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■ 学術交流協定締結等

ドイツ 
　ミュンヘン社会科学研究所 
　アーヘン工科大学機械工学部、 
　鉱山冶金･地球科学部 
　ゲッティンゲン大学金属物理学研究所 
　マックス･プランク金属研究所 
　ハンブルグ･ハールブルグ工科大学 
　ベルリン自由大学物理学科 
＊アーヘン工科大学 
　カールスルーエ大学流体力学研究所 
＊ドルトムント大学 
　フライブルグ大学マイクロシステム技術研究所 
　イエナ･フリードリッヒ･シラー大学固体物理研究所 
＊ザールラント大学 
　ゲッティンゲン大学法学部 
　アイエイチピー（IHP-Innovations for High 
　Performance microelectronics） 
＊ダルムシュタット工科大学 
　ゲッティンゲン大学化学研究科 
　ハイデルベルグ大学化学研究科 
　ハイデルベルグ大学法学部 
＊ゲッティンゲン大学 
　エルランゲン大学工学部 
＊ドレスデン工科大学 
　ライプニッツ応用地球化学研究所 
　結晶成長研究所 

チェコ 
　VSB－オストラバ工科大学 
　チェコ科学アカデミープラズマ物理研究所 
　マサリク大学理学部 

ウズベキスタン 
　タシケント国立経済大学 
　タシケント国立経済大学 

ルーマニア 
　ブカレスト工科大学電気工学部 
　レーザー・プラズマ・放射物理国立研究所 

ハンガリー 
　セントイストヴァン大学農学部及び食品学部 
　（ 旧校名：ハンガリー農科･食品工科大学） 
　ハンガリー科学アカデミー物理材料技術研究所 
　デブレッツェン大学医学部 
　ブダペスト工科大学化学工学部 

スロベニア 
　リュブリャナ大学工学系4学部 
　ジョセフ･ステファン研究所 

ポーランド  
　ポ－ランド科学アカデミー物理研究所 
　ポーランド科学アカデミー触媒表面化学研究所 
　ポーランド真空工学研究所 
　ポーランド科学院物理研究所 
　ポーランド国電子材料技術研究所 
　マリア･キュリー･スクロドゥスカ大学法学部 
　ヴロツワフ大学数学研究所 

タイ 
　チュラロンコン大学理学部 
　カセサート大学理学部 
　カセサート大学農学部 
＊アジア工科大学院 
　スラナリー工科大学大学院加速物理学研究科 
　スラナリー工科大学農業工学研究所バイオテクノロジー研究科 
　ソンクラー大学工学部 
＊スラナリー工科大学 
　カセサート大学水産学部 
　チュラロンコン大学理学部 
＊キングモンクット工科大学ラカバン校 
　チュラロンコン大学教育学部 
　タマサト大学シリンドーン国際工学部 

シンガポール 
　シンガポール国立大学工学部 
　ナンヤン工科大学機械･生産工学部 
＊シンガポール国立大学 
　シンガポール生産技術研究所 

インドネシア 
　インドネシア大学大学院学部 
　バンドン工科大学 
＊インドネシア大学 
　インドネシア科学院 
＊ガジャマダ大学 
　セプル・ノーペンバー工科大学 

ニュージーランド  
＊オークランド大学 

フィンランド  
＊ヘルシンキ工科大学 
＊オウル大学 
＊タンペレ工科大学 

スウェーデン 
　スウェーデン王国王立工科大学 
　ウーメオ大学歯学部 
＊ウーメオ大学 
　リンショーピン大学工学部 
　チャルマース工科大学 
＊スウェーデン王国王立工科大学 
＊ウプサラ大学 
　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 
＊ストックホルム大学 
＊ルンド大学  
＊チェルマース工科大学 

