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1.はじめに 

 

中国は基礎科学の分野にも予算を出して実験室の充実も図っている。（松岡 2014） 

However, only 5% of China’s R&D spending goes to basic research — a much lower 
proportion than that of other leading nations. Most of China’s R&D funding is aimed 
at commercially-related technology development.（しかし、中国の研究開発費のうち

わずか 5%しか基礎研究に投入されていない－他の主要国より比率は低い。中国の研究

開発費の多くは商業関連の技術開発に向けられている。）（Van Noorden 2016） 

 

両者はどちらも事実である。一見すると相反する意見のように聞こえるが、中国の研究開発費

のうち基礎研究に向けられる比率は低いものの、研究開発費自体が大幅な伸びを示しているから

だ。こうした表現が出てくる背景には、中国の科学技術政策は応用面を重視する傾向があるとい

う印象が強いことを物語っている。筆者もそのような印象を持っており、世界最大の電波望遠鏡

「天眼」の建設など、基礎科学にも予算が投入されているとはいえ、一部の限られた分野だと感

じていた。 

国外への留学生派遣に関する政策も同様で、高等教育の高度化と高度人材の養成のため、国家

として優先度の高い専攻分野を中心として優秀な人材が海外に派遣されているという（王 2010）。
たとえば「海亀政策」は海外に出て行った優秀な研究者を呼び戻すことが目的であり、実際に論

文生産の拡大に寄与したとされるなど（上野ほか 2006）、国外への留学が高度人材育成の一手段

になっている（黒田 2011、辻野 2008、趙 n.d.）。中国の学術政策においては、実利的な方面を

支援している印象が強いことは否めない。 
本レポートでは特に中国の留学生派遣政策と中国人留学生の志向に焦点を当て、それらが本当

に実利的なものを求める傾向があるのか、動向を探っていきたい。近年、中国から国外に行く留

学生の数は増加傾向にある。日本に来る中国人学生も増えているとはいえ、中国から国外に行く

留学生全体の日本への留学生が占める割合は年々低下している。中国側の動向を知ることで中国

人留学生のうち日本に来る割合が低下している理由を探ることができると考える。 

本レポートの構成としては第 1 章で本レポートの目的と全体の構成を述べ、第 2 章で中国の留

学政策を概観する。第 3 章では日本と中国および留学先での専攻ごとの分布から学生の傾向の分

析を行う。続く第 4 章では大学側および大学生側の対応として中国科学院大学の例を取り上げる。

第 5 章では中国における就職状況について概観する。第 6 章では中国と日本の研究者の聞き語り

から、日本の研究者が現在のキャリアに至った経緯に迫る。最後に第 7 章で全体のまとめを行う。 

 

 

2.中国の留学政策概観 

 

中国の現在に連なる留学生派遣政策は、1978 年の改革開放以降に始まる（黒田 2011、白土` 
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派留学生が 1.20万人、単位公派 0.72万人、私費留学 21.01 万人（中华人民共和国国际司 ed. n.d.）
となっていることからも、同委員会が国家公派留学生の送り出しに大きな役割を担っていること

がうかがえる。2017年度の国家公派留学生数の募集人員は 3.2万人（国家留学基金管理委员会 ed. 
2016d）となり、ここ 8 年で 2.5 倍以上の伸びとなっている。中国から出国する留学生の数も 2009
年の 22.93 万人から 2015 年の 52.37 万人（中华人民共和国国家统计局 ed. n.d.）へと同様に倍以

上の伸びを示している。 

同委員会が留学生を募集する際は「国家中長期人材発展計画要綱（2010-2020 年）」で決めら

れた経済と社会の発展にかかる重点領域、「国家中長期科学および技術発展計画要綱（2006-2020
年）」で決められた重点領域、重大テーマ、先端技術、基礎研究、人文社会科学領域または国家戦

略と重要事業で必要とされている領域が優先される（国家留学基金管理委员会 ed. 2016a）。 

 

国家中長期人材発展計画要綱（2010-2020 年）（国家留学基金管理委员会 ed. （2016b）より抜

粋） 

1. 経済重点領域：装備製造、情報、バイオテクノロジー、新材料、宇宙航空、海洋、金融、国

際ビジネス、生態環境保護、エネルギー資源、交通運輸、農業化学など 

2. 社会発展重点領域：教育、政治法律、思想文化宣伝、医薬衛生、防災減災など 

 

「国家中長期科学および技術発展計画要綱（2006-2020 年）」（国家留学基金管理委员会 ed. 
（2016c）より抜粋） 

1. 重点領域： 

エネルギー、水と鉱物資源、環境、農業、イノベーション、交通運輸、情報産業及びサービ

ス業、人口と健康、都市化と都市発展、公共安全、国防 

2. 重大テーマ： 

電子部品、大規模集積回路製造技術、旋盤、大型油田及び天然ガス開発、原子力発電所、水

質汚染制御、遺伝子組み換え種育成、新薬創製、エイズやウイルス性肝炎等の予防、大型飛

行機、高解像度観測システム、有人宇宙飛行と月面探査プロジェクト 

3. 先端技術： 

生物技術、情報技術、新材料技術、先端的製造技術、先端的エネルギー技術、海洋技術、レ

ーザー技術、宇宙技術 

4. 基礎研究： 

人の健康と疾病に関する生物学の基礎、農作物の遺伝子改良と農業の持続可能発展、人類活

動が地球システムに与える影響、地球規模の変化と地域に与える影響、複雑系、エネルギー

問題、材料設計と制備、極端環境下での科学、航空宇宙力学、情報技術発展の基礎 

 

以上のことから中国が国家公派留学生として送り出す際は特に工学、農学、医学、生物学といっ

た学問分野に重点が置かれていることが読み取れる。 

 

 

