
1．はじめに

1-1研究の背景

　近年、急速な情報化、国際化、少子高齢化等の社会経

済情勢の変化により、21 世紀の国の活力の源泉である

都市の魅力と国際競争力を高めることが急務となってい

る。大学においても、少子化による国内学生の減少や、

国際競争力確保のため、留学生の受け入れ拡大が図られ

ている。2008 年には「留学生 30 万人計画」が政府から

打ち出され、今後ますます多くの外国人が日本で生活す

ることが想定される。特に国際化拠点整備事業（G30）

の拠点として採択された国内 13 大学は、それぞれ留学

生の受入目標等を定め、制度及び施設整備を進めている。

　また、地方分権化に代表される日本の地域社会を取り

巻く社会経済の変化に伴い、受け入れを行う大学自体の

役割が「研究」「教育」の他に「社会連携」や「地域貢献」

としても認知され、まちづくりの担い手や地域資源とし

て期待され始めている。

　以上のような背景より、留学生受入れ環境の整備は単

に留学生の居住環境整備だけを目的にするのではなく、

地域の活力創出や魅力向上に活用されうる国際交流の拠

点としての活用も視野に入れた、まちづくりの一環とし

ての整備と捉えることが重要だと考える。

1-2研究の目的

　本研究は、国際化拠点整備事業に採択された 13 大学

における留学生居住施設の整備実態及び活用実態を把握

するとともに、その施設の立地特性を分析し、施設の空

間整備と活用実態との関係性から、その国際交流拠点と

しての可能性を明らかにすることを目的とする。

1-3既往研究

　本研究で扱う外国人留学生向け施設に関する既往の研

究はその主なテーマより二分することができる。施設の

空間整備を扱ったものには、日本学生支援機構の管轄す

る留学生宿舎をビルディングタイプ別に分類した多田ら

の研究 1）や留学生宿舎のインターナショナルハウスへ転

用するための建築条件を扱った浅野らの研究 2）、大学に

おける留学生宿舎提供の現状について施設のタイプ毎に

考察した鈴木の研究 3）などがある。

　また、施設の活用実態について扱ったものには、留学

生の生活行動および空間への意識に関する調査から留学

生の施設の使い方の実態を明らかにした李らの研究4）や、

宿舎内での生活支援及び交流支援の実態を明らかにした

TEOHらの研究 5）がある。

　これらの研究において、主対象となっているものは施

設単体や居住者同士などの内部環境であり、施設と都市

や地域といった大きなスケールで、外部との関係も踏ま

えて留学生居住施設を扱ったものは見られない。

1-4研究の構成

　図1に研究のフローを示す。まずG30採択大学が提供

する施設それぞれの整備実態及び活用実態をアンケート

調査により把握する。合わせて対象施設をG30開始の前

後で分類・比較し、事業開始による整備傾向の変化や、

整備状態と活用実態の関係を分析する（2章）。次に対象

施設を立地条件から分類し、全国的な施設の立地傾向を

見る（3章）。その後それぞれの結果より、立地特性と各

施設の整備及び活用実態の関連を分析する（4章）。立

地特性のパタン毎にその国際交流拠点としての可能性を

考察すると共に整備関係者へのヒアリング調査と合わせ

て、今後の施設整備及び活用の現実的課題の抽出を行う

（5章）。最後に留学生居住施設の国際交流拠点としての

整備に関する提案、考察をまとめて総括とする（6章）。

1-5対象施設の選定

　本研究ではG30に採択された各大学が提供する留学生

向け居住施設を対象とする。選定方法は各大学のホーム

ページ及びリンク先、関連ページからの情報収集並びに、

各大学担当者からの情報提供により決定し、計 126 施設

外国人留学生居住施設の整備実態とその国際交流拠点としての可能性に関する研究

-国際化拠点整備事業 (G30) 採択大学を対象として -

仲摩　純吾

12-1

図 1　研究のフロー
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を対象施設とした（表 1）。

2.施設の整備・活用の実態

　各大学担当者を通して施設の整備状況及び活用実態に

関するアンケート調査を行い、10大学 63施設の回答を

得た（対象施設に対する回収率50.0％）。

2-1施設の管理形態

　最も多く見られた形態は大学が所有し管理する施設で

あり、46％を占めている（図2）。次に多いのが大学が所

有し管理を民間企業に委託している施設で3割弱となっ

ている。しかし民間企業が管理する施設を大学として留

学生に推薦するなどの連携体制はあまりみられない。

2-2施設整備の傾向

　G30 採択後に建設された施設は規模が小さい傾向があ

り、居室も単身者向けのみの施設が主流と言える（図3）。

しかし、中には全ての居室をシェアタイプとした施設や、

日本人学生も一定割合住まわせることにより意図的に留

学生用の居室割合を下げ、日本人学生との混住を売りに

した施設も登場している。特に後者は既に増加傾向が見

られ、居室単体より施設全体のコンセプトに変化をつけ

ての差別化が図られている。

2-3活用実態の変化

　G30 採択後の施設は築年数が新しく、施設規模が小さ

くなったにも関わらず、採択前に建設された施設に比べ

て空室率が10％程度高い傾向がある（図3）。

