
32ヶ国・地域　190機関

  オーストリア
＊The Global Education for European Engineers and Entrepreneurs （GE4） （2002.11.14） 
＊ウィーン大学（2010.2.24）

  ベルギー
　ベルギー原子力研究センター（2005.6.16）

  フィンランド
＊アアルト大学（2001.11.5）
＊オウル大学（2004.8.9）
＊タンペレ工科大学（2006.1.31）

  フランス
＊ピエール・マリー・キュリー大学（1999.8.19）
＊レンヌ第2大学（1999.12.3）
＊グルノーブル大学（2000.3.31）
＊ストラスブール大学（2000.3.31）
＊レンヌ第1大学（2000.12.20）
＊国立応用科学院リヨン校（2004.7.13）
＊ボルドー第1大学（2005.7.28）
＊国立中央理工科学校（2006.2.13）
　　リール校
　　リヨン校
　　マルセイユ校
　　ナント校
　　パリ校
＊アルビ鉱山大学（2006.9.12）
＊リヨン政治学院（2008.6.6）
＊リヨン高等師範学校（2008.8.11）
＊エコール・ポリテクニーク（2009.9.9）
＊リヨン第2大学（2009.10.20）
＊コンピエンヌ工科大学（2010.3.15）
＊サンテティエンヌ国立高等鉱山学校（2012.4.5）
＊ボルドー工科大学（2013.7.5）
　リヨン大学（2013.9.9）

  ドイツ 
＊アーヘン工科大学（1998.5.19）
＊ドルトムント大学（1999.3.2）
＊ザールラント大学（1999.10.5）
＊ダルムシュタット工科大学（2003.4.30）
＊ゲッティンゲン大学（2003.10.23）
＊ドレスデン工科大学（2006.6.26）
＊ベルリン工科大学（2009.8.26）
＊ミュンヘン工科大学（2010.8.3）
＊カールスルーエ工科大学（2011.1.18）
＊カイザースラウテルン工科大学（2012.2.1）
＊ハイデルベルク大学（2012.2.2）
＊ヨハネスグーテンベルク大学（2012.2.6）
　ドイツ航空宇宙センター（2013.3.1）
＊パダボーン大学（2013.8.21）
＊ケムニッツ工科大学（2013.10.31）

  イタリア
　ローマ大学「ラ・サピエンツァ」（1990.9.27）
＊フィレンツェ大学（2009.8.21）
＊トリノ工科大学（2010.11.24）
＊ナポリ大学（2012.3.28）
＊ベローナ大学（2013.5.13）
＊ミラノ工科大学（2013.5.14）

  オランダ 
＊グローニンゲン大学（2011.11.17）

  ポーランド
　ポーランド科学アカデミー・触媒表面化学研究所（1999.8.4）

  ロシア
　ロシア科学アカデミー・シベリア支部（1992.8.10）
＊モスクワ国立大学（1998.2.19）
＊ノボシビルスク国立大学（2003.7.4）
　ロシア科学アカデミー・極東支部（2012.1.23）
＊ニジェゴロド国立大学（2012.3.19）
＊極東連邦大学（2012.3.19）

  スペイン
＊グラナダ大学（2012.9.27）
＊バリャドリッド大学（2014.6.11）

  スイス
＊スイス連邦工科大学ローザンヌ校（2000.11.20）
＊スイス連邦工科大学チューリッヒ校（2010.7.21）

  スウェーデン
＊ウーメオ大学（1997.8.18）
＊王立工科大学（2000.9.20）
＊ウプサラ大学（2002.3.20）
＊ストックホルム大学（2003.1.14）
＊チャルマース工科大学（2006.4.19）

  イギリス
　インペリアル・カレッジ・ロンドン"Imperial College London"（1988.5.4）
　ロンドン大学 "The London School of Economics and Political Science"（1989.1.3）
　ロンドン大学 "The School of Oriental and African Studies"（1989.4.10）
　ノッチンガム大学（2001.5.15）
　ヨーク大学（2004.06.07）
＊シェフィールド大学（2009.8.21）
　ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン（2013.11.21）

  ウクライナ
＊ウクライナ国立工業大学（キエフ工科大学）（2004.6.2）

  モロッコ
＊ムハンマド5世大学 - アグダル（2001.4.30）

  南アフリカ
＊クワズールー・ナタール大学（2010.12.20）

  イラン
＊テヘラン大学（1999.8.25）

  トルコ
＊イスタンブール工科大学（2011.10.3）

  中国
＊東北大学（1983.8.5）
＊中国科学技術大学（1998.6.15）
＊清華大学（1998.8.31）
＊南京大学（1999.9.1）
＊北京大学（1999.11.10）
＊吉林大学（2001.3.1）
＊浙江大学（2001.4.9）
＊復旦大学（2001.4.19）
＊武漢理工大学（2001.4.30）
＊重慶大学（2001.7.4）
＊同済大学（2002.8.13）
＊中国海洋大学（2002.10.21）
＊北京科技大学（2002.10.25）
＊南京航空航天大学（2003.3.10）
＊厦門大学（2005.6.29）
＊華中科技大学（2005.10.12）
＊西安交通大学（2006.8.31）
＊華東師範大学（2006.9.20）
＊北京航空航天大学（2006.12.16）
＊蘭州大学（2007.4.17）
＊天津大学（2007.6.8）
＊大連理工大学（2007.6.16）
＊揚州大学（2008.6.20）
　中国社会科学院（2008.10.15）
＊東南大学（2009.6.29）
＊上海交通大学（2009.10.15）
＊北京工業大学（2010.10.16）
＊北京郵電大学（2010.10.17）
＊香港科技大学（2011.2.1）
＊上海海洋大学（2011.12.5）
＊中国地質大学（武漢）（2012.2.6）
＊香港城市大学（2012.3.17）
＊東北財経大学（2013.3.19）
＊上海大学（2014.5.7）