2010、WANG 2007）。改革開放が始まった時期には多くの政策が実施された。中でも高等教育の

再建と高度人材の育成、すなわち科学研究の振興が喫緊の課題となった。一つの解決策として先

進国への留学が推進されることになり、1978 年 6 月 23 日、鄧小平が海外の先進的な自然科学の

成果を大量に導入するため、留学を拡大すべきとする指示を出した（「邓小平同志谈清华问题时关

于派遣留学生问题的指示」）。こうして中国政府は公派（国費）留学生の数を増やすと同時に、単

位公派（中央官庁や地方政府等、国以外の組織による派遣)制度を発足させ､ また私費留学も奨励

する政策を打ち出した。1982 年からはより高度な人材育成のため、国外の大学の博士課程で学ば

せる方式の試行を始めた。1986 年には学部生の公費派遣を中止し、修士課程学生の派遣を減少さ

せ、博士課程学生の派遣を増加させる方針へと舵を切った（白土` 2010）。当時から現在まで、中

国政府の留学政策は、基本的には国家建設のための人材育成に重きが置かれてきた（白土` 2011）。
2016 年現在では、留学生 54.45 万人のうち国費 3 万人、単位公派 1.63 万人、私費 49.82 万人（忠 
ed. 2017a）となり、全体の 9 割以上を私費留学生が占めるようになった。 

一方で先進国に留学した学生が増えるにつれて、彼らの不帰国問題が浮上してきた。頭脳流出

である。中国政府は留学した学生に帰国の奨励と再出国の自由、さらに帰国に際して給料の上乗

せなどのインセンティブを与える政策を取り、頭脳循環を図った。1986 年からは公費、私費留学

関係なくすべての留学生に帰国後、職業斡旋サービスを提供し始め、留学生の帰国を促した（白

土` 2010、2011）。1994 年には中国科学院の海外人材呼び戻しプロジェクトである百人計画およ

び海外にいる人材の帰国と起業を奨励する留学人員創業園が、1996 年には海外にいる留学経験者

の中国国内での学術交流等の短期帰国を支援する春暉計画が、1998 年には国内外の優秀な学者を

中国の高等教育機関に招致する長江学者奨励計画が立ち上げられるなど、帰国奨励政策が充実し

ていった（Japan Science and Technology Agency n.d.、寺倉 2011）。2013 年 10 月には習近平

総書記が欧美同学会（欧州アメリカ同窓会）創立 100 周年記念式典で「支持留学、鼓励回国、来

去自由、发挥作用」（留学を支持し、帰国を奨励し、行き来は自由にさせ、実力を発揮させる）と

いう新時代の留学政策の方針を発表した。2014 年 12 月に開かれた全国留学工作会議では留学経

験者の起業を促進することが決定された（耿 ed. 2016）。その結果、ここ 10 年の帰国者は数では

まだ逆転していないものの、伸び率では出国者を凌駕する勢いで増えている。 

 

2.1.国費留学生の派遣 

 

中国で国費留学生の派遣を中心的に担っているのは教育部直属の非営利法人、中国国家留学基

金管理委員会である。多くの国費留学生は「国家建設高水平大学公派留学生項目」をはじめとす

る同委員会のプログラムを通じて世界各地に送られている（黒田 2011、白土` 2011） 

中国国家留学基金管理委員会は 1996 年に設立された組織で、中国人の国外への留学、外国人

の中国への留学を担当している。具体的には中国の社会主義現代化建設と世界平和、発展を促進

させることを目的とし、経済的な支援などを行っている。2009 年の年報では 1996 年から 2009
年にかけて公派留学生数は 2,044 人から 12,957 人へと 6 倍以上に増えている（国家留学基金管

理委员会 ed. n.d.）。中国教育部の発表によると 2009 年度の留学生数は 22.93 万人、うち国家公
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2016 年の時点で日本および中国から留学に行く先として多いのは表２に示した国および地域

である。中国人の場合、欧米諸国のうちアメリカが群を抜いて人気があり、英語圏の国々がそれ

に続く。距離が近く学術レベルの高い日本、韓国、香港への留学生も多い。中でも日本への留学

は全体の 10%を占めるなど、非西洋圏において存在感が高いことは特筆に値する。一方、日本人

の場合、英語圏への志向が高いのは同様だが、中でもアメリカへの人気が圧倒的に高く、韓国を

除くアジア諸国への留学者数は少ない。 

 表３は 2006 年から 10 年間の中国全体の留学目的での出国者数と、国別の中国人学生の入国者

数であり、表３をグラフで表したものが図１である。ここからもアメリカは他国と比べて著しく

人気のある渡航先であることが見て取れる。 

同じく表３から起こした線グラフで 2006 年を 100 として、その後 10 年間の伸び率を示した

のが図２である。ここからはアメリカよりもイギリスへ留学する学生の伸び率が高いこと、続い

てオーストラリア、カナダと英語圏の国々が続いていることが見て取れる。前述のとおり、中国

国家留学基金管理委員会を通じた公費派遣留学生は 2009 年段階で 1.2 万人、2015 年段階で 2.5
万人（国家留学基金管理委员会 ed. 2014）と留学生全体の 10 分の 1 以下であることから、単位

公派の学生もいるとはいえ、留学生数の伸びに占める大半が私費留学生であると想定される。 

日本は中国人留学生受け入れの実数としてはアメリカやイギリス、オーストラリアに続く第 4
位に位置している。英語圏でないことや大学ランキングの上位常連大学が英米に集中しているこ

とを勘案すると日本への留学生は比較的多い方だと言える。図２を見ると、伸び率では英語圏を

下回ってはいるものの、ドイツや距離的には比較的似たような条件である韓国を上回っている。

総じて日本は実数、伸び率ともに劣勢に立ちながらも欧米諸国との間で健闘しているといえる。 

年 出国 日本 米国 英国 ドイツ 豪州 カナダ 韓国 

2006 134,000 74,292 62,582 - 26,061 93,533 49,544 - 
'07 144,000 71,277 67,223 10,530 25,651 110,846 50,905 - 
'08 179,800 72,766 81,127 15,010 23,983 131,210 55,017 - 
'09 229,300 79,082 98,235 14,785 23,140 154,777 61,043 - 
'10 284,700 86,173 157,558 35,825 22,779 159,691 68,360 61,206 
'11 339,700 87,533 194,029 38,275 22,828 149,758 79,857 62,882 
'12 399,600 86,324 235,597 42,475 23,883 150,116 93,777 59,219 
'13 413,900 81,884 274,439 49,680 25,564 152,898 110,285 54,359 
'14 459,800 94,399 304,040 56,340 28,381 170,212 126,053 52,752 
'15 523,700 94,111 328,547 64,560 30,269 196,315 139,872 56,899 

表３．中国からの留学目的での出国者数および中国人留学生数の推移 2（Department of 
Education and Training, Australian Government ed. (n.d.)、Government of Canada ed. (n.d.)、
Institute of International Education, Inc. ed. (2017a)、HESA ed. (n.d.)、DAAD and DZHW eds. 