デンマーク 
　コペンハーゲン大学 
　デンマーク工科大学 

オランダ 
　ユトレヒト大学生物学部 
　トウェンテ大学応用物理学部材料科学研究所 
　ユトレヒト大学生物学部 

ベルギー 
　ベルギー原子力研究所材料研究部 
　ベルギー原子力研究センター 

イギリス 
　ロンドン大学"The London School 
　of Economics and Political Science" 
　ロンドン大学"The School of Oriental 
　and African Studies"  
　ロンドン大学クイーンメアリィー･ウェストフィ－ルドカレッジ 
　クランフィールド工科大学航空学部 
　英国リサーチカウンシル中央研究機構ダースベリ研究所 
　サセックス大学化学、物理及び環境科学部 
　ロンドン大学"Imperial College of Science, 
　Technology and Medicine" 
　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 
　レスター大学社会科学部 
＊ノッチンガム大学 
　マンチェスター工科大学機械、航空、製造工学部 
　ヨーク大学電子工学部 
　ヨーク大学 
　ヨーク大学教育学部 
　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 
　マンチェスター大学物理工学部機械・航空・土木工学部 

フランス 
　ロレ－ヌ国立総合工科大学 
　レンヌ第1大学レンヌ経営研究所 
　サンテティエンヌ鉱山大学材料構造センタ－ 
　レンヌ第2大学多言語学部 
　ルイ･パスツール大学流体力学研究所 
＊ピエール･マリー･キュリー大学 
　アルビ鉱山大学 
　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 
＊レンヌ第2大学 
＊グルノーブルコンソーシアム及びストラスブールコンソーシアム 
　　グルノーブル第1大学ジョセフフーリエ 
　　グルノーブル第2大学ピエールメンデスフランス 
　　グルノーブル第3大学スタンダール 
　　グルノーブル理工大学（INPG） 
　　ストラスブール第1大学ルイパスツール 
　　ストラスブール第2大学マルクブロック 
　　ストラスブール第3大学ロベールシューマン 
＊レンヌ第1大学 
　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 
＊The Global Education for European Engineers 
　and Entrepreneurs 
　メッス大学 
　国立応用科学院リヨン校 
　IFMA大学工学部 
＊国立応用科学院リヨン校 
＊ボルドー第1大学 
　国立科学研究所固体材料ナノサイエンス研究センター 
＊国立中央理工科学校（Ecole Centrale)5校 
　　リール校 
　　リヨン校 
　　マルセイユ校 
　　ナント校 
　　パリ校 
　国立応用科学院トゥールーズ校 
＊アルビ鉱山大学 
　フランス高等師範学校リヨン校 

スイス 
　ローザンヌ工科大学 
＊ローザンヌ工科大学 

イタリア 
　ローマ大学「ラ･サピエンツァ」 
　ローマ大学トアヴェルガータ校ヴォルテラ･センター 
　ピサ大学物理学科 
　トリエステ大学工学部 
　ミラノ大学法学部 
　ミラノ大学薬学部 
　ラキュラ大学実験医学部 
　バジリカータ大学工学部 

モロッコ 
＊ムハンマド5世大学－アグダル 

スペイン 
　ビゴ大学理学部 

ギリシア 
　アテネ工科大学機械工学部 

エジプト 
　アシウト大学 

ウクライナ 
＊ウクライナ国立工業大学（キエフ工科大学） 
　材料科学基礎国立研究所 

キルギス 
　キルギスタン国際大学 

イラン 
＊テヘラン大学 
　シラズ大学工学部 

インド 
　プネ国立化学研究所 
＊インド工科大学ボンベイ校 

大学間協定 122機関
部局間協定 264機関
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ロシア 
　ロシア科学アカデミー理論及び応用力学研究所 
　ロシア科学アカデミー･シベリア支部 
　ロシア科学アカデミー総合物理学研究所 
　ロシア科学アカデミー固体物理学研究所 
　トムスク工科大学原子核物理研究所 
＊モスクワ国立大学 
　ロシア科学アカデミー通信電子工学研究所 
　ロシア科学アカデミーマイクロ電子工学･高純度物質 
　研究所 
　ロシア科学アカデミーレベデフ物理研究所 
　モスクワ電力工学研究所（工科大学）電力機械工学部 
　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 
　ロシア連邦ユゴラ情報技術研究所 
＊ノボシビルスク国立大学 
　スモレンスクステートメディカルアカデミー 
　ロシア科学アカデミー極東支部自動制御処理研究所 
　ロシア科学アカデミー極東支部･V.I. Il'ichev太平洋海 
　洋研究所 
　ロシア科学アカデミー極東支部経済研究所  
　国際技術投資振興財団 
　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 
　ロシア連邦サハ共和国アカデミー人文科学研究所 

