．日  程  平成１５年２月２６日（水）～平成１５年３月５日(水) 
３．内   容  ①特別講演「Technische Universitaet Muenchen and its Positioning in the Global 

Educational Market」 

②国際英語コースの取り組み・途上国への支援に関する情報について意見交換 
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<判断結果の根拠・理由> 

 着目点での分析結果のとおり，大半の活動で目標に達しており，年次変化の面でも安定し

た実績又は上昇も伺える。投入諸資源に対しての効率性も確認できる。 

<判断結果> 

よって，「活動の実績」の観点では，目標に照らしては「優れている。」と判断される。 

 

 観 点 活動の効果 

 
 観点ごとの 
 自己評価 
 
※「実績や効果の状況」，「判

断結果の根拠・理由」，「判断

結果」を必ず記載してくださ

い。 

１． 対象となる活動：教職員の海外派遣 

<着目点に関しての分析状況> 

①活動の実施担当者，相手方の得た成果・満足度 

 教員の海外派遣によって研究の質が向上した。そのことは，文部科学省２１世紀ＣＯＥ

に２件の採択としても現れている。また，事務職員の海外派遣により学内に語学力の重要

性と国際感覚の認識が高まった。 

②社会的ニーズへの対応 

本学のような高等教育研究機関が国際環境を整備することは，世界における我が国の国

際的地位を平和的に維持するという社会のニーズに大きく寄与するものであり，本学では

特に研究の先端性の広報と開発途上国工学教育支援の観点で優れた貢献をしている。 

③「目的」の達成に向けての貢献 

大学組織の国際化という目的に対し，本学の研究の世界的認知，職員の国際的感覚の醸

成，全学的な国際環境の整備の観点で，優れた貢献をしている。 

 

２． 対象となる活動：外国人教員の採用・外国人研究者の受入れ・学長裁量経費による外国

人研究者の招聘 

<着目点に関しての分析状況> 

①活動の実施担当者，相手方の得た成果・満足度 

本学に受入れている外国人研究者を対象に，研究協力課国際企画係が最近実施したア

ンケート（回収率 89％）によれば，本学における研究生活に対して，75％が「とても満

足している」か「まあまあ満足している」と回答している。 

②社会的ニーズへの対応 

国際環境の整備への寄与という社会ニーズに対し，講義・講演・報道等を通して貢献し

ている。 

③「目的」の達成に向けての貢献 

大学組織の国際化という目的に対して，主として国際的な研究土壌の醸成に大いに貢献

している。  

<判断結果の根拠・理由> 

  着目点での分析結果のとおり，活動の相手方の満足度が高い部分もあったが，間接的な

判断しかできないものもあった。 

 

<判断結果> 

よって，「活動の効果」の観点では，目標に照らして「相応である」と判断する。 
 

 
補足説明事項 
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Ⅱ 評価項目単位の自己評価結果 

 

評 価 項 目：実施体制 

水 準 目的及び目標の達成に相応に貢献している   

水準の判 

断に当た 

っての考 

慮事項 

27 の活動の実施体制を３観点（合計 81 評価項目）から評価して、「優れている」と判定され

たのは、20 評価項目であるのに対して、残りのすべての評価項目が「相応」の判定である。

これは実施体制の整備・機能については 18/27 が「優れている」と判定しているのに対して、

目標の周知・公表,改善システムの整備･機能の判定がほとんど「相応」と判定しているため

である。情報開示・改善のシステムは最近国立大学にも導入されたものであり、致し方ない

面もある。 

特色ある取組 

 

 

 

工学教育国際協力研究センターを設置した取組みである。1990 年からの本学の

国際協力における実績と人材を生かした取組みである。 
同様なセンターは広島大学、筑波大学、名古屋大学、東京大学の総合大学に設

置されているが、大学規模から当該センターの本学設置は特筆すべきである。

当センター設置により開発途上国の工学教育支援がインドネシアとベトナムで

具体的に動き出した。 
特に優れた点 

 