(n.d.a), DAAD and DZHW eds. (n.d.b)、DAAD and DZHW eds. (n.d.b)、경인지방통계청 ed.  

                                                   
2 英国と韓国の空欄はデータが見つからなかったもの 

3.中国の学生、日本の学生 

 
2016 年現在、中国の大学進学率は 42.7%（忠 ed. 2017b）、

日本は 52.0%（文部科学省生涯学習政策局政策課編 2016）で

あり、年々その差は縮まってきている。大学生の実数でみると

中国は 191.1 万人（中华人民共和国国家统计局 ed. n.d.）、日本

は 24.9 万人（文部科学省生涯学習政策局政策課編 n.d.）となっ

ている。専攻ごとに学ぶ大学院生の割合は表１のとおりである。

中国のほうが社会科学を学ぶ学生の比率が多いものの、それ以

外に目立った違いはない。少なくとも大学院生に限っては、日

中とも学生の志向に大きな違いが見えてこない。 

 

3.1.留学志向－英語圏に向かう中国人－ 

 

                                                   
1 日本側は修士、専門職博士および博士のそれぞれの課程の学生の、中国側は研究生の合計数。中国側の哲学、文学、歴史学を

日本側の人文科学に、経済学、法学、管理学を社会科学に、工学、軍事学を工学に算入した。また日本側の保健には医学・歯

学とその他が入るが、中国側は医学と区分されたものを保健に計上してある。 

 日本 中国 

人文科学 7% 7% 
社会科学 14% 24% 
理学 8% 10% 
工学 32% 36% 
農学 5% 4% 
保健 16% 11% 
教育 6% 5% 
芸術 2% 3% 
表 1.日本、中国および専攻別

大学院生数割合 1（中华人民共

和国国家统计局 ed. （n.d.）、
文部科学省生涯学習政策局政

策課編 （n.d.）より） 

出発国 中国 日本 

順位 行先 留学生数 全体に対する

割合 

行先 留学生数 全体に対する割

合 

1 アメリカ合

衆国 

291,063 36.3% アメリカ合

衆国 

15,075 50.0% 

2 オーストラ

リア 

97,387 12.2% 連合王国 3,089 10.2% 

3 連合王国 86,204 10.8% ドイツ 1,756 5.8% 
4 日本 85,226 10.6% オーストラ

リア 

1,672 5.5% 

5 カナダ 42,011 5.2% フランス 1,540 5.1% 
6 韓国 34,513 4.3% カナダ 1,419 4.7% 
7 香港 25,801 3.2% 韓国 1,286 4.3% 
8 フランス 25,388 3.2% ブラジル 759 2.5% 
9 ドイツ 23,616 2.9% ニュージー

ランド 

895 2.3% 

全体  801,187 100.0%  30,179 100.0% 

表２．日中の留学生の主な渡航先（UNESCO Institute of Statistics ed.（2017）より） 
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2016 年の時点で日本および中国から留学に行く先として多いのは表２に示した国および地域

である。中国人の場合、欧米諸国のうちアメリカが群を抜いて人気があり、英語圏の国々がそれ
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は全体の 10%を占めるなど、非西洋圏において存在感が高いことは特筆に値する。一方、日本人

の場合、英語圏への志向が高いのは同様だが、中でもアメリカへの人気が圧倒的に高く、韓国を

除くアジア諸国への留学者数は少ない。 

 表３は 2006 年から 10 年間の中国全体の留学目的での出国者数と、国別の中国人学生の入国者

数であり、表３をグラフで表したものが図１である。ここからもアメリカは他国と比べて著しく

人気のある渡航先であることが見て取れる。 

同じく表３から起こした線グラフで 2006 年を 100 として、その後 10 年間の伸び率を示した

のが図２である。ここからはアメリカよりもイギリスへ留学する学生の伸び率が高いこと、続い

てオーストラリア、カナダと英語圏の国々が続いていることが見て取れる。前述のとおり、中国

国家留学基金管理委員会を通じた公費派遣留学生は 2009 年段階で 1.2 万人、2015 年段階で 2.5
万人（国家留学基金管理委员会 ed. 2014）と留学生全体の 10 分の 1 以下であることから、単位

公派の学生もいるとはいえ、留学生数の伸びに占める大半が私費留学生であると想定される。 

日本は中国人留学生受け入れの実数としてはアメリカやイギリス、オーストラリアに続く第 4
位に位置している。英語圏でないことや大学ランキングの上位常連大学が英米に集中しているこ

とを勘案すると日本への留学生は比較的多い方だと言える。図２を見ると、伸び率では英語圏を

下回ってはいるものの、ドイツや距離的には比較的似たような条件である韓国を上回っている。

総じて日本は実数、伸び率ともに劣勢に立ちながらも欧米諸国との間で健闘しているといえる。 

年 出国 日本 米国 英国 ドイツ 豪州 カナダ 韓国 

2006 134,000 74,292 62,582 - 26,061 93,533 49,544 - 
'07 144,000 71,277 67,223 10,530 25,651 110,846 50,905 - 
'08 179,800 72,766 81,127 15,010 23,983 131,210 55,017 - 
'09 229,300 79,082 98,235 14,785 23,140 154,777 61,043 - 
'10 284,700 86,173 157,558 35,825 22,779 159,691 68,360 61,206 
'11 339,700 87,533 194,029 38,275 22,828 149,758 79,857 62,882 
'12 399,600 86,324 235,597 42,475 23,883 150,116 93,777 59,219 
'13 413,900 81,884 274,439 49,680 25,564 152,898 110,285 54,359 
'14 459,800 94,399 304,040 56,340 28,381 170,212 126,053 52,752 
'15 523,700 94,111 328,547 64,560 30,269 196,315 139,872 56,899 

表３．中国からの留学目的での出国者数および中国人留学生数の推移 2（Department of 
Education and Training, Australian Government ed. (n.d.)、Government of Canada ed. (n.d.)、
Institute of International Education, Inc. ed. (2017a)、HESA ed. (n.d.)、DAAD and DZHW eds. 