  インド
＊インド工科大学ボンベイ校（2000.8.21）
＊インド科学大学（2008.12.18）

  インドネシア
＊インドネシア大学（2004.3.19）
＊ガジャマダ大学（2006.12.16）
＊バンドン工科大学（2008.6.4）
＊ボゴール農科大学（2010.3.23）

  モンゴル
　モンゴル科学アカデミー（2000.8.21）
＊モンゴル科学技術大学（2001.11.16）
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  シンガポール
＊シンガポール国立大学（2000.9.16）

  韓国
＊全北大学校（1991.11.12）
＊ソウル大学校（1998.7.8）
＊光州科学技術院（2000.8.21）
＊釜慶大学校（2000.8.21）
＊浦項工科大学校（2000.9.22）
＊韓国科学技術院（2001.4.24）
＊忠南大学校（2001.7.9）
＊慶北大学校（2002.9.2）
＊嶺南大学校（2003.12.3）
＊東義大学校（2003.12.19）
＊朝鮮大学校（2004.3.18）
＊高麗大学校（2004.3.31）
＊国立昌原大学校（2005.10.2）
＊西江大学校（2007.2.2）
＊延世大学校（2007.5.29）
＊釜山大学校（2007.7.26）
＊国立公州大学校（2007.7.29）
＊中央大学校（2008.3.27）
＊慶熙大学校（2010.3.5）
＊成均館大学校（2012.3.15）
＊国民大学校（2012.4.10）

  台湾
＊国立台湾大学（2000.11.18）
＊国立台湾海洋大学（2002.3.8）
＊国立中正大学（2003.11.14）
＊国立成功大学（2005.8.9）
＊国立交通大学（2005.12.15）
＊国立中興大学（2009.3.30）
＊国立清華大学（2009.12.2）
＊国立政治大学（2011.4.22）
＊東呉大学（2014.8.8）

  タイ
＊アジア工科大学院（1998.11.9）
＊スラナリー工科大学（2001.3.1）
＊キングモンクット工科大学ラカバン校（2004.4.15）
＊チュラロンコーン大学（2011.2.3）
＊タマサート大学（2012.4.5）
＊チェンマイ大学（2012.4.10）
＊キングモンクット工科大学トンブリ校（2012.11.26）

  ベトナム
＊ベトナム国立大学ハノイ校（2009.7.6）
＊貿易大学（2013.8.15）

  オーストラリア
＊シドニー大学（1993.1.8）
＊ニューサウスウェールズ大学（2001.4.7）
＊オーストラリア国立大学（2002.7.16）

  ニュージーランド
＊オークランド大学（2002.11.15）

  カナダ
＊ウォータールー大学（2006.10.30）
＊オタワ大学（2009.6.26）

  アメリカ
＊ペンシルベニア州立大学（1988.11.29）
＊カリフォルニア大学（1990.3.15）
　　バークレー校
　　デービス校
　　アーヴィン校
　　ロサンゼルス校
　　マーセド校
　　リバーサイド校
　　サンディエゴ校
　　サンフランシスコ校
　　サンタバーバラ校
　　サンタクルス校
　ワシントン大学（シアトル）（1996.7.3）
＊パーデュー大学（1997.9.23）
＊アラスカ大学（1999.1.12）
＊コロラド鉱山大学（2004.1.7）
＊シラキュース大学（2008.11.19）
＊国際教育協会（2009.1.27）
＊テンプル大学（2010.6.7）
　ハーバード大学（2010.7.22）
＊テキサス A&M 大学（2011.9.13）
＊ハワイ大学マノア校（2012.3.11）
　保健社会福祉省国立衛生研究所（2013.5.9）
＊ニューヨーク州立大学オールバニー校（2014.5.1）

  ベネズエラ
＊シモン・ボリバル大学（2008.1.8）

  国際機関
　ITER 国際核融合エネルギー機構（2013.12.24）

注1）＊印は、授業料等を不徴収とする交流協定を締結している機関を示す。
注2）協定大学名の後の括弧は協定締結年月日。
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部局間協定
47ヶ国・地域　359機関

エリア 国・地域 機　関 部　局 締結年月日
アジア バングラディシュ （1） ダッカ大学生物科学部 農学部・農学研究科 2014/04/27

中国 （66） 北京航空航天大学材料学院 金属材料研究所 2005/11/25
北京師範大学教育学部 教育学部・教育学研究科 2013/05/08
衛生部北京医院 医学部・医学系研究科 1994/11/16
中国医科大学 医学部・医学系研究科 1982/09/29

