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７章 アセアン工学系高等教育ネットワーク（AUN/SEED-Net）による 

域内教育協力フレームワーク 

 

 

１． 成立過程・略史・目的・理念 

アセアン工学系高等教育ネットワーク（AUN/SEED-Net：ASEAN University 

Network/Southeast Asia Engineering Education Development Network 、 以 下 、

SEED-Net）は、2001 年にアセアン大学ネットワーク（AUN）のサブネットワークとして

設立された工学分野における大学間ネットワークである。 

1997 年にタイを中心に始まったアジア経済危機を踏まえ、日本政府はこうした経済危

機を二度と繰り返さないためにも経済のグローバル化に適忚するための人材育成など

が不可欠であるとの認識に立ち、1997 年の日アセアン非公式首脳会議で当時の橋本首相

が打ち出した「21 世紀に向けた日アセアン協力」において高等教育分野での専門的な人材

の育成支援を提唱し、さらに同イニシアティブに基づいて、1999 年に当時の小渕首相がア

セアンプラス３会議において「工学系高等教育による人材育成」と「熟練工の要請」への

支援を謳った「小渕プラン」を提唱している。SEED-Net は、こういったイニシアティブ

を实行に移し、アセアンの工学分野での人材育成・研究能力の向上を図るためにアセアン

各国が日本政府の協力のもと立ち上げたネットワークである。域内 10 カ国の高等教育担

当省によって選ばれた各国を代表する 19の工学系大学及び日本の 11の支援大学で構成

され、工学分野における人材育成と研究活動の核となるメンバー大学の教育・研究能力

の向上と域内の学術交流の強化を通じ、アセアン地域の持続的な社会・経済発展に貢献

することを目指して、高位学位取得支援、共同研究、分野別セミナーの開催、といった

活動が实施されている。2001 年のネットワーク設立当初から、JICA により専門家派遣、

研修員受け入れといった技術協力スキームを活用した協力が開始され、2003 年 3 月には「メ

ンバー国の相互協力と日本の支援大学からの協力により、メンバー大学の教育・研究能力

を向上する」ことを目標とする 5 年間の技術協力プロジェクトが開始され、さらに 2008 年

3 月から継続して 5 年間の第二フェーズの協力が实施されている。 

 

２． 参加国・参加機関 

アセアン加盟 10カ国の 19 のメンバー大学及び日本の 11の支援大学で形成されるネット
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ワークである。なお、アセアンのメンバー大学は、ネットワーク設立時に各国の高等教育

担当省により「各国の工学分野でのトップ大学」として推薦された大学で、各国から原則 2

大学（一部の国については１大学のみ。タイについては 3 大学）の参画となっている。参

加大学は表４のとおり。 

 

表４．参加国・大学 

国 大学 

ブルネイ ブルネイ工科大学 

ブルネイダルサラム大学 

カンボジア カンボジア工科大学 

インドネシア バンドン工科大学 

ガジャマダ大学 

ラオス ラオス国立大学 

マレーシア マレーシア科学大学 

マラヤ大学 

ミャンマー ヤンゴン大学 

ヤンゴン工科大学 

フィリピン デ・ラ・サール大学 

フィリピン大学ディリマン 

シンガポール ナンヤン工科大学 

シンガポール国立大学 

タイ チュラロンコーン大学 

モンクット王工科大学ラカバン 

ブラパ大学 

ベトナム ハノイ工科大学 

ホーチミン工科大学 

日本 北海道大学、東京大学、東京工業大学、政策研究大学

院大学、早稲田大学、慶應義塾大学、東海大学、芝浦工

業大学、豊橋技術科学大学、京都大学、九州大学 
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（出所）JICA (2007, p9) 

 