　高空室率の要因の一つとしてRA（レジデントアシスタ

ント）制度導入割合の減少が考えられる。G30採択後の

施設での導入率は低いが、全国的には居室充足率の高い

施設ほど制度を導入している傾向が見られる（図4）。　

　また、留学生向けの居住施設では居住者同士の交流促

進や、地域との関係を深める目的でイベントを開催して

いるところも多いが、G30採択後にできた施設は採択前

の施設に比べ、イベントの開催割合が低い傾向が見られ

る（図5）。イベントの種類別に見てみると、居住者同士

の交流行事や外部を招いてのイベントは2割程度減少し

ているが、地域と共同で主催するイベントに関しては全

体に占める割合は低いものの減少傾向が見られない。

　イベントの内容をみると、全体では歓迎会などの一般

行事や季節行事を開催している施設が多い（図6）。しか

し、地域共同イベントを行っている施設だけを取り出し

てみると、異文化交流を扱っている割合が高く、特に外

国文化に関しては全体平均との差が最も大きく50％以上

高い割合で開催されている。地域と連携が取れている施

設では、留学生の自国文化紹介等を通した交流により、

地域の交流拠点として機能していることが伺える。

3.施設の立地特性による分類

3-1分類手法と結果

　本章では施設の立地条件として次の 5項目を調査し、

結果を変数として用いた階層クラスター分析を行う。

調査項目1：外国人割合

地区の外国人人口が地区内人口に占める割合

調査項目2：地区分担率

地区の外国人人口が都市全体の外国人人口に占める割合

調査項目3：キャンパス距離

対象施設から最寄のキャンパスまでの直線距離

調査項目4：中心部距離

対象地区が含まれる市区町村の役所までの直線距離

調査項目 5：コミュニティ距離

外国人コミュニティ地区（地区分担率の上位 50％を構

成する地区）までの直線距離を、該当地区の地区分担率

で除した疑似距離の平均値
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図 2　管理者別施設数

図 3　G30 前後の施設建設数と施設変化

図 4　RA 制度と居室充足率

図 5　イベント種類別の開催割合

図 6　イベント内容別の開催割合
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G30採択大学 対象施設数
T1大学 11
T2大学 4
T3大学 10
N大学 7
K1大学 10
O大学 6
K2大学 19
K3大学 7
J大学 6
M大学 11
W大学 29
D大学 3
R大学 3

表 1　対象施設内訳
G30前 G30後
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地域共同
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0％

100％
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（日本文化）

①全体（イベントを行っている施設のみ）
②地域共同イベントを行っている施設

異文化交流
（外国文化）

語学などの
講座

季節行事 一般行事
（歓迎会等）

その他

②－①の差



　階層クラスター分析（Ward法）の結果、7パタンに類

型化することができた（図7）。

3-2考察

　留学生向け居住施設のパタンはキャンパス、中心部、

外国人コミュニティ地区までの距離の遠近を基本に、地

区分担率や外国人割合が著しく高いものはその影響によ

り分類されていると捉えられる。

　地区分担率が高いほど都市全域を対象とする広域的な

拠点としてのポテンシャルが高いと考えられるが、地区

分担率が高いと判断されている地区は分担率 8％以上で、

キャンパス距離が 1km程度以下もしくはコミュニティ距

離が 400程度以下のものが同クラスターとして認識され

やすい結果となった（キャンパス近接拠点型、コミュニ

ティ近接拠点型）。

　また外国人割合が 70％程度と著しく高い地区について

も、その特異性からキャンパスなどとの距離に関わらず、

別クラスターに属する結果となった（外国人高密度型）。

4.立地特性ごとの施設整備・活用実態

4-1居室整備の傾向

　立地特性の違いによって整備方針及び居住実態に差異

が表れており、留学生、日本人学生それぞれの居室充足

率を比較すると、同じ拠点型でもキャンパス近接拠点型

は留学生・日本人学生ともに充足率が平均より高くなっ

ているが、コミュニティ近接拠点型では日本人学生の充

足率だけが平均より低くなりやすい傾向が見られ、日本

人居住の確保が課題となっていることが考えられる（図

8）。全体としては、コミュニティ遠隔型や中心部近接型

が居住施設としては留学生には選ばれにくく、外国人高

密度型やコミュニティ近接拠点型、中心部遠隔型は日本

人学生から選ばれにくいことが考えられる。
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図 7　立地特性による施設の分類と各パタンの特徴
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4-2施設運用の傾向