＊ 中国地質大学（武漢）地球科学学院 理学部・理学研究科 2011/04/29
中国地質大学（武漢）材料科学与化学工程学院 金属材料研究所 2010/07/07
中国科学院長春光学精密機械物理研究所 多元物質科学研究所 2000/12/26

＊ 中国科学院化学研究所 工学部・工学研究科 2006/11/06
中国科学院化学研究所 原子分子材料科学高等研究機構 2010/04/12
中国科学院金属研究所 金属材料研究所 1997/11/26

＊ 中国科学院物理研究所 金属材料研究所 1993/02/17
中国科学院物理研究所 流体科学研究所 2001/05/21
中国科学院半導体研究所 電気通信研究所 2007/04/12
中国科学院固体物理研究所 金属材料研究所 1985/01/01
中国科学院上海硅酸塩研究所 金属材料研究所 1998/12/03
中国科学院上海有機化学研究所 農学部・農学研究科 2005/06/07
中国社会科学院法学研究所 法学部・法学研究科 2003/07/03

＊ 重慶理工大学重慶自動車学部 流体科学研究所 2012/07/09
大連市口腔医院 歯学部・歯学研究科 2013/04/01

＊ 大連理工大学研究生院 工学部・工学研究科 2000/06/12
大連理工大学材料科学・工程学院 金属材料研究所 2005/10/07
東北財経大学会計学院 経済学部・経済学研究科 2005/05/01

＊ 華東師範大学教育科学学院 教育学部・教育学研究科 2013/11/29
＊ 華東師範大学与認知科学院 教育学部・教育学研究科 2013/11/29
＊ 華東理工大学機械・動力工学部 工学部・工学研究科 2010/07/25

福建医科大学口腔医学院 歯学部・歯学研究科 2013/04/01
広東省民族宗教研究院 東北アジア研究センター 2001/06/25
杭州師範大学教育科学学院 教育学部・教育学研究科 2013/03/29

＊ ハルビン工業大学 工学部・工学研究科 1996/08/03
ハルビン工業大学計算機科学・技術学院 情報科学研究科 2010/07/05

＊ ハルピン医科大学 医学部・医学系研究科 2000/06/21
＊ 河北連合大学 工学部・工学研究科 2009/02/20

華僑大学材料科学工程学院 多元物質科学研究所 2001/06/05
＊ 湖南大学金融学院 経済学部・経済学研究科 2009/04/26

内蒙古師範大学蒙古学学院 東北アジア研究センター 2008/04/01
内蒙古大学蒙古学学院 東北アジア研究センター 2008/09/22
遼寧省腫瘤病院・遼寧省腫瘤研究所 加齢医学研究所 1998/12/07
中央民族大学蒙古語言文学系 東北アジア研究センター 2014/02/25

＊ 南京師範大学教育科学学院 教育学部・教育学研究科 2010/11/25
＊ 南京大学化学・化学工学科 理学部・理学研究科 2014/03/28

東北大学 工学部・工学研究科 1981/11/23
東北大学 多元物質科学研究所 1981/11/23

＊ 中国海洋大学 農学部・農学研究科 2001/12/25
北京大学ナノ科学技術研究センター 多元物質科学研究所 1998/11/05
北京大学日本研究センター 教育学部・教育学研究科 1999/05/18
中国人民大学商学院 経済学部・経済学研究科 2004/10/14

＊ 中国人民大学公共管理学院 情報科学研究科 2008/10/27
＊ 上海交通大学 環境科学研究科 2013/11/12
＊ 上海海洋大学 農学部・農学研究科 2002/10/31

四川大学華西口腔医学院 歯学部・歯学研究科 2006/09/28
四川大学華西薬学院 薬学部・薬学研究科 2010/02/17

＊ 東南大学経済管理学院 経済学部・経済学研究科 2010/07/27
西南大学心理学部 加齢医学研究所 2012/11/05
香港科技大学 金属材料研究所 1996/10/01
香港科技大学科学部 原子分子材料科学高等研究機構 2010/04/01

＊ 香港大学 LI KA SHING 医学部 医学部・医学系研究科 2013/11/01
天津医科大学口腔医学院 歯学部・歯学研究科 2010/07/08
天津大学材料学院 金属材料研究所 2006/07/21
内蒙古師範大学旅游学院 東北アジア研究センター 2011/09/28
清華大学近代物理研究所及び応用物理系 金属材料研究所 1994/08/10
清華大学水利水電工程系 流体科学研究所 1993/09/20

＊ 電子科技大学 工学部・工学研究科 2009/06/22
武漢理工大学 金属材料研究所 1994/05/13

＊ 西安建築科技大学 環境・市政工程学院 環境科学研究科 2013/12/19
＊ 西安電子科技大学 工学部・工学研究科 1999/08/12

鄭州大学材料工程学院 多元物質科学研究所 2003/06/16
インド （2） プネ国立化学研究所 工学部・工学研究科 1999/04/28

＊ インド工科大学マドラス校 工学部・工学研究科 2013/12/16
インドネシア （9） ガジャマダ大学農学部 環境科学研究科 2014/06/11

＊ インドネシア科学院 工学部・工学研究科 2006/03/14
＊ バンドン工科大学 工学部・工学研究科 2000/03/24

バンドン工科大学 環境科学研究科 2008/01/17
＊ パジャジャラン大学数学・自然科学部 工学部・工学研究科 2011/01/31

パジャジャラン大学医学部 医学部・医学系研究科 2012/02/03
＊ パジャジャラン大学大学院 農学部・農学研究科 2010/03/18
＊ セプル・ノーペンバー工科大学 工学部・工学研究科 2006/12/21
＊ ブラウィジャヤ大学 数学・自然科学部 理学部・理学研究科 2013/11/17