 

 

国際協力・貢献事業を推進する実施体制として工学教育国際協力研究センター

を設置したが、このセンターの活動方針・運営方針を検討するために、広く外

部の国際協力関係機関の代表（文部科学省大臣官房国際政策課長、外務省技術

協力課長、国際協力事業団社会協力開発部長、国際協力銀行調査部長、長岡技

術科学大学副学長、国立高等専門学校協会国際協力部会長）を委員とする運営

協議会を設置している点である。このような協議会は他大学の国際協力センタ

ーでは設置していない。年 2 回の会議で国際協力関係機関との連携を非常に強

く構築している。 
改善を要する点 

 

 

 

改善システムの整備・機能については、すべての活動項目および分類で「相応

である」という判定となった。現在、体制の整備、実績で「優れている」ので

特に改善システムの整備を実施する必要がなかった。しかし、「国際的連携と交

流」で持続的な発展を図るためには問題・改良点の抽出とその解決法を検討す

る改善システムの整備を各活動項目で早期に構築しておく必要があろう。 

特に優れた点

及び改善を要

する点等 

 

※１ 各観点ごとの評価

の中で，特に重要な点を記

載してください。 

※２ 「判断結果」,「根

拠・理由」を必ず記載して

ください。 

問題点 
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評 価 項 目：活動の内容及び方法 

水 準 目的及び目標の達成に十分貢献している 

水準の判 

断に当た 

っての考 

慮事項 

27 活動、2観点の計 54 評価項目のうち 34 項目に内容と方法について「優れている」と判断

された。特に本学は国際協力に最大の重点を置いており、このことを更に加味して上記の水

準とした。 

特色ある取組 

 

 

 

日本学術振興会拠点大学方式学術交流事業では「活動の内容及び方法」が優れ

ていると認められ、高い競争率を勝ち抜いて、韓国技術教育大学校を韓国の拠

点大学として「次世代半導体開発」に関する国際共同研究を立ち上げた。現在、

日本の 39 大学・研究機関の拠点・協力機関から 116 名が、韓国の 41 大学・研

究機関の拠点・協力機関から 109 名が参画している。このように、日韓で大き

な共同研究の流れを形成している。 

特に優れた点 

 

 

 

本学のこれまでの「国際的連携と交流活動」の活動内容が特に優れていること

が決め手となり、本年度、豊橋市を中心とする東三河地区が国の推進する構造

改革特別区の「国際自動車特区」として認定された。本学は今後も国際自動車

特区の中心的存在となり、外国大学・企業との共同研究を推進することとなる。

改善を要する点 

 

 

 

大学組織として国際化の活動は教官並びに事務局とも非常に活発である。反面、

日本人学生の国際化は多少立ち遅れている。TOIC, TOEFL の受験推奨、海外研

修制度による海外渡航の推奨等が個々に実施されているが、国際的な場でディ

ベート出来る技術者を育成するための総合的活動計画を策定していく必要があ

ろう。 

特に優れた点

及び改善を要

する点等 

 

※１ 各観点ごとの評価

の中で，特に重要な点を記

載してください。 

※２ 「判断結果」,「根

拠・理由」を必ず記載して

ください。 

問題点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なし 
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評 価 項 目：活動の実績及び効果 

水 準 目的及び目標の達成に十分に貢献している 
水準の判 

断に当た 

っての考 

慮事項 

27 活動 2 観点の計 54 評価項目のうち 45 項目で「優れている」と判断され、9 項目で「相応」

という判断であり、また特に本学は国際協力に最大の重点を置いており、このことを更に加

味して上記の水準とした。「特に優れた点」に述べているように、本学の活動は国際協力と地

域の国際化支援に目覚しい成果を挙げており、本学の掲げる目的を十分に達成している。 

特に優れた点 

 

 

 