(n.d.a), DAAD and DZHW eds. (n.d.b)、DAAD and DZHW eds. (n.d.b)、경인지방통계청 ed.  

                                                   
2 英国と韓国の空欄はデータが見つからなかったもの 
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3.2.留学先で何を学ぶか－日本人の英語、中国人のコンピューター－ 

 

留学先で何を学んでいるのか。中国から

の留学先として一番の人気国であるアメリ

カのデータに基づくと、中国人留学生と日

本人留学生の学んでいる専攻は表４のとお

りである。文部科学省の発表による平成 27
年度の大学が把握しているアメリカへの留

学生数は 18,676 人（文部科学省学生・留

学生課編 2016）であり、本データの在米

日本人留学生の総数とほぼ差がないことか

ら、本データは学部生から大学院生までを

含めた数であると考えられる。表４を見る

と、表１では中国の学生に社会科学を学ぶ

者が多い以外は日中でほとんど変わりな

かった専攻別の割合に違う特徴が出ている。

日本側は英語を、中国側は工学、数学およ

びコンピューター科学を学ぶ学生の多いこ

とが見て取れる。日本人留学生の英語を学

ぶ割合が高いのは学部生も入れた数値であ

ることから、多くは学部生の語学留学であ

ろう。一方、同じ学部生を入れた数値であっ

ても、榎並（2016）が指摘する通り中国人留学生の間では工学や数学への志向がかなり高い。 

 

 

4.大学の取り組み－教養ある科学者を育てる中国科学院大学－ 

 

ここでもう一つの留学形態、単位公派の派遣元である大学側の動きを見ておきたい。具体的に

は中国科学院大学の取り組みを以下に紹介する。中国科学院大学は中国科学院の有する三つの教

育機関のうちの一つ（残り二つは中国科学技術大学と上海科技大学）である。施設としては国家

実験室の 58%、国家重点実験室の 33%を有しており、研究者も中国科学院院士（日本の学士院会

員に相当）のうち 38%、国家最高科学技術賞受賞者のうち 41%が所属している。習近平国家主席

が 2017 年の新年の祝辞で言及した電波望遠鏡や人工衛星など、多くの国家プロジェクトにも参

画している中国のトップ大学の一つである。 

中国科学院大学の歴史を繙くことで中国の高等教育の一端を振り返ることができるので、遠回

 日本人留学生 中国人留学生 

総数 18,780 350,755 

経営 18.2% 23.1% 
教育 2.2% 1.8% 
工学 4.9% 18.7% 

芸術 6.6% 6.0% 

保健 2.4% 1.3% 

人文科学 3.7% 1.1% 

英語 15.9% 2.4% 

数学およびコン

ピューター科学 
3.2% 15.5% 

物理、生命科学 5.0% 8.2% 

社会科学 10.3% 8.9% 

その他 5.0% 2.4% 
不明 22.7% 10.5% 
表４．アメリカで学ぶ日本人学生と中国人学生の

専 攻 別 割 合 （ 2016-2017 年 ）（ Institute of 
International Education, Inc. ed. (2017b)） 
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図１．中国からの留学目的での出国者数および中国人留学生数の推移（万人） 

 

 

図２．中国からの留学目的での出国者数および中国人留学生受入数の推移（2006 年を 100 とし、

パーセントで表示）3 

                                                   
3 データの都合上、英国は 2007 年を、韓国は 2010 年を 100 としたときの数値であり、それぞれその年以前は 100 と仮の数字

を入れた。 

 

西暦 

西暦 
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 入学した学部生の教育は三段階に分けて行われ、第一段階として 1 年半かけてコンピューター 

や語学、科学、人文系の基礎科目

を学ぶ。第二段階として多くの学

生にほかの学科の科目を学ばせる。

第三段階で一学期を海外留学に、

一学期を論文執筆に充てる。国際

的な大学間協定はハーバード大学、

マサチューセッツ工科大学、シカ

ゴ大学、カリフォルニア州立大学

バークレー校、オックスフォード

大学、ケンブリッジ大学をはじめとする 12 の大学と結んでいる。アジアでは唯一、シンガポー

ル国立大学と提携を結んでいるが、専攻によってはそれらの大学以外でも留学が可能である。 

 

 学部学生たちの留学先は以下の通り専門によって行ける大学に違いがあり、また成績などの条

件はあるものの、どこに行くかは学生本人が自由に選択できるようになっている。 

 

数学： ハーバード大学、プリンストン大学、ケンブリッジ大学、モスクワ大学、パリ高等師範学

校 

物理： ハーバード大学、プリンストン大学、マサチューセッツ工科大学、ケンブリッジ大学、ス

タンフォード大学、カリフォルニア州立大学バークレー校、東京大学 

化学： ハーバード大学、スタンフォード大学、カリフォルニア州立大学バークレー校、パリ高等

師範学校、東京大学 

生物： ハーバード大学、マサチューセッツ工科大学、ケンブリッジ大学、オックスフォード大学、

イェール大学 

材料： スタンフォード大学、マサチューセッツ工科大学、カリフォルニア州立大学サンタバーバ

ラ校、東京大学、カリフォルニア州立大学バークレー校 

コンピューター： スタンフォード大学、マサチューセッツ工科大学、カーネギーメロン大学、イ

ンド理工大学、オックスフォード大学 

 

 

5.何のために学ぶか－学びの動機としての就職－ 

 

日本と中国では大学選びの動機が大きく違う。日本の高校生や大学生を対象とした調査では大

学選びで最重要視されるのは自身が志望する専攻の有無である（Benesse 教育研究開発センター 

2013、早稲田大学学生部 2016）。一方、中国の学生は多くが進路を考慮したうえで大学および専

                                                   
4 これらの表および記述は中国科学院大学から提供いただいたデータに基づく。 

専攻 採用者数 第 1 次確定数 最終確定数 

数学 40 57 55 
物理 75 81 83 
化学 56 37 35 
生物 59 32 30 
材料 34 35 34 
コンピューター 62 84 89 