マレーシア （1） モナシュ大学サンウェイ校 医工学研究科 2014/01/06
モンゴル （3） ＊ モンゴル医学アカデミー 医学部・医学系研究科 2010/03/24

＊ モンゴル農業大学 農学部・農学研究科 2013/02/28
モンゴル科学技術大学ジオサイエンスセンター 東北アジア研究センター 2000/10/02

フィリピン （3） ＊ ミンダナオ州立大学イリガン工科校 工学部・工学研究科 1999/09/09
国立熱帯医学研究所 医学部・医学系研究科 2013/01/25
サンラザロ病院 医学部・医学系研究科 2003/09/17

シンガポール （4） ＊ ナンヤン工科大学工学部 工学部・工学研究科 2010/10/12
ナンヤン工科大学機械・航空宇宙工学部 流体科学研究所 2000/04/14
シンガポール生産技術研究所 金属材料研究所 2005/05/06
テマセック・ポリテクニック 加齢医学研究所 2013/07/15

韓国 （40） 国立昌原大学校基礎科学研究所 金属材料研究所 2004/04/09
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エリア 国・地域 機　関 部　局 締結年月日
アジア 韓国 全南大学校歯科大学 歯学部・歯学研究科 1991/08/30

＊ 全南大学校工科大学 工学部・工学研究科 2007/11/12
忠北大学校薬学大学 薬学部・薬学研究科 1998/11/23

＊ 忠南大学校工科大学 工学部・工学研究科 2000/07/20
東義大学校電子セラミックス研究センター 金属材料研究所 2002/05/31

＊ 東国大学校文科大学 文学部・文学研究科 2012/07/04
韓南大学校ハイブリッド材料研究所 多元物質科学研究所 2003/01/17
漢陽大学校セラミックス工程研究センター 金属材料研究所 1999/05/13

＊ 漢陽大学校工科大学及び大学院 工学部・工学研究科 2007/01/09
＊ 漢陽大学校工学部 流体科学研究所 2012/04/03

仁荷大学校工科大学 金属材料研究所 2000/06/21
済州大学校農科大学 農学部・農学研究科 1984/08/07

＊ 建国大学校大学院、工学部、建築学部、情報通信学部、生命環境科学部 工学部・工学研究科 2010/07/22
＊ 国民大学校社会科学大学 法学部・法学研究科 2004/07/22

韓国科学技術院電子部品・材料設計人力教育センター 金属材料研究所 2000/05/11
韓国科学技術研究院 金属材料研究所 1989/11/15
韓国国立海洋大学校工科大学 金属材料研究所 2009/04/15
高麗大学校日本学研究センター 東北アジア研究センター 2008/04/25
高麗大学校中国学研究所 東北アジア研究センター 2008/04/25
高麗大学校師範大学 教育学部・教育学研究科 2011/12/10
高麗大学校・工科大学・材料工学科 金属材料研究所 2005/11/26
韓国生産技術研究院光州研究センター 環境科学研究科 2006/02/24
明知大学校社会教育大学院 教育学部・教育学研究科 2000/03/17
浦項工科大学校先端材料科学機構 原子分子材料科学高等研究機構 2010/03/27

＊ 釜慶大学校 工学部・工学研究科 1995/02/13
釜山大学校素材技術研究所 金属材料研究所 2007/02/26
釜山大学校生産技術研究所 金属材料研究所 1996/10/28
産業科学技術研究所 金属材料研究所 1996/04/21

＊ ソウル大学校師範大学 教育学部・教育学研究科 2014/03/28
ソウル大学校自然科学大学 金属材料研究所 1993/07/14
ソウル大学校機械・航空宇宙工学部 流体科学研究所 2013/06/20
順天大学校農業生命科学大学 生命科学研究科 2002/08/07

＊ 成均館大学校工学部 流体科学研究所 2008/04/17
成均館大学校技術革新センター 金属材料研究所 2000/06/20
成均館大学校情報通信用新機能性素材及び工程研究センター 多元物質科学研究所 2003/06/09

＊ 又松大学校保健福祉学部 教育学部・教育学研究科 2010/04/23
＊ 又松大学校保健福祉大学 医学部・医学系研究科 2007/08/06

延世大学校原子スケール表面研究所 金属材料研究所 1996/11/14
＊ 延世大学校工科大学 工学部・工学研究科 1999/08/24

台湾 （30） 中央研究院中国文哲研究所 文学部・文学研究科 2004/09/24
中央研究院地球科学研究所 理学部・理学研究科 2008/12/04
中央研究院歴史語言研究所 文学部・文学研究科 2003/08/05
中央研究院物理研究所 サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター 2008/02/27
中央研究院社会学研究所 文学部・文学研究科 2013/04/15