カナダ 
　トロント大学航空宇宙研究所 
　マギル大学金属プロセス研究センター 
　トロント大学金属･材料科学科 
　ウォータールー大学工学部 
　ブリティッシュコロンビア大学歯学部 
　カルガリー大学医学部 
　トロント大学医学部 
　オタワ大学医学部 
＊ウォータールー大学 

中国 
　東北工学院（東北大学） 
　東北工学院（東北大学） 
　中国医科大学  
　浙江医科大学  
＊東北大学（瀋陽） 
　中国科学院固体物理研究所  
　ハルピン工業大学計算機科学工程系  
　浙江大学工程学系  
　重慶大学工学院  
　上海第二医科大学  
　湖北医学院  
　深　大学科研処  
　中国科学院物理研究所  
　清華大学水利水電工程系  
　武漢工業大学新材料研究所  
　清華大学近代物理研究所、応用物理系  
　衛生部北京医院  
　ハルピン工業大学  
　香港科学技術大学  
　中国科学院金属研究所  
　南京大学電子科学技術系  
＊中国科学技術大学  
＊清華大学 
　北京大学ナノ科学技術研究センター 
　中国科学院上海硅酸塩研究所  
　遼寧省腫瘤病院･遼寧省腫瘤研究所  
　北京大学日本研究センター 
　西安電子科技大学  
＊南京大学  
　北京大学 
　大連理工大学研究生院  
　ハルピン医科大学  
　中国科学院理論物理研究所  
　中国科学院長春光学精密機械物理研究所  
　復旦大学日本研究センター 
＊吉林大学  
＊浙江大学  
＊復旦大学  
＊武漢理工大学 
　中国科学院物理研究所  
　華僑大学材料科学工程学院  
　広東省民族研究所  
＊重慶大学 
　青島海洋大学水産学院（現中国海洋大学） 
　山西経済管理幹部学院  
＊同済大学 
　南京航空航天大学機電学院  
＊中国海洋大学（旧青島海洋大学） 
＊北京科技大学 
　上海水産大学  
　厦門大学海洋･環境科学院  
 ＊南京航空航天大学 
　鄭州大学材料工程学院  
　中国社会科学院日本研究所  
　中国社会科学院法学研究所  
　聖南大学生命科学･工学部  
＊陜西科技大学  
＊青島科技大学  
　中国科学院南海海洋研究所  
　中国人民大学商学院  
　揚州大学動物科学技術学院  
　東北財経大学会計学院  
　中国科学院上海有機化学研究所  
　西北有色金属研究院  
＊厦門大学  
＊華中科技大学 
　大連理工大学材料科学工程学院 
　北京航空航天大学材料学院 
　天津大学材料学院 
＊西安交通大学 
　蘭州大学 
＊華東師範大学 
　四川大学華西口腔医学院 
　中国科学院上海有機化学研究所 
　中山大学環境科学・工程学院 
　中国科学院化学研究所 
　大連理工大学化工学院 
＊北京航空航天大学 
　漢陽大学校工科大学及び大学院 
　中国科学院半導体研究所 
＊天津大学 
＊大連理工大学 