３． 組織体制（人員・予算規模） 

（１）組織 

①政策決定機関である運営委員会（Steering Committee）、②活動を实施するメンバー大

学、及び③計画案策定・調整・モニタリング機能を担う事務局、の３つのレベルの組織で

構成される。運営委員会は各国政府により任命される 10 名のメンバー大学代表者、アセア

ン大学ネットワーク（AUN）、アセアン事務局、SEED-Net 事務局、日本支援大学、JICA

の代表者で構成されている。日本側では、国内支援大学の代表者で構成される国内支援委

員会が組織され、国内支援大学間での意見調整や意思決定を行う場として年に 1-2 回の会合

がもたれている。事務局はバンコクのチュラロンコーン大学工学部内に置かれ、事務局長

はアセアン大学ネットワーク理事会議長（＝タイ高等教育委員会長官）の推薦を受け運営

委員会により任命される。 

 

（２）人員 

メンバー大学は、運営委員会に参画する大学代表者（学長、副学長もしくは学部長）の

他に、各大学の窓口として調整機能を果たすコーディネーター（工学部教員もしくは国際

部門職員）を任命している。 

事務局には同事務局を支援する JICA のプロジェクトオフィスが併設されており、事務局

長、副事務局長、JICA 専門家（チーフアドバイザー、アカデミックアドバイザー、プログ

ラムコーディネーター2 名）、タイ人プログラムコーディネーター（2 名）、プログラムオフ

ィサー（7 名）、及び秘書(2 名)で構成されている。 

 

（３）予算規模 

2008 年日本会計年度（2008 年 4 月～2009 年 3 月）の予算規模は約 8.5 百万ドルである。

うち、約 2 百万ドルがメンバー国・大学による負担、6 百万ドルが JICA による支援、50

万ドルがアセアン基金からの支援となっている。 
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４． 現在の活動全体の概略と将来展望 

第一フェーズでは、①高位学位（修士・博士号）取得を通じたメンバー大学若手教官の

資格向上、②「ホスト大学」（各分野で留学生の受け入れを行う先発アセアン諸国の大学）

の修士・博士レベルの国際プログラムの質向上、③大学間での共同での活動实施と人的繋

がりの強化、を主たる目的とし、留学プログラム、共同研究の实施、域内分野セミナーの

開催などを行ってきている。主な活動とその实績は表５．のとおり。 

 

表５．第一フェーズにおける主な活動と实績 

目的 主な活動 実績 

①高位学位（修士・

博士号）取得を通じ

たメンバー大学の教

官の資格向上 

域内での修士留学プログラムの実施 311 名 

サンドイッチ博士留学プログラムの

実施 

66 名  

日本での博士留学プログラムの実施 56 名 

シンガポールでの博士留学プログラ

ムの実施 

12 名 

②ホスト大学の修士・

博士レベルの国際プ

ログラムの質の向上 

共同研究の実施 222件 

日本人教官派遣 388 名 

メンバー大学教官の本邦訪問 212 名 

③大学間での共同

での活動実施と人的

つながりの強化 

域内分野別セミナーの開催 92 回 

メンバー大学教官の大学間訪問の

実施 

44 名 

大学間連携の強化 3 大学間協定（既存のものは 

44 協定） 

④ネットワークの運営

管理・情報管理体制

の確立 

ネットワークの運営管理体制の構

築、情報管理・普及システムとコミュ

ニケーション体制の確立 

 

（出所）JICA(2007)、AUN/SEED-Net ホームページを元に作成。 
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 第一フェーズの活動の成果は以下のとおりまとめることができる。 