＊ 長庚大学工学部 流体科学研究所 2011/07/20
＊ 天主教輔仁大学外語学院 文学部・文学研究科 2008/12/24

工業技術研究院情報通信研究所 電気通信研究機構 2013/11/22
工業技術研究院材料興化工研究所 金属材料研究所 2002/10/29
工業技術研究院南分院 工学部・工学研究科 2010/01/25
工業技術研究院南分院 多元物質科学研究所 2009/11/27

＊ 開南大学資訊学院 情報科学研究科 2009/05/05
＊ 国立高雄大学人文社会科学院 文学部・文学研究科 2012/04/01

国立応用研究所ナノデバイス研究所 流体科学研究所 2004/07/21
国立応用研究所ナノデバイス研究所 学際科学フロンティア研究所 2010/01/18
国立中央大学物理研究所 サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター 2011/02/15

＊ 国立彰化師範大学理学院 工学部・工学研究科 2008/03/28
国立政治大学教育学院 教育学部・教育学研究科 2012/09/03

＊ 国立政治大学社会科学院 経済学部・経済学研究科 2010/06/10
＊ 国立中山大学文学院中国文学系 文学部・文学研究科 1999/04/03
＊ 国立中山大学物理系 電気通信研究所 2013/05/08

国立台北大学社会科学学院 情報科学研究科 2007/10/08
＊ 国立台北大学商学院 経済学部・経済学研究科 2010/07/26
＊ 台東大学師範学院 教育学部・教育学研究科 2008/12/05

国立台湾師範大学教育学院 教育学部・教育学研究科 2011/03/04
国立台湾大学工学院 金属材料研究所 1998/03/23

＊ 東呉大学商学院 経済学部・経済学研究科 2007/09/27
＊ 台北医学大学薬学科 薬学部・薬学研究科 2013/11/15
＊ 台北医学大学医学科 医学部・医学系研究科 2013/05/17

台北医学大学公衆衛生栄養学院 農学部・農学研究科 2006/04/28
タイ （9） ＊ チェンマイ大学理学部 多元物質科学研究所 2008/06/09

＊ カセサート大学工学部 工学部・工学研究科 2013/11/11
＊ カセサート大学水産学部 農学部・農学研究科 2002/02/24
＊ コーンケン大学管理科学学部 経済学部・経済学研究科 2010/08/02
＊ マヒドン大学医学部 Ramathibodi 病院 医学部・医学系研究科 2013/11/01
＊ プリンス・オブ・ソンクラー大学工学部 工学部・工学研究科 2001/01/16

泰日工業大学 経済学部・経済学研究科 2007/10/23
＊ 泰日工業大学 工学部・工学研究科 2008/07/21
＊ タマサート大学シリントーン国際工学部 情報科学研究科 2008/01/21

ベトナム （5） ＊ 貿易大学国際経済学部 経済学部・経済学研究科 2010/01/14
＊ ハノイ工科大学 工学部・工学研究科 2009/03/27
＊ ベトナム国家大学ホーチミン市・理科大学 工学部・工学研究科 2009/07/20
＊ ベトナム科学技術アカデミー・材料科学研究所 工学部・工学研究科 2008/02/14
＊ 水資源大学 工学部・工学研究科 2007/01/30

中東 イラン （1） ＊ シラズ大学工学部 工学部・工学研究科 2002/03/01
クウェート（1） クウェート科学研究所 多元物質科学研究所 2013/02/18
トルコ （1） イスタンブール工科大学材料科学生産技術応用研究所 金属材料研究所 2007/07/19

アフリカ エジプト （2） アシウト大学 金属材料研究所 1996/01/02
＊ エジプト日本科学技術大学 工学部・工学研究科 2013/05/12

南アフリカ （1） ＊ ローズ大学理学部 理学部・理学研究科 2013/09/16
オセアニア オーストラリア （4） ＊ グリフィス大学工学・情報学部 工学部・工学研究科 2006/01/10

注）＊印は、授業料等を不徴収とする交流協定を締結している機関を示す。

（平成26年6月現在）
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オセアニア オーストラリア マッコーリー大学・オーストラリアン・スクール・オブ・アドバンスト・メディシン 加齢医学研究所 2014/04/15

クイーンズランド工科大学衛生保健学部看護学科 医学部・医学系研究科 2006/04/10
メルボルン大学微粒子流体プロセスセンター 原子分子材料科学高等研究機構 2011/10/26

ニュージーランド （1） ニュージーランド地質・核科学研究所 理学部・理学研究科 2008/03/19
北米 カナダ （6） マギル大学モントリオール神経研究所 加齢医学研究所 2010/06/08

マギル大学金属プロセス研究センター 多元物質科学研究所 1998/11/30
ブリティッシュコロンビア大学歯学部 歯学部・歯学研究科 2001/04/23
トロント大学航空宇宙研究所 流体科学研究所 1994/06/20
トロント大学金属・材料科学科 多元物質科学研究所 1998/12/01