　キャンパス近接拠点型やコミュニティ近接拠点型な

ど、施設によっては地区分担率が 10％を超え、都市全

体の1割の外国人居住が集まっているところも見られる

が、外部者も参加可能なイベントの開催割合は5割程度

とあまり高くなく、他の立地特性の施設も含めてみると

地区分担率が低くなるほど外部参加可能なイベントの開

催割合は低くなる傾向がみられる（図9）。しかし、外部

向けとは逆に居住者向けのイベントは地区分担率の低い

施設程イベントの開催割合が高くなる傾向が見られた。

これは周辺に外国人居住が少ない施設ほど居住者同士の

交流を促進させようとした動きが活発であるためと考え

られる。また、地域と共同で主催するイベントはその開

催割合自体は低いものの、周辺の外国人集積状態に影響

を受けず行われる傾向がある。

5.国際交流拠点整備としての可能性検討

5-1広域拠点活用施設

　広域的な拠点としては地区分担率が高いキャンパス近

接拠点型やコミュニティ近接拠点型が最もポテンシャル

が高いと考えられる。特にキャンパス近接拠点型の施設

は居住施設としては留学生、日本人学生のどちらのニー

ズもあるため、現状のままで日本人混住率を4割程度と

した混住型施設とすることで、キャンパス周辺に住む日

本人学生や留学生を巻き込み、まずは大学と連携して地

域の交流拠点を目指すのが妥当だと思われる。

　しかし、キャンパス近接拠点型は民間管理のものが多

く、施設と大学が連携するためにも、大学と民間の連携

体制を確立しておくことが重要である（図10）。

5-2連携体制の課題

　連携体制の実態を把握するため、ケーススタディとし

て K2大学を取り上げ、その関係部署及び周辺地域の民

間不動産事業者1社にヒアリング調査を行った。

連携への姿勢

　関係部署では倍増する留学生の居室確保のため指定寮

制度を導入しており、大学所有の施設で賄いきれない分

を民間事業者の施設によって対応しようとする姿勢が見

られるが、実態としては広く指定寮を募ることや制度自

体の認知を高めることはできておらず、居室確保は受身

的な対応に留まっている。民間事業者もG30採択を国際

化への契機と捉えながらも、相手が国立大学という性質

上、大学側にとって企業との連携は難しいとの意識が強

く、体制的な連携への取り組みはあまりなされていない。

まちづくりへの展開

　大学・民間事業者の連携が薄く、国際化に向けたまち

づくり的な側面からのマネジメントが欠如した状態であ

るため、まずは既存の行政と大学による協議会に加わえ、

産学官民の連携組織を形成し、情報共有から図っていく

ことが必要だと考える。

6.まとめ

　本研究では、　以下のことを明らかにした。

（1）築年数から施設を G30 の採択前後で分類すると、

G30採択後に建てられた施設は、居室数の減少や単身者

用居室割合の増加などが進む一方、G30採択前のものと

比較すると空室率が10％程度高くなる傾向がある。要因

の一つとしてRA制度の導入割合の減少が考えられる。

（2）G30採択大学の提供する施設は立地条件より 7パタ

ンに分類できる。現在既に外国人居住集積のある地区

（キャンパス近接拠点型、コミュニティ近接拠点型）に

立地しているものは 38施設（30％）であり、多くの施

設は中心部近接型に属する。

（3）広域的な交流拠点としては地区分担率が高いキャン

パス近接型拠点型やコミュニティ近接拠点型施設のポテ

ンシャルが高いと思われる。しかし現状では外部参加可

能なイベントの開催割合は5割と高くなく、居住者同士

の交流促進を目的とする場合が多いため、交流拠点とし

ての活用よりも単なる居住施設としての認識が強いと思

われる。地域に開かれた施設として認知度を上げるため、

外国文化を通じた異文化交流を地域共同のイベント等を

行っていくことが有効だと思われる。
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図 8　立地特性と居室整備の関係

図 9　立地特性とイベントの開催割合
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図 10　立地特性と施設規模・管理