表５．中国科学院大学入学後の専攻決定者数の推移 4 

りになるが以下に紹介したい。4.2 で紹介する内容は 2017 年 7 月 13 日に同大学を訪問したとき

の説明および資料を基にしている。 

 

4.1.中国科学院大学の沿革 

 

中国科学院大学の前身は中国科学院の教育部門である。1949 年の新中国成立後、1951 年 6 月

11 日、中国科学院と教育部（日本の文部省に相当）が連名で「1951 暑期招收研究实习员、研究

生办法」（1951 研究実習員、研究生夏期募集方法）を公布し、初めて研究実習員および研究生の

募集が行われた。500 名の研究生を募る計画であったが、実際に研究生になったのは 276 名、そ

の中で中国科学院は 95 名を占めていた。 

1955 年からは国家の基礎を築く科学者を育成するため、正規の研究生制度を設けた。「具有一

定马列主义水平，本门学科方面的坚实的基础，有关国家建设的实际知识，能独立地进行专业的创

造性的科学研究工作」（一定のマルクスレーニン主義のレベル、学問の堅実な基礎、国家建設にか

かわる実際の知識、独立独歩で専門的かつ創造的な科学研究を行える能力を備えること）を目標

に科学者の育成を始め、1965 年までの 10 年間に 1518 名の学生が入学した。 

1977 年には 12 年間停止していた研究生教育制度をいち早く回復させ、1978 年に 新中国成立

後初の大学院である中国科学技術大学研究生院を開設、1529 名の学生が入学した。 

1980 年に「中華人民共和国学位条例」が施行され、国務院の認定した機関が碩士（修士）、博

士の学位を授与できるようになった。1982 年には中国初の博士が誕生し、12 名中 7 名が中国科

学院の出身者であった。 

2000 年 12 月 29 日に中国科学院研究生院と改名し、学生募集、教育管理、学位授与の統一と

指導体制、研究者、管理制度、院と研究所における教育体制の結合という「三統一、四結合」の

方針を打ち出した。 

2012 年 6 月、中国科学院研究生院は中国科学院大学（国科大）と改名し、「科教融合、育人为

本、协同创新、服务国家」（科学とリベラルアーツの融合、人材育成、共同でのイノベーション創

出、国家への奉仕）を方針とした。2014 年以降は学部生も受け入れ始めている。これにより学部、

修士、博士の高等教育課程が揃った（中国科学院大学 ed. n.d.）。 

 

4.2.充実した教育体制と多様な選択肢 

 

 中国科学院大学の特徴の一つとして、充実した指導体制があげられる。院士 295 人、国家傑出

青年科学基金獲得者 686 人など、トップクラスの研究者から少人数クラスで直接指導を受けられ

る体制が整っている。 

 また、専攻決定も学生の自主性に任せており、入学後に二度の転専攻の機会が与えられている。

表５は入学後の転専攻者の推移を表したものである。採用者数と最終確定者数を比較すると数学

やコンピューターの人気が高いことがわかる。 
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5.何のために学ぶか－学びの動機としての就職－ 

 

日本と中国では大学選びの動機が大きく違う。日本の高校生や大学生を対象とした調査では大

学選びで最重要視されるのは自身が志望する専攻の有無である（Benesse 教育研究開発センター 

2013、早稲田大学学生部 2016）。一方、中国の学生は多くが進路を考慮したうえで大学および専

                                                   
4 これらの表および記述は中国科学院大学から提供いただいたデータに基づく。 

専攻 採用者数 第 1 次確定数 最終確定数 

数学 40 57 55 
物理 75 81 83 
化学 56 37 35 
生物 59 32 30 
材料 34 35 34 
コンピューター 62 84 89 

表５．中国科学院大学入学後の専攻決定者数の推移 4 
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－なぜ研究者を目指そうと思われましたか？ 
子供のころの家庭での教育か、小さい時に見た映画から影響を受けていると思います。私が子

供のころ、いつもキュリー夫人やトーマス・エジソンの映画を見ていました。彼らの科学に対す

る力強い意志と情熱に深く心を動かされました。それらが私の心を突き動かし、真理の探究や科

学での新発見を追い求める道に進むことになりました。私は科学や社会に貢献することによって

彼らのようなすばらしい研究者になることを夢見ています。 
 
－多くの中国人学生は将来の仕事を考慮して大学や専攻を選ぶといわれています。あなたの場合

はどうでしたか？ 
私が今の専攻を選んだ時、何よりも興味に重点を置いて選びました。もしもう一度専攻を選ぶ

機会があったとしても、私は今と同じ専攻を選ぶでしょう。興味のないことを学ぶのはつらいと

思うからです。前述のとおり私はキュリー夫人やエジソンのような科学者を尊敬しています。私

は彼らのような偉大な研究者になることを夢見ていますから、科学の道を選びました。将来の仕

事については、ほかの方がどう思っているかはわかりません。私自身、当時は将来の仕事につい

て考えませんでした。 
 
－なぜアイルランドで博士号を取得されたのですか？ 
当時、私は University College Dublin で研究する誘いを受けました。私は Da-Wen Sun 教授

の学生になれることにとても驚くとともに、うれしく感じました。彼はとても著名な教授で Royal 
Irish Academy、Academia Europaea の会員、International Academy of Food Science and 
Technology のフェローでもありますから。彼は農学のもっともよく引用される 50 人に常に入っ