＊ ビクトリア大学工学部 情報科学研究科 2009/12/21
アメリカ （24） カーネギー研究機構地球物理学研究所 理学部・理学研究科 2008/12/01

コロンビア大学化学科 多元物質科学研究所 1995/11/22
コロンビア大学理工学部地球・環境工学科 多元物質科学研究所 1998/10/15
ハーバード大学理工学部 金属材料研究所 2002/05/31
ノースイースタン大学 流体科学研究所 2013/09/19
ライス大学工学部 金属材料研究所 2012/01/30
ライス大学工学部 流体科学研究所 2009/02/18
ラトガース大学ワイヤレスネットワーク研究所（WINLAB） 電気通信研究所 2009/12/09
ニューヨーク州立大学ナノスケール科学技術カレッジ 電気通信研究所 2011/09/30

＊ ニューヨーク州立大学オールバニー校 経済学部・経済学研究科 2012/08/06
シラキュース大学工学部 流体科学研究所 2001/06/15

＊ ニューヨーク市立大学シティカレッジ工学部 工学部・工学研究科 2010/12/13
フォーサイス研究所 歯学部・歯学研究科 2005/12/09
アリゾナ大学 未来科学技術共同研究センター 2009/12/16
カリフォルニア大学ロサンゼルス校純粋応用数学研究所 原子分子材料科学高等研究機構 2012/08/02
カリフォルニア大学サンタバーバラ校工学部 金属材料研究所 2004/03/12
イリノイ大学シカゴ校 理学部・理学研究科 2000/05/01

＊ イリノイ大学アーバナ・シャンペン校工学部電気・コンピューター工学科 医工学研究科 2013/07/29
イリノイ大学工学部・バイオアクスティクス研究所 工学部・工学研究科 1988/08/29
イリノイ大学工学部・バイオアクスティクス研究所 加齢医学研究所 1988/08/29
ケンタッキー大学工学部 流体科学研究所 2008/11/17
ペンシルベニア大学工学部 金属材料研究所 1997/04/25
ユタ大学金属工学科 多元物質科学研究所 1998/11/15

＊ ワイオミング大学工学部 工学部・工学研究科 2005/06/22
中南米 ブラジル （1） リオ・グランジ・ド・スル州立大学法学部及び法学修士課程 法学部・法学研究科 2002/09/02

チリ （2） ＊ アタカマ大学 工学部・工学研究科 2006/03/22
＊ コンセプシオン大学 工学部・工学研究科 2009/04/07

キューバ （1） キューバ・ニューロサイエンス・センター 加齢医学研究所 2008/03/11
メキシコ （1） ＊ メキシコ国立工科大学 工学部・工学研究科 2000/03/30

ヨーロッパ ベルギー （3） ベルギー原子力研究センター材料研究部 金属材料研究所 2004/04/15
＊ ブリュッセル自由大学建築学部 工学部・工学研究科 2010/09/02
＊ ルーバンカトリック大学理学研究科 理学部・理学研究科 2007/08/29

チェコ （5） チェコ科学アカデミー・プラズマ物理研究所 流体科学研究所 2000/01/25
＊ マサリク大学医学部 医学部・医学系研究科 2008/05/28

マサリク大学医学部 加齢医学研究所 2008/05/28
マサリク大学理学部 生命科学研究科 2002/10/22

＊ VSB－オストラバ工科大学 工学部・工学研究科 1997/11/10
デンマーク （5） ＊ オールボー大学通信基盤研究センター 工学部・工学研究科 2010/11/26

＊ デンマーク工科大学 工学部・工学研究科 2000/04/13
＊ コペンハーゲン大学 理学部・理学研究科 1999/09/20

コペンハーゲン大学ヘルシーエイジング研究センター 加齢医学研究所 2012/09/26
＊ コペンハーゲン大学経済学部 経済学部・経済学研究科 2014/06/12

フィンランド （5） ＊ アアルト大学経済学研究科 経済学部・経済学研究科 2011/07/07
＊ トゥルク応用科学大学電気通信・e ビジネス学部 工学部・工学研究科 2010/02/22

ユヴァスキュラ大学 加齢医学研究所 2012/04/12
オウル大学歯学部 歯学部・歯学研究科 2007/04/13

＊ トゥルク大学社会科学部 文学部・文学研究科 2011/11/01
フランス （20） アルビ鉱山大学 多元物質科学研究所 1999/10/04

＊ 国立ボルドー高等電気情報通信大学 工学部・工学研究科 2008/04/23
サンテティエンヌ鉱山大学材料構造センター 金属材料研究所 1997/04/29

＊ 国立高等産業・企業情報科学大学 工学部・工学研究科 2013/05/29
＊ 高等師範学校リヨン校 理学部・理学研究科 2006/12/08

グルノーブル国立理工科大学熱力学物理化学冶金研究所 金属材料研究所 2001/02/05
＊ 国立応用科学院トゥールーズ校 工学部・工学研究科 2006/06/13
＊ 航空宇宙高等学院 工学部・工学研究科 2013/12/18
＊ 国立モンペリエ高等建築大学 工学部・工学研究科 2007/07/12

国立科学研究所マルセイユ・ナノサイエンス学際センター 電気通信研究所 2005/10/24
国立応用科学院リヨン校 流体科学研究所 2004/01/23
ロレーヌ国立総合工科大学 金属材料研究所 1980/09/09
オレンジ 電気通信研究機構 2013/01/09
放射光施設ソレイユ 多元物質科学研究所 2013/06/27