メキシコ 
　メキシコ国立工科大学 

キューバ 
　フィンレイ研究所 

ブラジル 
　リオ･グランジ･ド･スル州立大学法学部 

チリ 
　アタカマ大学 

アメリカ 
　シカゴ大学ジェームス･フランク研究所 
　イリノイ大学工学部･バイオアクスティクス研究所 
　イリノイ大学工学部･バイオアクスティクス研究所 
＊ペンシルバニア州立大学 
　ワシントン大学工学部 
＊カリフォルニア大学 
　　バークレー校 
　　デイビス校 
　　アーヴィン校 
　　ロスアンゼルス校 
　　リバーサイド校 
　　サンディエゴ校 
　　サンタバーバラ校 
　　サンフランシスコ校 
　　サンタクルス校 
　　マーセド校 
　ワシントン大学医学部 
　アラスカ大学フェアバンクス校 
　コロンビア大学化学科 
＊ワシントン大学（シアトル） 
　ペンシルバニア大学工学部 
＊パーデュー大学 
　アメリカ合衆国国際教育協会 
　コロンビア大学理工学部地球･環境工学科 
　ユタ大学金属工学科 
＊アラスカ大学 
　イリノイ大学シカゴ校 
　シラキュース大学工学部 
　ハーバード大学理工学部 
　イリノイ工科大学 
　スタンフォード大学ジボール先端材料科学研究所 
＊コロラド鉱山大学 
　ジョージア工科大学工学部 
　ワイオミング大学工学部 
　フォーサイス研究所 

韓国 
　済州大学校農科大学 
　全北大学校工科大学 
　韓国科学技術研究院 
　全南大学校歯科大学 
＊全北大学校 
　釜山水産大学校（釜慶大学校） 
　ソウル大学校工科大学 
　成均館大学情報通信技術研究所 
　産業科学技術研究所 
　国立釜山大学校生産技術研究所 
　延世大学原子スケール表面研究所 
　成均館大学校薬学大学 
＊ソウル大学校 
　大邱大学校情報通信工学部 
　忠北大学校薬学大学 
　韓国高等科学技術院工学部 
　漢陽大学校セラミックス工程研究センター 
　慶北大学校工科大学 
　延世大学校工科大学 
　嶺南大学校工科大学 
　明知大学校社会教育大学院 
　韓国科学技術院電子部品･材料設計人力教育センター 
　成均館大学校技術革新センター 
　仁荷大学工科大学 
　忠南大学校工科大学 
＊光州科学技術院 
＊釜慶大学校 
＊浦項工科大学校 
　延世大学校教育科学大学 
＊韓国科学技術院 
＊忠南大学校 
　東義大学校電子セラミックス研究センター 
　順天大学校農業生命科学大学 
＊慶北大学校 
　韓南大学ハイブリット材料研究所 
　成均館大学情報通信用新機能性素材及び工程研究センター 
＊嶺南大学校 
＊東義大学校 
＊朝鮮大学校 
＊高麗大学 
　韓国水産研究振興院 
　昌原大学校基礎科学研究所 
　昌原大学校産業技術研究院 
　国民大学校社会科学大学 
＊国立昌原大学校 
　高麗大学校工科大学材料工学科 
　国立公州大学大学院 
　韓国生産技術研究院光州研究センター 
＊西江大学校 
　釜山大学校素材技術研究所 
＊延世大学校 

モンゴル 
＊モンゴル科学アカデミー 
　モンゴル技術大学ジオサイエンスセンター 
＊モンゴル科学技術大学 

台湾 
　国立台湾大学工学院 
　国立中山大学文学院中国文学系 
＊国立台湾大学 
　国立台湾海洋大学 
　財団法人工業技術研究院工業材料研究所 
　中央研究院歴史語言研究所 
＊国立中正大学 
　国立応用研究所･ナノデバイス研究所 
＊国立成功大学 
＊国立交通大学 
　台湾台北医学大学公衆衛生栄養学院 

ベトナム 
　ベトナム国立大学ハノイ校ハノイ科学大学 
　水資源大学 

フィリピン 
　ミンダナオ州立イリガン工科校 
　サンラザロ病院 

オーストラリア 
　シドニー大学理学部 
　メルボルン大学理学部 
　オーストラリア国立大学アジア研究学部 
＊シドニー大学 
　ニューサウスウェールズ大学工学部 
＊ニューサウスウェールズ大学 
＊オーストラリア国立大学 
　クイーンズランド工科大学衛生保健学部看護学科 
　グリフィス大学工学･情報学部 注1）赤文字は大学間協定大学名。他は、部局間協定大学名を表す。 