ています。私は彼から学べ、自らのキャリアを開拓できることが幸せでした。ほかにも、アイル

ランドの公用語は英語ですから、私の研究の役に立ちましたし、英語のレベルアップにもつなが

りました。 
 
－いつ海外留学を決意されましたか？ 

中学生のころ、私は語学が好きでした。英語は好きな科目でした。私は先生や友人に留学をよ

く勧められました。その中でも最も感謝しているのが大学院の時の指導教官です。彼は私の留学

を全面的に支援してくれましたし、私の夢を理解してくれました。彼なしでは私は今の段階にい

ないでしょう。彼の支援によって大学院 1 年生の時に私は留学を決意しました。 
 
－日本での研究を決意された理由は何ですか？ 
 日本の教授の研究テーマと私の研究が一致したからです。だから私は日本を選びました。一方

で新たなアイデアや技術は継続的な研究の促進や私の研究分野の開拓に役立つと思います。 
 
－日本の生活の良い点はどこですか？ 
 中国と文化が似ている点です。また、人々は中国人のようにとても礼儀正しく、親切です。日

攻を志望しており（高 2014）、国際交流基金の調査でも、中国で日本語を学ぶ学生の実利志向の

高さが指摘されている（国際交流基金 2016）。 

中国教育部の発表では中国に帰国した中国人留学生全体（学士が約 10%、修士が約 81%、博士

が約 9%）ではマネジメント、理学、経済学が人気のある学問であり、次に工学、文学、法学が

続く。博士学位取得者だけでみると化学、材料、経済学、電子および電気工学、機械工学および

コンピューター科学が人気の学問となっている（耿 ed. 2016）。 

帰国した学生のうち 30%以上が金融業に、6%以上がソフトウェアおよび情報技術サービス業

に就職している（耿 ed. 2016）。いずれも中国では収入が高いとされる業種である。そうした人

気の業種が留学先で人気のある専攻であるコンピューターや数学の知識が必要とされていること

を見ても、専攻と就職に密接な関係のあることがわかる。 

一方、教育分野に就職する学生は 10%ほどである。母数の 90%が大学院生であることを考える

と決して高くはない数値である。近年は中国国内の博士学位取得者が政府部門、企業などの非学

術部門を選んでおり、博士教育と学術職業間のリンクが次第に解体しつつあることが指摘されて

いる（鮑 2017）。また、海外の大学での博士学位取得者からも就職に苦労する「海待族」と呼ば

れる者も出てきている（趙 n.d.）とされており、就職の困難さから教育分野にこだわらない就職

をしている者も多くいるようだ。 

 

 

6.日中研究者インタビュー 

 

 前章まででみたとおり、データ上、中国の学生は就職を意識して大学および大学院の専攻を選

ぶ傾向があることが分かった。一方、実態を知るため中国人留学経験者の話を伺った。以下では

冯朝辉 日本学術振興会（JSPS）外国人特別研究員にインタビューを行った。 

また日本の研究者はどうなのか。以下では佐藤勝彦 日本学術振興会学術システム研究センター

長と河内良弘 京都大学名誉教授にインタビューを行った。 

お三方のインタビューを通じて日本および中国の研究者が現在のキャリアに至った経緯を見て

いきたい。 

 

6.1.中国人研究者インタビュー 

6.1.1.冯朝辉 外国人特別研究員インタビュー 

 
冯朝辉（FENG Chao-hui）。1986 年 10 月生。University College Dublin にて博士号を取得。現

在、東京大学に JSPS 外国人特別研究員として在籍。研究テーマは食肉および食品技術、目標は

新食材の開発技術の発展や食品品質、非侵襲性かつ迅速な食品安全検査。様々な学会誌で 17 の

SCI 論文を発表、うち 14 本の第一著者、3 本の共著者。（インタビューは平成 30 年 1 月に書面

にて行いました。） 
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て考えませんでした。 
 
－なぜアイルランドで博士号を取得されたのですか？ 
当時、私は University College Dublin で研究する誘いを受けました。私は Da-Wen Sun 教授

の学生になれることにとても驚くとともに、うれしく感じました。彼はとても著名な教授で Royal 
Irish Academy、Academia Europaea の会員、International Academy of Food Science and 
Technology のフェローでもありますから。彼は農学のもっともよく引用される 50 人に常に入っ

ています。私は彼から学べ、自らのキャリアを開拓できることが幸せでした。ほかにも、アイル

ランドの公用語は英語ですから、私の研究の役に立ちましたし、英語のレベルアップにもつなが

りました。 
 
－いつ海外留学を決意されましたか？ 

中学生のころ、私は語学が好きでした。英語は好きな科目でした。私は先生や友人に留学をよ

く勧められました。その中でも最も感謝しているのが大学院の時の指導教官です。彼は私の留学

を全面的に支援してくれましたし、私の夢を理解してくれました。彼なしでは私は今の段階にい

ないでしょう。彼の支援によって大学院 1 年生の時に私は留学を決意しました。 
 
－日本での研究を決意された理由は何ですか？ 
 日本の教授の研究テーマと私の研究が一致したからです。だから私は日本を選びました。一方

で新たなアイデアや技術は継続的な研究の促進や私の研究分野の開拓に役立つと思います。 
 
－日本の生活の良い点はどこですか？ 
 中国と文化が似ている点です。また、人々は中国人のようにとても礼儀正しく、親切です。日
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波に興味があり、 離れていてもリアルタイムに聞けたので、ラジオが不思議でした。私の父はラ

ジオづくりにお金を出してくれました。それで真空管を 5 本使うスーパーヘテロラインというラ

ジオを作りました。また、私の家のテレビは自作したものが 1 台目でした。そんな中、自然を知

りたくて『不思議の国のトムキンス』という本を読みました。それから興味がわき、当時、物理

は湯川先生のいる京大がいいだろうと考えて京大へ進学しました。（理学部から）大学院に行くの

は自然な選択でした。私の世代は半数ぐらいが進学しました。京大に行けなくても、名大の院な

どに進学しました。 

 

－当時の大学院の雰囲気はいかがでしたか？ 

 当時は林忠四郎先生（京大教授）が進めていた学問の時代です。林先生は優れた研究者でもあ

り、厳しい指導者でもありました。毎週土曜日の昼は部屋に集まって研究打ち合わせをした後、

13～15・16 時まで研究発表をして議論を深めました。自ら面白い分野を切り開いていけたのは

大きいと思います。林先生からこれしろ、といわれることはありませんでした。助手、院生から

色々と話を聴いて自分で考えていました。テーマをもらう感じではありませんでした。 

 当時の京大は素晴らしいシステムをとっていて、教室運営、当時の第二教室の予算は D コース

以上の投票で決まったんです。益川（敏英）先生は論客で、研究計画委員をしていました。教室

の教授人事すら投票でした。また、雑用もやる雰囲気がありました。雑用は自覚を持たせること

になるので、いい面もありました。そうしたことを通じてみんなが平等なんだという意識を持た

せていました。 

 当時の京大の特色としてあげられるのは、研究室を越えた協力ができたことです。教室も枠を

超えて交流していました。コミュニケーションがよかった。ヒエラルキーを越えての議論があり

ました。若いくせに一人前の顔ができました。共同研究はそこまで盛んではありませんでしたが、

私はできました。 

 また、私の修士論文はハンス・ベーテ（物理学者、1967 年ノーベル物理学賞受賞）と共著です。 

これは当時としてはほとんどありえないようなラッキーチャンスでした。 

 