＊ 国立パリ高等情報通信大学 情報科学研究科 2010/03/16
＊ リヨン第一大学理工学部 理学部・理学研究科 2011/09/09
＊ メッス大学 工学部・工学研究科 2002/12/05

リヨンⅠクラウドベルナール大学発光材料物理化学研究所 金属材料研究所 1999/11/25
＊ トロイ工科大学 工学部・工学研究科 2008/06/13
＊ ベルサイユ大学 工学部・工学研究科 2011/05/26

ドイツ （27） ビーレフェルト大学共同研究センター 701 理学部・理学研究科 2010/07/23
フラウンホーファーアルゴリズム・科学計算研究所（SCAI）、 材料メカニズム研究所（IWM） 原子分子材料科学高等研究機構 2013/08/06

＊ フラウンホーファー研究機構非破壊検査研究所 流体科学研究所 2012/09/26
フラウンホーファー研究機構エレクトロ・ナノシステム研究所 原子分子材料科学高等研究機構 2011/11/08
ベルリン自由大学物理学科 多元物質科学研究所 1997/11/03
イエナ・フリードリッヒ・シラー大学固体物理研究所 多元物質科学研究所 1999/07/27
ドイツ航空宇宙センター 災害科学国際研究所 2012/07/17
アイエイチピー（IHP-Innovations for High Performance Microelectronics） 電気通信研究所 2001/01/22
結晶成長研究所 多元物質科学研究所 2006/10/17

＊ カールスルーエ工科大学 情報科学研究科 2009/10/26
カールスルーエ工科大学微細加工技術研究所 金属材料研究所 2008/03/24
ライプニッツ応用地球科学研究所 環境科学研究科 2006/09/01

＊ マインツ大学物理学・数学・計算機科学部 理学部・理学研究科 2012/05/03

57 TOHOKU UNIVERSITY

■	 学術交流協定締結等



エリア 国・地域 機　関 部　局 締結年月日
ヨーロッパ ドイツ マックスプランク核物理研究所 多元物質科学研究所 2009/12/24

マックスプランク金属研究所 金属材料研究所 1997/04/28
アーヘン工科大学機械工学部、鉱山冶金・地球科学部 工学部・工学研究科 1992/12/15

＊ ハンブルグ・ハールブルグ工科大学 工学部・工学研究科 1997/05/15
＊ ボン大学人文学部 経済学部・経済学研究科 2013/06/26
＊ エルランゲン大学工学部 工学部・工学研究科 2004/10/05
＊ フライブルグ大学マイクロシステム技術研究所 工学部・工学研究科 1999/06/08

ゲッティンゲン大学法学部 法学部・法学研究科 2000/11/27
ゲッティンゲン大学材料物理学研究所 金属材料研究所 1996/12/03
ハイデルベルク大学法学部 法学部・法学研究科 2003/09/16

＊ パダーボーン大学経済学部 経済学部・経済学研究科 2011/01/20
＊ レーゲンスブルク大学物理学部 工学部・工学研究科 2009/09/22
＊ シュトゥットガルト大学エネルギー技術・プロセス工学・生物工学部 工学部・工学研究科 2011/04/26
＊ ヴッパータル大学数学自然科学部 理学部・理学研究科 2012/01/23

ギリシア （1） アテネ工科大学機械工学部 流体科学研究所 2004/02/10
ハンガリー （3） ハンガリー科学アカデミー・物理材料技術研究所 流体科学研究所 1999/04/26

センメルワイス大学薬学部 流体科学研究所 2009/02/23
セントイストヴァン大学農学部及び食品学部 農学部・農学研究科 1990/07/02

アイスランド （1） ＊ レイキャビク大学計算機科学学部 情報科学研究科 2010/06/26
イタリア （18） トリエステ放射光研究所 多元物質科学研究所 2007/08/29

＊ ピサ高等師範学校エニオ・デジョルジ数学研究センター 理学部・理学研究科 2013/06/25
バジリカータ大学工学部 情報科学研究科 2005/07/01

＊ フェラーラ大学 理学部・理学研究科 2012/06/27
フェラーラ大学理学研究科 サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター 2011/02/15

＊ ラキュラ大学実験医学部 農学部・農学研究科 2004/02/09
ミラノ大学法学部 法学部・法学研究科 2003/06/12
ミラノ大学薬学部 薬学部・薬学研究科 2003/07/16

＊ モデナ・レッジョ・エミリア大学物理・コンピューターサイエンス・数学科 情報科学研究科 2013/03/19
ピサ大学物理学科 金属材料研究所 1999/08/31

＊ ローマ大学「ラ・サピエンツァ」建築学部 工学部・工学研究科 2012/04/05
＊ ローマ大学「ラ・サピエンツァ」情報工学、情報科学および統計学部 工学部・工学研究科 2010/07/26
＊ ローマ大学「ラ・サピエンツァ」情報工学、情報科学および統計学部 情報科学研究科 2010/07/28
＊ ローマ大学「ラ・サピエンツァ」文学・哲学学部 文学部・文学研究科 2010/03/15
＊ ローマ大学「ラ・サピエンツァ」東洋学部 文学部・文学研究科 2008/02/28
＊ シエナ大学理学研究科 理学部・理学研究科 2013/08/01

