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2000 年代に世界の留学生人口は急速に拡大し、受入目標を掲げた政策を採用する国も増加し

ている。一方、急激な留学生受入れ拡大は、不法滞在の増加や異文化摩擦等、様々な問題を引

き起こしている。本研究では、留学生誘致拡大の際に生じる課題の解決策検討への示唆を求め

る視点から、日韓両国の留学生 10 万人誘致前後（日本：1950～1992 年、韓国：2000～2011
年）の政策の変遷と大学の留学生受入体制確立の過程を整理した。 
政策に関し、日本では、戦後の高度経済成長とともに国際貢献が求められるようになるなか、

1954 年の国費留学生制度の創設を皮切りに、留学生受入れが進められた。当初より支援不足に

よる問題が生じたことから 1960～70 年代に改善案が提議され、1983 年の留学生 10 万人計画

の発表を経て、支援制度の整備や大学における支援組織設置のための予算措置が進んだ。韓国

では、90 年代後半の通貨危機の際の外貨不足をきっかけに留学生誘致拡大政策が始まり、誘致

が先行する一方、在学中の支援体制整備の取り組みは遅れ気味であった。また、留学生受入れ

の質を改善するために取られた政策も量的拡大を前提としていた。 
大学の留学生受入体制について、日本では留学生数に応じた国立大学への人員配置や組織設

置、定員化による受入れ環境整備等が進められたが、留学生受入れは特定の部署が受け持つ出

島化により対応される傾向にあった。韓国では、留学生誘致拡大政策開始以前は、学位課程の

場合、大学院レベルの受入れが主という大学が多く、受入教員が支援を担っていたため、学部

留学生の支援を担当する組織が無かった。2008 年に留学生受入れが個人保証から大学の機関保

証に代わり、また、同時期に留学生を誘致する大学が増加したことが、留学生を大学が組織と

して受け入れるものであるという意識の醸成と担当部署の設置につながっていった。しかし、

誘致のみ行って問題を起こす大学が、海外での評判悪化につながった。 
両国の留学生受入れは、日本では門戸開放的な立場から、韓国の場合は外貨不足への対応の

ための獲得というきっかけで始まったが、いずれも十分な受入れ体制の整備が無いまま留学生

誘致を拡大したことにより、支援不足による問題が生じていた。予算措置の多寡、受入方式の

違いは、両国の大学の支援体制整備状況に影響を与えていた。円滑な留学生受入れのためには、

予算の裏付けや受入れの質を維持するための教育機関の質保証制度が必要であるといえる。 
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This study intends to develop prescriptive inferences to improve the quality of the hosting of 

international students. To accomplish this purpose, this paper analyzes the government’s policies and 
conducts an examination of the process of building a hosting system at universities at the time when 
the 100,000 International Students Plan was instituted in both Japan and Korea. 

The Japanese government’s launching of a scholarship program in 1954 marked the beginning of 
its policy to make an international contribution during a period of high economic growth in Japan. 
The absence of a hosting system posed problems, and recommendations for improvement were 
presented through the 1960s and 1970s. The 100,000 Plan was launched in 1983, and the 
government established a hosting system and a budget for specialized units at national universities. 
Such dedicated departments played a pivotal role in hosting international students at Japanese 
universities, but their concentrated responsibility allocation also meant that the hosting of 
international students was not handled holistically by universities. 

The Asian currency crisis in the latter half of the 1990s provided the impetus for Korea’s policy of 
recruiting international students as one of the solutions to overcome the foreign currency shortage. 
Intensive enrollments were conducted without the creation of an appropriate hosting system. Most of 
the international students in Korea were enrolled at the graduate degree level until the 1990s, and 
their professors had personally hosted them. Hence, dedicated operational units had not existed. 
Changes made to the guarantor system in 2008 caused specialized sections to be given charge of the 
hosting of international students in Korean universities. However, Korea failed to garner a positive 
reputation as a desirable destination for international students because some universities merely 
concentrated on recruiting students without instituting a suitable hosting system for them. 

 