－当時の研究環境はどのようなものでしたか？ 

 もちろん、インターネットのない時代ですから、論文はタイプ打ちして学術誌に送っていまし

た。送ってから掲載されたことを知るまで半年かかりました。また、プレプリントという研究者

が勝手に配るものもありました。指導教官の林忠四郎先生のところには世界中からプレプリント

が来ていました。今はプレプリントがネットで見られます。当時はのんびりした時代でした。 

また、当時は多様な方向を目指した論文が出ていました。今は流行の方にみんな行きます。学

問だけでなくて、今の社会全体がそうなっているように感じます。 

 

－人材育成というのは、どのような方針をもたれていましたか？ 

 （助手時代は）育成なんていう気分ではありませんでした。議論して優れた人が育っていった

のです。仲間という感じで議論ができました。 

現在のポスドクは問題だと思っています。私も 3 年間ポスドクをしていて不安定な身分でした。

本の生活は平和で、きれいで、とても静かです。中国からも遠くないですし、交通も便利です。 
 
－日本で生活していて困難を感じるときはいつですか？ 
言葉が通じなくて困るときがあります。 

 
－日本での研究環境はいかがですか？ 
東京大学のホストとなっていただいた教授の支援のおかげで、私は日本で満足できる結果を出

すことができました。過去 1 年間で 5 つの SCI（Science Citation Index）論文を出しましたし、

1 冊の本の 1 章を書くことができました。ホストは設備の購入から学会の参加まで、全面的に私

の研究を支援してくれました。研究環境もいいです。私たちは毎週セミナーを開き、研究の状況

を報告しあってディスカッションをしています。この方法でそれぞれの研究の進捗状況を知るこ

とができますし、コメントをしあって、実験で起きた問題を解決するなど、より効果的な研究が

できています。 
 
－中国人留学生をもっと多く日本に呼び寄せるためにはどうすればよいでしょう？ 

授業料と生活費をまかなう十分な奨学金があればおそらく多くの学生たちが日本に来たがると

思います。中国の大学と日本の大学との間の共同研究もまた、学生たちを日本留学に行かせるい

い方法だと思います。 
 

6.2.日本人研究者インタビュー 

6.2.1.佐藤勝彦先生インタビュー 

 

佐藤 勝彦（さとう かつひこ） 

日本学術振興会学術システム研究センター長 

昭和 20 年 8 月生。昭和 43 年京都大学理学部卒業、同 49
年京都大学大学院理学研究科博士課程修了、理学博士。同

51 年京都大学理学部助手、同 54 年デンマーク NORDITA
（北欧理論物理学研究所）客員教授、同 57 年東京大学理

学部助教授を経て平成 2 年東京大学理学部教授、同 22 年

自然科学研究機構機構長、同 28 年から現職。同 14 年に紫

綬褒章を受章、同 22 年に「加速的宇宙膨張理論の研究」

の功績により日本学士院賞を受賞、同 25 年には日本学士

院会員に、同 26 年には文化功労者に選ばれる。 

（インタビューは平成 29 年 2 月 10 日に行いました。） 

 

－研究者を目指された経緯はどのようなものでしょうか？ 

私は香川県坂出市出身です。新月の夜は満天の星空、天の川がきれいに見えました。当時は電
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波に興味があり、 離れていてもリアルタイムに聞けたので、ラジオが不思議でした。私の父はラ

ジオづくりにお金を出してくれました。それで真空管を 5 本使うスーパーヘテロラインというラ

ジオを作りました。また、私の家のテレビは自作したものが 1 台目でした。そんな中、自然を知

りたくて『不思議の国のトムキンス』という本を読みました。それから興味がわき、当時、物理

は湯川先生のいる京大がいいだろうと考えて京大へ進学しました。（理学部から）大学院に行くの

は自然な選択でした。私の世代は半数ぐらいが進学しました。京大に行けなくても、名大の院な

どに進学しました。 

 

－当時の大学院の雰囲気はいかがでしたか？ 

 当時は林忠四郎先生（京大教授）が進めていた学問の時代です。林先生は優れた研究者でもあ

り、厳しい指導者でもありました。毎週土曜日の昼は部屋に集まって研究打ち合わせをした後、

13～15・16 時まで研究発表をして議論を深めました。自ら面白い分野を切り開いていけたのは

大きいと思います。林先生からこれしろ、といわれることはありませんでした。助手、院生から
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の教授人事すら投票でした。また、雑用もやる雰囲気がありました。雑用は自覚を持たせること

になるので、いい面もありました。そうしたことを通じてみんなが平等なんだという意識を持た

せていました。 

 当時の京大の特色としてあげられるのは、研究室を越えた協力ができたことです。教室も枠を

超えて交流していました。コミュニケーションがよかった。ヒエラルキーを越えての議論があり

ました。若いくせに一人前の顔ができました。共同研究はそこまで盛んではありませんでしたが、

私はできました。 

 また、私の修士論文はハンス・ベーテ（物理学者、1967 年ノーベル物理学賞受賞）と共著です。 

これは当時としてはほとんどありえないようなラッキーチャンスでした。 

 

－当時の研究環境はどのようなものでしたか？ 

 もちろん、インターネットのない時代ですから、論文はタイプ打ちして学術誌に送っていまし

た。送ってから掲載されたことを知るまで半年かかりました。また、プレプリントという研究者

が勝手に配るものもありました。指導教官の林忠四郎先生のところには世界中からプレプリント

が来ていました。今はプレプリントがネットで見られます。当時はのんびりした時代でした。 

また、当時は多様な方向を目指した論文が出ていました。今は流行の方にみんな行きます。学

問だけでなくて、今の社会全体がそうなっているように感じます。 

 