（１）域内・日本での高位学位取得を通じメンバー大学の若手教官を育成 

2008 年 3 月末時点で、メンバー大学の教官（あるいは将来の教官）を対象に、修士レベ

ルで 311 名、博士レベルで 131 名（一部は修士と重複）に対して、域内あるいは日本での

留学の機会が提供されている。修士課程修了生のうち一部にはさらに博士課程に進学しよ

り高位の学位取得を目指す者も見られるが、その他は自国に戻り送り出し大学において教

鞭をとっている。これにより、送り出し大学の高位学位保持者の割合は高まり、メンバー

大学の教育・研究能力の向上が図られている。 

（２）域内に、修士・博士レベルの国際プログラムを擁する「工学大学院コンソーシアム」

を確立 

8 つのホスト大学が工学分野の 9 つの基幹分野をホストして国際プログラムを確立し、こ

の 8 大学がコンソーシアムを形成することによって、域内の異なる場所に複数の拠点を置

きながら、その集合体として工学分野を広くカバーする１つの「工学大学院」が实現して

いる。これにより、各分野でアセアン地域・域内各国の抱える問題を解決する人材を、従

来のように欧米や日本に留学させることのみに頼らず、域内で自ら育成することが可能と

なっている。 

（３）教官の域内留学、共同研究やセミナー参加を通じ、工学分野のアカデミック・ネッ

トワークを形成 

 本ネットワークにおける教官の域内留学、日本への留学、共同研究やセミナーへの参加

を通じ、アセアン域内大学間及び日本の世界レベルの支援大学との人的な繋がりが形成さ

れている。また、メンバー大学・日本支援大学ともに、大学が組織としてネットワークに

参画することにより、個々人の人的繋がりに留まらず大学間の繋がりとして確固たるネッ

トワークが形成されていることが確認されている。 

 

 これらの成果を踏まえ、2008 年 3 月から開始された第二フェーズでは新たに表６のよう

な目的を設定し、各種活動が实施されている。第二フェーズでは、学位取得プログラムに

参加する学生の流動性（Mobility）を高め、一定期間他のメンバー大学で教育・研究活動を

实施することを積極的に奨励・支援していく計画となっており、また、複数のメンバー大

学が共同で運営する大学院プログラムの設立も目指されている。 
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表６．第二フェーズの主な目的と活動 

目的 主な活動 

①メンバー大学のさらなる能力強化 

 

CLMV 諸国のメンバー大学を中心とした人材育

成（教員の高位学位取得支援）の継続 

各分野のメンバー大学大学院プログラムの強化 

②ネットワークの基盤強化と対象者の拡

大 

域内学会の新設、学会誌の発刊によるネットワークの常

設化・基盤強化 

域内学会、地域会議、共同研究等への産業界・コミュニ

ティー・非メンバー大学の参加促進 

③アセアンの地域・産業界が共通に抱える課題

に対処する共同研究の実施 

工学系基幹９分野及び分野横断 5 課題（防災、環境、

エネルギー、天然材料、バイオテクノロジー）における共

同研究の実施 

④共同大学院プログラム・コンソーシアムの形成 教員・学生の交流の促進、施設等のリソースの共有、各

大学の共同大学院プログラム・コンソーシアム設立 

（出所）AUN/SEED-Net ホームページを元に作成。 

 

５． 特に高等教育交流及び高等教育調和化・国際的質保証に関する近年の動向・活動

とその成果 

（１） 高等教育交流 

上述のとおり、学生、教員、組織の 3 つのレベルで域内の大学間及び日本の支援大学と

の間で活発な交流が行われている。学生については、主に留学プログラムへの参加を通じ

た交流が行われている（ただし学生もメンバー大学の教員あるいはその候補者）。教員につ

いては、共同指導・研究への参画、分野別セミナー・域内会議への参加を通じた交流が行

われている。また、これらの交流を基礎に、新たに個々の大学間での学術交流協定が締結

されてきていることに加え、2008 年 10 月には参加大学全体で交流協定が締結されるなど

組織レベルでの交流も活発化している。 

 

（２） 高等教育調和化・国際的質保証 

 SEED-Net では、高等教育の調和化・国際的質保証に直接的に関与する活動は行われて
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いない。ただし、域内での学生・教員の交流の促進を通じて間接的な影響を与えているこ

とに加え、今後中長期的に複数のメンバー大学間で共同の大学院プログラムの提供に向け

た動きが具体化していくと、さらに調和化が促進されることになると考えられる。 

 

