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凡例 公的資金による運営 

各国のナショナル・インフォメーション・センター（NIC）機能の代表例 

国 

(設置年、 

本部所在地) 

英  国 (1997、チェルトナム) 

 

 

 

オランダ (1952、ハーグ) フランス (1985、セーブル) 

機関名称 
UK-NARIC (The National Recognition Information Centre 
for the United Kingdom) 

Dutch ENIC/NARIC  
(International Recognition Department, Nuffic) 

ENIC-NARIC France  
(Department of Qualification Recognition, CIEP) 

設置形態 
有限責任会社 (社名：ECCTIS Ltd.)の一部門 

※英国教育担当省(BIS)との業務委託契約により同社が運営 
独立非営利団体 Nuffic（オランダ高等教育国際協力機
構）内に設置 

行政的公施設法人 CIEP（フランス国際教育学習
センター）内に設置 

所管官庁 英国ビジネス・イノベーション・技能省（BIS） オランダ外務省、教育・文化・学術省 フランス国民教育省、高等教育・研究省 

予算規模 不明 
約 1.5億ﾕｰﾛ（約 211億円）（2009年） 
うち認証情報センター配分額は約 21億円 

約 2,500万ﾕｰﾛ（約 36億円）（2013年） 
うち事業費約13億円（※ENIC-NARIC への配分額不明） 

人員 
149名 
（事務局長=1、資格評価者=85、事務系職員等=63） 

22名 
（事務局長=1、国別資格評価専門家=15、事務系職員等=6） 

22名 
（うち評価者=12） 

ENIC/NARIC※ 

所掌範囲 

個人向け：資格の比較説明書 

学校・企業・団体向け：世界各国の教育制度情報発信、研修 

個別の専門的助言 

オランダと外国の学術資格評価 

オランダと外国の教育制度情報発信 

コンサルテーション 

各種研修 

外国資格の比較評価書発行 

フランスの資格を認証するための手続き紹介 

国の規制下にある専門職へ就業するための手続き紹介 

 

国 

(設置年、 

本部所在地) 

オーストラリア (2002、キャンベラ) 

 

 

 

 

 

米  国 (1996、ワシントン DC) カナダ (1990、トロント) 

機関名称 
AEI-NOOSR (Educational and Professional Recognition 
Unit, National Office of Overseas Skills Recognition) 

USNEI  
(United States Network for Education Information) / U.S. ENIC 

CICIC (Canadian Information Centre for International 
Credentials) 

設置形態 政府機関：豪州教育省国際グループ内部に設置 
政府機関：米国連邦教育省国際オフィス 

（International Affairs Office）内部に設置 
政府機関： 

CMEC（カナダ教育閣僚協議会）内部に設置 
所管官庁 教育省 連邦教育省 カナダ教育閣僚協議会・各州教育担当省 
予算規模 AEI-NOOSR にかかる予算は不明 USNEI にかかる予算は不明 CICIC にかかる予算は不明 

人員 不明 7名（事務系職員職=7） 4名 

ENIC/NARIC※ 

所掌範囲 

世界各国と豪州の資格比較のための情報提供 

進学・移住・雇用以外の目的の外国資格審査 

豪州および外国の資格認証促進のためのプログラム助成 

外国資格認証する団体のためのワークショップ開催 

移民審査機関への専門的支援 

米国の資格認証に関する情報 

米国教育制度の情報 

留学生助成情報 

外国の教育制度情報へのリンク集 

外国で米国の教員免許を用いるための情報 

情報収集・共有：カナダの資格認証の手続きに関する情報、高

等教育機関・職業関連団体一覧 

個人向け：カナダで資格認証を受けたい人への助言、問合せ先の

紹介 

※1 ユーロ=140円で計算  ／  ENIC: European Network of Information Centres in the European Region NARIC: National Academic Recognition Information Centres in the European Union 

英国では、教育担当省(BIS)が業務委託する会社が、
全国的な認証情報センター(UK-NARIC)を運営、自
国・海外に関する情報発信・海外資格の認証を担う。 

オランダでは、高等教育・一般中等教育の資格認証を
Nufficの一部門が取り扱い、職業系中等教育の資格認証
は別団体(SBB)が担当。 

フランスでは、公的機関である CIEP の内部に海外資
格の認証部門を設置。 SBB: Foundation for Cooperation on Vocational 

Education, Training and the Labour Market 

豪州高等教育機関への入学目的のための海外資格の
認定は、高等教育機関自身に委ねられている。また、特
定の職種への就職や移住といった目的に応じて、資格認
証の担当機関が指定されている。AEI-NOOSRの業務
は、資格比較にかかる情報提供や助成が主体である。 

米国には連邦として包括的に海外資格認証を担う統一的
な機関が存在しない一方、全米で 200機関以上の民間
の専門資格認証機関が存在（例：World Education 
Service）。また、USNEI は米国高等教育の情報発信を
担う米国の NIC と位置づけられている。 

カ ナ ダには、海外資格に関する情報センター
（CICIC）が置かれている。CICIC は、認証業務自
体は実施しないが、資格認証にかかる情報発信や適
当な認証機関の紹介を行う。なお、海外資格の認証
は、各州・準州で認められた認証機関が行う。 

公 
公 

公 公 公 



自国の教育制度に関する英語による情報提供の状況について

項目
英国

(UK NARIC)
オランダ
(Nuffic)

カナダ
(CICIC) 日本 備考

教育制度の概要 ○ ○ ○ ○ 大学評価・学位授与機構発行の「インフォメーション・パッケージ」に記載

資格枠組み ○ ○ ○

初等中等教育 ○ ○ ○ 文部科学省発行の「就学ガイドブック（英語版）」に記載

高等教育への入学要件 ○ ○ ○ 学生支援機構ウェブサイト（英語版）に記載

高等教育 ○ ○ ○ ○ 大学評価・学位授与機構発行の「インフォメーション・パッケージ」に記載

技術・職業教育 ○ ○ ○ ○ 文部科学省ウェブサイト（英語版）に記載（高等専門学校の概略のみ）

高度専門職教育 ○ ○ ○ 文部科学省ウェブサイト（英語版）に記載（専門職大学院の概略のみ）

質保証・アクレディテーション ○ ○ ○ ○ 大学評価・学位授与機構発行の「インフォメーション・パッケージ」に記載

成績評価制度 ○ ○

資格・学位 ○ ○ ○ ○ 大学評価・学位授与機構発行の「インフォメーション・パッケージ」に記載

機関リスト ○ ○ ○ ○ 文部科学省ウェブサイト（英語版）に記載

用語集 ○ ○ 大学評価・学位授与機構ウェブサイト（英語版）に記載（高等教育関係が中心）

極めて限定的な内容の情報しか提供されていない項目がある
主体が複数あり、また同一の主体による情報提供であっても
項目によって参照先が異なるなど、一元的な情報提供になっ
ていない

※○：記載の濃淡にかかわらず、情報提供
の実績が確認できたもの。

※「インフォメーション・パッケージ」は
大学評価・学位授与機構のウェブサイト
から、「就学ガイドブック（英語版）」
は文部科学省のウェブサイトからそれぞ
れ無料で全文を参照することが可能。

（文部科学省）