トリエステ大学建築工学部 流体科学研究所 2002/06/28
トリノ大学 加齢医学研究所 2011/07/21

キルギス （1） キルギスタン国際大学 国際文化研究科 1998/02/20
オランダ （5） ＊ エラスムス大学メディカルセンター 医工学研究科 2010/03/23

＊ ライデン大学人文学部 文学部・文学研究科 2011/02/15
＊ マーストリヒト大学健康医学生命科学部 医学部・医学系研究科 2014/05/30
＊ アムステルダム大学理学部 理学部・理学研究科 2013/07/11
＊ グローニンゲン大学経済学研究科 経済学部・経済学研究科 2012/09/20

ポーランド （7） ポーランド電子材料技術研究所 金属材料研究所 2002/03/01
ポーランド真空工学研究所 金属材料研究所 2000/06/09
マリア・キュリー・スクロドゥスカ大学法学部 法学部・法学研究科 2003/09/19
ポーランド科学アカデミー・物理研究所 金属材料研究所 2000/12/08
ポーランド科学アカデミー・物理研究所 電気通信研究所 1976/08/03
ヴロツワフ大学数学・計算科学研究科 情報科学研究科 2009/09/21

＊ ヴロツワフ工科大学 工学部・工学研究科 2013/02/27
ルーマニア （1） レーザー・プラズマ・放射物理国立研究所 多元物質科学研究所 2006/08/04
ロシア （13） ロシア科学アカデミー・極東支部経済研究所 東北アジア研究センター 2005/09/01

ロシア科学アカデミー・極東支部自動制御プロセス研究所 多元物質科学研究所 2005/12/01
モスクワ国立大学化学部／ロシア科学アカデミー地球化学・分析化学研究所 多元物質科学研究所 2013/09/02

＊ モスクワ国立大学心理学部 文学部・文学研究科 2013/10/09
ロシア科学アカデミー・総合物理学研究所 金属材料研究所 1993/01/27
ロシア科学アカデミー・固体物理学研究所 多元物質科学研究所 1993/10/01
ロシア科学アカデミー・理論及び応用力学研究所 流体科学研究所 1990/01/01
ロシア科学アカデミー・レベデフ物理研究所 多元物質科学研究所 2000/07/21
ロシア科学アカデミー・シベリア支部人文学・北方民族問題研究所 東北アジア研究センター 2009/09/30
ロシア科学アカデミー・シベリア支部 V.N. スカチョフ森林研究所 東北アジア研究センター 2002/10/01
ロシア科学アカデミー・シベリア支部ソボレフ地質学鉱物学研究所 理学部・理学研究科 2008/11/07
スモレンスクステートメディカルアカデミー 加齢医学研究所 2003/07/18
トムスク工科大学原子核物理研究所 多元物質科学研究所 1997/12/01

スロベニア （2） ジョセフ・ステファン研究所 金属材料研究所 2000/10/05
＊ リュブリャナ大学工学系4学部 工学部・工学研究科 1998/06/03

スペイン （4） アリカンテ大学材料研究所 多元物質科学研究所 2014/02/21
マドリード・アウトノマ大学化学部 多元物質科学研究所 2013/06/26
ビゴ大学 電気通信研究所 2011/02/25
ビゴ大学理学部 農学部・農学研究科 1996/11/26

スウェーデン （3） ＊ 王立工科大学 工学部・工学研究科 1990/05/22
＊ リンショーピン大学工学部 工学部・工学研究科 1998/04/02
＊ スウェーデン農科大学農業・景観計画・園芸学部及び獣医学部 農学部・農学研究科 2002/05/22

スイス （1） スイス連邦工科大学ローザンヌ校 工学部・工学研究科 1994/07/29
イギリス （12） ＊ キングズカレッジロンドン自然科学・数学部 理学部・理学研究科 2012/12/01

キングスカレッジロンドンデンタルインスティテュート 歯学部・歯学研究科 2006/08/01
科学技術設備会議ダースベリ研究所 多元物質科学研究所 2008/02/28
ユニバーシティカレッジロンドン（UCL）・数物科学部（MAPS） 原子分子材料科学高等研究機構 2010/03/15
ケンブリッジ大学材料科学・金属学部 原子分子材料科学高等研究機構 2003/06/12
ケンブリッジ大学化学部 原子分子材料科学高等研究機構 2012/06/27
ケンブリッジ大学数学部 原子分子材料科学高等研究機構 2013/04/08
レスター大学社会科学部 経済学部・経済学研究科 2001/02/12
ロンドン大学インスティテュート・オブ・エデュケーション 教育学部・教育学研究科 1999/04/26

＊ マンチェスター大学物理工学部機械・航空・土木工学科 工学部・工学研究科 2007/03/26
ヨーク大学教育学部 教育学部・教育学研究科 2005/02/04
ヨーク大学電子工学部 金属材料研究所 2004/05/18

ウクライナ （1） 材料科学基礎国立研究所 多元物質科学研究所 2006/09/20
ウズベキスタン （2） タシケント国立経済大学 国際文化研究科 1998/03/04

タシケント国立経済大学 環境科学研究科 2005/03/08

（平成26年6月現在）

注）＊印は、授業料等を不徴収とする交流協定を締結している機関を示す。
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