－人材育成というのは、どのような方針をもたれていましたか？ 

 （助手時代は）育成なんていう気分ではありませんでした。議論して優れた人が育っていった

のです。仲間という感じで議論ができました。 

現在のポスドクは問題だと思っています。私も 3 年間ポスドクをしていて不安定な身分でした。
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は史学科の新入生でしたが、日本史、西洋史への希望者が多く、彼等とは競争したくないなと思

いました。教務の人に「今年は東洋史は誰もいなさそうだ」と聞いたので、東洋史専攻に入りま

した。当時から、大学の教員になって研究をしたいと思っていました。 

東洋史研究室に入ったものの、私には予備知識は何もなく、漢、唐、宋、明などを専攻する先

輩が多かったですが、清朝や満洲族史には研究者はいなかったので、そちらを選びました。周り

からは「満洲族史や女真史を研究しているのは世界中でお前ひとりだぞ」と言われました。 

 

－当時の雰囲気はいかがでしたか？ 

京大は当時から好きなことをさせてくれました。それが伝統です。だけど、漢文は訓練を受け

ないと読めないものもあります。先生に頼んで勉強会で半年間、読む訓練をしてもらったことが

あります。すると読めるようになりました。そういう機会のない学生は、読めないままです。私

も現役当時は学生の自由にさせていましたが、今から思えばもっと指導をしておけばよかったな

と思う学生もいます。 

 

6.3.中国人研究者と日本人研究者の専攻選び－それぞれの進学動機から

－ 

 

先行研究やデータからは中国人学生は就職に重きを置く傾向があったが、少なくともインタビ

ューを行った冯朝辉 外国人特別研究員については、自身の興味に基づいて大学や専攻を選び、

現在も研究者としてキャリアを続けていることから、統計からは見えない実態を見ることが

できた。 

また、佐藤先生、河内先生お二人のどちらも学生のころから興味のあることを一筋に研究され、

現在のキャリアに至ったことがわかる。大学（お二人とも学部は京都大学）入学時には自らの興

味あること、それぞれ物理学や歴史学を学びたいと思って入学された。大学卒業後の就職に有利

かどうかよりも、自分自身の興味を重点に置いて学部を選び、大学院から研究者の道に入ったこ

とがうかがえる。 

 

 

7.まとめ 

 

中国の留学政策は確かに実利的な側面、すなわち国家に役立つ人材の育成に力を入れている側

面が大きいのは事実である。一方で優先順位は下がるものの、基礎研究もおろそかにはしていな

い。また中央官庁や地方政府等、国以外の組織による派遣である単位公派留学生も留学先は選択

肢の中から自由意思で決められるなど、必ずしも政策に大きな影響を受けているとは言えない。

国費留学生および単位公派留学生は合わせて全体の 1 割ほどにすぎず、9 割以上は私費留学生が

当時、日本学術振興会の奨励研究員として 2 年間過ごしました。JSPS には大変お世話になり、

感謝しています。 
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される。同 28 年、『満洲語辞典』の功績により日本学士

院賞を受賞。同 29 年、瑞宝中綬章を受章。 

（インタビューは平成 29 年 7 月 6 日に行いました。） 
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 入学時、新入生に文学部の哲学、文学、史学の各学科の紹介が各担当教授からありました。私
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占めている。 

一部に例外はあるものの、多くの中国人留学生が意識するのは就職である。彼らの多くは留学

先で学んだことを生かした就職をしている。それは中国では収入が高いとされる金融やコンピュ

ーター関係の業界への就職につながりやすい数学やコンピューター科学が専攻として人気を博し

ているところによく表れている。一方で冯朝辉 外国人特別研究員のように自身の興味を追究

する学生もいることから、そうした傾向があるとはいえ、全員に当てはまるとは言い切れな

い。 

日本では教育職、研究職でない限り最終学歴での専攻と卒業・修了後の職業が関わりない場合

が多い。一方、中国では学部入学段階から将来の就職を見据えている。就職への意識が専攻選び

の段階で大きな影響を与えるか否かが日中の大きな違いといえる。インタビューに応じてくだ

さった日本人研究者のお二人のお話でも、まずは自分自身の興味に重点を置いて大学（専攻）を

選ばれ、結果的に研究者になり、業績を上げていることがわかる。筆者の周りを見ても似たよう

な理由で大学または大学院に進学した者が多く、実感に近い。 

與那覇（2014）は科挙を例に挙げて中国は地位一貫性の高い社会（成績のいい者ほどいい就職

をし、社会的に成功をする）であり、日本は地位一貫性の低い社会である（成績がいいからと言っ

て社会的に成功をするとは限らない）と指摘しており、その構図は現代でもあまり変わっていな

い。中国で大学生、大学院生になるときから就職のことを考えるのは、より良い成績を得るほど

より良い就職先が得られるという中国社会の現状に起因するといえるかもしれない。 

日本の大学はこれまで、日本に留学して学べる内容を伝える努力をしてきた。しかしこれでは

自身の研究の関心と日本人研究者の研究内容が一致する学生しかひきつけることができない。一

方、これまで見てきたことから、中国に限れば留学後の進路を提示するのも一つの効果的な方策

であると考えられる。彼らの先輩たちであるこれまでの中国人留学生の就職先または進学先を提

示すると、これから留学を考える若い学生たちも自身の今後のキャリアを描きやすい。 

中国人留学生は年々増えている。彼らの渡航先のうち、日本は非英語圏としては健闘している。

しかし、現状は安穏とはしていられない。これまで数を伸ばしてきた中国での日本語学習者数は

ここ数年停滞し始めている（王 2017、国際交流基金 2017）。英語やフランス語などの他言語を

学んだ場合と比べて、待遇のいい就職先が減ったのが理由の一つと考えられる。この流れは日本

語から英語、フランス語へという学習する外国語のシフトのみならず、日本から欧米へという留

学先のシフトにも広がってくる可能性がある。 

英語圏の大学は日本に先んじて中国人留学生の取り込みを図った（苅谷 2017）。優秀な大学も

いい就職先も多く、すでに中国人留学生の獲得に動いている英語圏との差は近づけ難い。一方で

日本の大学としては中国人学生にキャリアプランを示すこと、可能ならば進学や就職、起業をサ

ポートすることによって少しでも多くの優秀な若者に来てもらいやすい環境を整備することが、

現在なしうる最も効果的な方策の一つだと考えられる。 
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