注2）国ごとの協定大学名は、部局間協定・大学間協定を問わず協定
締結時期で時系列に表示。 

注3）複数の部局が協定を結んでいる同一機関名を複数回挙げている。 
注4）＊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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大学間協定校名（122機関） 
＊ペンシルバニア州立大学 
 
 
 
 

＊カリフォルニア大学 

 
 
 
 

＊ワシントン大学（シアトル） 
＊パーデュー大学  
＊アラスカ大学 
＊コロラド鉱山大学  
　ロンドン大学（Imperial College of Science, Technology and Medicine）  
　ロンドン大学（The London School of Economics and Political Science）  
　ロンドン大学（The School of Oriental and African Studies）  
＊ノッチンガム大学  
　ヨーク大学  
　ローマ大学「ラ・サピエンツァ」  
＊テヘラン大学  
＊インド工科大学ボンベイ校  
＊インドネシア大学  
＊ガジャマダ大学  
＊ウクライナ国立工業大学（キエフ工科大学） 
＊シドニー大学  
＊ニューサウスウェールズ大学  
＊オーストラリア国立大学  
＊ウォータールー大学  
＊全北大学校  
＊ソウル大学校  
＊光州科学技術院  
＊釜慶大学校  
＊浦項工科大学校  
＊韓国科学技術院  
＊忠南大学校  
＊慶北大学校  
＊嶺南大学校  
＊東義大学校  
＊朝鮮大学校  
＊高麗大学  
＊国立昌原大学校  
＊西江大学校 
＊延世大学校  
＊シンガポール国立大学  
＊ローザンヌ工科大学  
＊ウーメオ大学  
＊スウェーデン王国王立工科大学  
＊ウプサラ大学  
＊ストックホルム大学  
＊ルンド大学  
＊チャルマース工科大学  
＊アジア工科大学院  
＊スラナリー工科大学  
＊キングモンクット工科大学ラカバン校  
＊東北大学（瀋陽）  
＊中国科学技術大学  
＊清華大学  
＊南京大学  
　北京大学  
＊吉林大学  
＊浙江大学  
＊復旦大学  
＊武漢理工大学  
＊重慶大学  
＊同済大学  
＊中国海洋大学（旧青島海洋大学）  
＊北京科技大学  
＊南京航空航天大学  
＊陜西科技大学  
＊青島科技大学 

バークレー校 
デイビス校 
アーヴィン校 
ロスアンゼルス校 
リバーサイド校 
サンディエゴ校 
サンタバーバラ校 
サンフランシスコ校 
サンタクルス校 
マーセド校 

アメリカ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イギリス 
 
 
 
 
イタリア 
イラン 
インド 
インドネシア 
 
ウクライナ 
オーストラリア 
 
 
カナダ 
韓国 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
シンガポール 
スイス 
スウェーデン 
 
 
 
 
 
タイ 
 
 
中国 

国・地域名（25ヶ国） 締結年月日 
1988.11.29 
 
 
 
 

1990. 3.15 
 
 
 
 

1996. 7. 3 
1997. 9.23 
1999. 1.12 
2004. 1. 7 
1998. 5. 4 
1989. 1. 3 
1989. 4.10 
2001. 5.15 
2004. 6. 7 
1990. 9.27 
1999. 8.25 
2000. 8.21 
2004. 3.19 
2006.12.16 
2004. 6. 2 
1993. 1. 8 
2001. 4. 7 
2002. 7.16 
2006.10.30 
1991.11.12 
1998. 7. 8 
2000. 8.21 
2000. 8.21 
2000. 9.22 
2001. 4.24 
2001. 7. 9 
2002. 9. 2 
2003.12. 3 
2003.12.19 
2004. 3.18 
2004. 3.31 
2005.10. 2 
2007. 2. 2 
2007. 5.29 
2000. 9.16 
2000.11.20 
1997. 8.18 
2000. 9.20 
2002. 3.20 
2003. 1.14 
2003. 4.10 
2006. 4.19 
1998.11. 9 
2001. 3. 1 
2004. 4.15 
1983. 8. 5 
1998. 6.15 
1998. 8.31 
1999. 9. 1 
1999.11.10 
2001. 3. 1 
2001. 4. 9 
2001. 4.19 
2001. 4.30 
2001. 7. 4 
2002. 8.13 
2002.10.21 
2002.10.25 
2003. 3.10 
2004. 5.30 
2004. 7. 7