１． 工学教育国際協力研究センターを中心にして、インドネシア大学院設

置（GRASE）プロジェクト並びに、ベトナム高等教育支援（AODAI）プロジ

ェクトの開発を進めている点である。インドネシア大学院設置プロジェク

トはインドネシアの地方４大学と連携を取りながらプロジェクト開発を実

施している。ベトナム高等教育支援プロジェクトはホーチミンシティー工

科大学、ダナン大学、ハノイ工科大学と地域経済開発推進を目的とした大

学支援プロジェクトを開発する。 

２． 本学のこれまでの卓越した国際的連携および交流をバックに、豊橋市

を中心にした東三河地区が構造改革特別区域（国際自動車特区）として国

から認定された事である。申請に当たり、本学の国際共同研究、外国人研

究者受入れ、留学生受入れの実績が高く評価された。世界的な自動車産業

の集積基地として自動車の生産からリサイクルまでを包含した「国際自動

車コンプレックス計画」の中で本学は国際共同研究の推進母体および国際

人材育成機関となる。 

３．外国人留学生受入れ人数が学生定員比率で全国トップクラスである。現在

の外国人留学生・研修生の数は約 190 名であり、学生定員の９％強である。

1 工学課程（学科）の学生定員が 55 名であるから、一クラスに約 5 名の留

学生がいることになる。 

改善を要する点 

 

 

 

日本で就職を希望する留学生は年々増加している。しかし、地域企業へ就職す

る留学生の人数はまだまだ少数である。企業からの求人意欲を満たすに至って

いないが、企業の規模、業種等に関し留学生の希望と必ずしも一致しないこと

が大きな原因である。また、企業の留学生受入態勢が必ずしも整っていない事

もある。地域の国際化推進支援の一環として、今後、留学生の就職に関して、

地域企業と留学生の仲介をより綿密に実施していくことが必要である。 

特に優れた点

及び改善を要

する点等 

 

※１ 各観点ごとの評価

の中で，特に重要な点を記

載してください。 

※２ 「判断結果」,「根

拠・理由」を必ず記載して

ください。 

問題点 

 

 

 

なし 
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§３ 特記事項 

アジアをはじめとする開発途上国の平和と持続的経済発

展を支援し、世界の恒久的な平和と持続した繁栄に貢献

するために、本学は大学の持つ人的ならびに知的資源を

最大限に活用し、国際協力の活動を展開することをその

大きな使命と捉えている。この考えのもと、1990 年ごろ

から大学組織として国際協力活動の推進を行ってきた。

その経験と実績に基づいて、平成１2 年 4 月に工学教育

分野の国際協力を総合的に、効率的に、効果的に推進す

るための工学教育国際協力研究センターを設置した。セ

ンターの活動を今後も更に推進し、世界およびアジア・

アフリカの持続的繁栄に貢献していく所存である。 

一方、グローバル化時代の高等教育には国境はなくなり、

教官・学生が自由に世界の国々の大学をまわり、教授し

たり、教育を受けたりすることが出来るようになる。こ

のような状況下でなお、本学のプレゼンスを維持または

向上させるためには、これまでの大学間交流による教

育・研究の交流では不十分であり、大学事務所の海外展

開が必要である。本学はこのような考えに立ち、大学海

外事務所開設の構想を持っている。この事務所の役割は

教育・研究の支援ばかりでなく、本学の推進する国際協

力分野でも重要な役割を果たす。事務所の任務としては

当面以下の事が考えられる。 

1. 学生のリクルート等 

2. 交流事業の促進 

3. 留学生同窓会組織の運営 

4. 共同研究の補助 

5. 各種コンサルタント業務の補助 

6. プロジェクト開発・調査関係 

今後益々少子化に向かう我が国で、優秀な学生の獲得は

大学にとって社会的役割・責任を果たす上に重要な問題

である。東南アジアから優秀な留学生を受入れ、世界で

活躍できる人材の育成は世界の恒久的繁栄にとつなが

り、大学に課せられた使命と考えている。 

 

 

 