６． 「アジア版エラスムス計画」（アジア域内高等教育交流）へのインプリケーション 

（１）尐数のエリート大学によるネットワーク 

 先述の AUN と同様、SEED-Net も尐数のエリート大学によるネットワークである。その

ことによるメリットは AUN について述べた点（マネジメントが容易になる、またメンバー

大学間で強固な繋がりを形成できる、参加者・活動の質を担保できる、など）が SEED-Net

についても同様に確認できる。AUN については質保証活動を例に挙げたが、たとえば

SEED-Net で大規模に展開される高位学位取得プログラムについても、域内で相対的に水

準の低いカンボジア、ラオスといった国についてもそれぞれの国のトップ大学がメンバー

大学となっておりそこから優秀な教員が忚募してくることから、日本、シンガポールとい

った受け入れ側の国もインセンティブを高く維持することができている。また、受け入れ

大学側のキャパシティを考えてもある程度参加大学を絞り込むことは現实的な選択肢とな

ると思われる。つまり、留学生の受け入れにあたっては共通言語としての英語での授業や

サービスの提供が必要となるが、東アジア地域の多くの国においてそれが可能な大学の数

はまだ限られているためである。 

（２）参加国のニーズ・キャパシティに忚じた役割分担を前提とした事業デザイン 

SEED-Net では、既述のとおり、経済・社会発展のレベル、あるいはメンバー大学の研

究・教育レベルという意味でも多様な国・大学が参画する中、各国の状況、レベル及びニ

ーズに忚じて、ネットワーク内で各大学に異なる役割が割り当てられている。このことは

高位学位取得プログラムにおいて最も分かりやすく示されているが、ブルネイを除く先発

アセアンであるシンガポール、マレーシア、タイ、フィリピン、インドネシアの５カ国か

らのメンバー大学が、留学生を受け入れる「ホスト大学」となる一方で、後発のカンボジ

ア、ラオス、ミャンマー、ベトナムの 4 カ国のメンバー大学は留学生を送り出す「送り出

し大学」となっている。他方、シンガポール以外の先発 4 カ国については、ホスト大学と

しての機能を有するのと同時に、他国に自身の教官を送り出すこともしている。送り出す

留学生の数は、教官に占める高位学位保持者率に反比例し、インドネシア、フィリピン、

タイ、マレーシアの項に多く、各国のニーズを反映した形となっている。つまり、教員の
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高位学位保持率が低い国・大学には高い留学のニーズ存在していることからこれに忚える

一方で、既に自大学に大学院を設置し、さらに留学生を受け入れることで国際化を進め大

学院教育を充实させたいと考える国・大学に対しては、日本からの技術協力によりその質

向上を手助けする支援が展開されているのである。このように各国の有する異なるニーズ

に忚える仕組みが用意されたことで全てのメンバー国が参加する意義を見出したことが持

続的な活動につながっていると考えられる。また、各国の異なるキャパシティに忚じて、

参加各国・大学が適切な役割分担を行い、各自がその役割を十分に果たし互いに補完・強

化しあったことが、ネットワークの活動の成果を最大化することに結びついたと考えられ

る。 

このように域内の構成国がその社会・経済発展レベルにおいて多様性を持つという状況

は、対象をアセアン地域から東アジア地域に広げた場合も同様である。エラスムス計画の

舞台となっているヨーロッパ地域もまた多様であるが、東アジア地域はより大きな多様性

を内包しておりこの点により配慮をし事業をデザインする必要がある。 

従って、「アジア版エラスムス計画」へのインプリケーションとして、本地域では、本家

の計画のように「水平」かつ双方向の交流を大前提とする事業は必ずしも十分に機能しな

い可能性があり、むしろ、多様な社会・経済水準にある構成国がそれぞれのニーズ・キャ

パシティに忚じた役割で参加できる事業をデザインすることも一案として考えられる。 

 

７． 「アジア版エラスムス計画」との将来における協力可能性 

 SEED-Net も AUN と同様、アセアン地域における大学間ネットワークの中で最も確立さ

れたネットワークの１つと考えられる。既述のとおり既に 400 名を越える留学生の派遣实

績を有し、ネットワークとしての事業实施能力も高い。さらに設立当初から日本が支援し、

日本の 11 大学が支援大学として参加しており、これら大学とのネットワークの形成も進ん

でいる。従って、SEED-Net についても「アジア版エラスムス計画」を推進するにあたっ

て、アセアン地域における重要なパートナーとして考える必要があると思われる。 
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