大学間協定
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大学間協定校名（122機関） 
＊厦門大学  
＊華中科技大学  
＊西安交通大学  
＊華東師範大学  
＊北京航空航天大学  
＊蘭州大学 
＊天津大学 
＊大連理工大学 
＊国立台湾大学  
　国立台湾海洋大学  
＊国立中正大学  
＊国立成功大学   
＊国立交通大学   
＊アーヘン工科大学  
＊ドルトムント大学  
＊ザールラント大学  
＊ダルムシュタット工科大学  
＊ゲッティンゲン大学  
＊ドレスデン工科大学  
＊オークランド大学  
＊ヘルシンキ工科大学  
＊オウル大学  
＊タンペレ工科大学  
＊ピエール・マリー・キュリー大学  
＊レンヌ第2大学  
 
 
 
＊グルノーブルコンソーシアム及び 
　ストラスブールコンソーシアム 
 
 

＊レンヌ第1大学  
＊The Global Education for European Engineers and Entrepreneurs  
＊国立応用科学院リヨン校  
＊ボルドー第一大学  
 
 
＊国立中央理工科学校5校 
　（Ecole Centrale） 
 

＊アルビ鉱山大学  
　ベルギー原子力研究センター  
　ポーランド科学アカデミー触媒表面化学研究所  
＊ムハンマド5世大学－アグダル  
＊モンゴル科学アカデミー  
＊モンゴル科学技術大学  
　ロシア科学アカデミー・シベリア支部  
＊モスクワ国立大学  
＊ノボシビルスク国立大学 

グルノーブル第一大学「ジョセフ・フーリエ」 
グルノーブル第二大学「ピエール・マンデス＝フランス」 
グルノーブル第三大学「スタンダール」 
グルノーブル理工大学「INPG」 
ストラスブール第一大学「ルイ・パスツール」 
ストラスブール第二大学「マルク・ブロック」 
ストラスブール第三大学「ロベール・シューマン」 

リール校 
リヨン校 
マルセイユ校 
ナント校 
パリ校 

中国 
 
 
 
 
 
 
 
台湾 
 
 
 
 
ドイツ 
 
 
 
 
 
ニュージーランド 
フィンランド 
 
 
フランス 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ベルギー 
ポーランド 
モロッコ 
モンゴル 
 
ロシア 
 
 

国・地域名（25ヶ国） 締結年月日 
2005. 6.29 
2005.10.12 
2006. 8.31 
2006. 9.20 
2006.12.16 
2007. 4.17 
2007. 6. 8 
2007. 6.16 
2000.11.18 
2002. 3. 8 
2003.11.14 
2005. 8. 9 
2005.12.15 
1998. 5.19 
1999. 3. 2 
1999.10. 5 
2003. 4.30 
2003.10.23 
2006.6.26 
2002.11.15 
2001.11. 5 
2004. 8. 9 
2006. 1.31 
1999. 8.19 
1999.12. 3 
 
 
 
2000. 3.31 
 
 
 
2000.12.20 
2002.11.14 
2004. 7.13 
2005. 7.28 
 
 
2006. 2.13 
 
 
2006.9.12 
2005. 6.16 
1999. 8. 4 
2001. 4.30 
2000. 8.21 
2001.11.16 
1992. 8.10 
1998. 2.19

＊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 

（2007年6月現在）

南アフリカ共和国（IDT）とのMOU調印式 100周年記念「知の世紀」グローバル・サミット 北京航空航天大学との学術協定調印式


