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第一部分第一部分

ハルビン工業大学の総体概況ハルビン工業大学の総体概況



1920年 ハルビン工業大学創立

1951年 全面的にソ連を学ぶ大学２校の中の１校となる

1954年 最初の全国で重点大学６校の中の１校となる

1984年 国家によって重点的に投資建設された大学15校の中の１校

となる

1996年“211プロジェクト”最初の大学の１校となる

1999年“985プロジェクト”最初の大学9校の中の１校となる

2000年 ハルビン建築大学と合併し，新しいハルビン工業大学とな

る

ハルビン工業大学は既に理工学科を主とし、理学科、工学科、管理学科、文学
科と互いに結合し，開放式、研究型、多学科の重点大学となって発展している。

歴史沿革



ハルビン工業大学ハルビン工業大学““３つのキャンパス３つのキャンパス””分布状況分布状況

A. ハルビンキャンパス C. 深圳キャンパス

B

A

C
B. 威海キャンパス
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ハルビンキャンパスハルビンキャンパス分布分布

第二第二キャンキャン
パスパス



基本データ

専任教師専任教師31123112人人((教授教授894894人人))

2121のの学院（系），学院（系），6666の学部募集学科の学部募集学科、、147147のの

修士学科修士学科、、8181のの博士博士学科学科、、1818のポストドクタのポストドクタ

ー（博士研究員）ー（博士研究員）

学部学部生生2501125011人、人、大学院大学院生生1566315663人人((在籍在籍博博

士士45084508人，人，修士修士1115511155人人))、留学生、留学生14411441人人



優秀人材
中国科学院、中国工程院アカデミー25人

長江学者34人

国家優秀青年基金（外国籍含む）19人

教育部新世紀人材基金獲得者94人

多くの優秀人材と団体を代表として多くの優秀人材と団体を代表として31123112名名の専の専

任教師と科学研究人員たちはわが校の科学研究レベ任教師と科学研究人員たちはわが校の科学研究レベ

ルを保障する巨大的な人力資源基礎を構成してきた。ルを保障する巨大的な人力資源基礎を構成してきた。

国家科学技術領域専門家

国家“863”専門家19人

国家自然科学基金学科審査専門家10人
科学院、工程院科学院、工程院アカデミー劉アカデミー劉永坦永坦



国家重点学科国家重点学科

9つの一级国家重点学科

機械学

材料科学と工程

コンピューター科学と技術

機械工程

動力工程と工程熱物理

管理科学と技術

儀器科学と技術

制御科学と工程

土木工程

2007年度の国家级重点学科ランキングの中で，ハルビン工業

大学は工科領域の国家一级重点学科の数が二番目である。

20072007年度の年度の国家级重点学科国家级重点学科ランキングの中でランキングの中で，，ハルビン工業ハルビン工業

大学は工科領域の大学は工科領域の国家一级重点学科国家一级重点学科のの数数が二番目であるが二番目である。。

6つの二级国家重点学科

光学

電機と電気

物理電子学

通信と情報システム

飛行機デザイン

環境工程



第二部分第二部分

科学研究基本状況科学研究基本状況



単位単位：：億元億元

ハルビン工業大学の科学研究経費は十年連続の増長を実現して、常に全国大学の3番以

内に位置する。その中で、2008年に各種類の科学研究プログラムを2000以上担当したが、科

学研究総経費が14.76億元である。
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総計 8.78 9.57 10.70 11.13 13.32 14.76

科学研究経費科学研究経費



全国大学順位 
評価指標 数量 

順位 前年度と比べる 

ISTP 論文 1530 篇 第 2 位 同じ 

EI 論文 2828 篇 第 3 位 1 位上昇 

SCI 論文 1267 篇 第 9 位 3 位上昇 
 

2008年論文発表と順位情況

論文発表論文発表

総体H因子が42に達した。全世界の上位１％に入ったのは：材料科学

全世界第11/604位，大工程学全世界81/1034位。



最近5年，ハルビン工業大学はトータルで国家奨励を30獲得したが，

奨励数は全国大学のトップに位置する。

国家自然科学国家自然科学奨励奨励二等二等奨段広奨段広仁教授仁教授団団
体体

授与典礼会場での授与典礼会場での

国家技術発明国家技術発明一等一等奨獲得者奨獲得者

譚譚久彬久彬教授教授

国家奨励国家奨励
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2007年ハルビン工業大学は特許が全世界大学47

番目に位置する

発明特許発明特許



3つの国家重点実験室と国家工程実験室，国家工程研究センター

※ 現代熔接生産技術国家重点実験室
※ 先進ロボットとシステム国家重点実験室
※ 都市水資源と水環境国家重点実験室
※ 石炭汚染物排出減少国家工程実験室
※ 都市水資源利用国家工程研究センター

国家基地



国民経済の競争に向け、自主創造能力を高める国民経済の競争に向け、自主創造能力を高める

ハイエンドフォールトトレラントコンピューターハイエンドフォールトトレラントコンピューター

オゾン触媒酸素オゾン触媒酸素，，過マンガン酸塩複合剤汚染除去技術過マンガン酸塩複合剤汚染除去技術

積み重ねる包装ロボット積み重ねる包装ロボット

““空気が粉塵を包む空気が粉塵を包む””という濃淡石炭粉塵燃焼技術という濃淡石炭粉塵燃焼技術

双槽電動機双槽電動機

大きいサイズサファイア単結晶大きいサイズサファイア単結晶

海洋プラットフォーム構造の健康と安全測定海洋プラットフォーム構造の健康と安全測定

大型密封殻体内圧成型技術大型密封殻体内圧成型技術

国家国家情報情報安全安全プログラムプログラム

多結晶ケイ素多結晶ケイ素

自動車電子自動車電子

先進レーザー熔接技術と装備先進レーザー熔接技術と装備



大型企業技術連盟大型企業技術連盟大型企業技術連盟

中国海洋石油総公司

宝鋼集団有限公司 中国神華集団有限責任公司

中国大唐集団公司

中国電力投資集団公司

中国第一自動車集団公司

中国航天科学技術集団公司

産学研戦略連盟を構築する産学研戦略連盟を構築する



第三部分第三部分

建設中の黒竜江省建設中の黒竜江省工業技術研究院工業技術研究院



場所場所：：大学の周辺大学の周辺

体制体制：：33つの結合を保障するつの結合を保障する

実体形式実体形式————黒竜江省工業技術黒竜江省工業技術研究院研究院

科学技術と需要の結合科学技術と需要の結合

技術と資本の結合技術と資本の結合

人員とプログラムの結合人員とプログラムの結合



わが校の優勢学科が４大領域に集中する。それを支える2大

プラットフォームを建設予定である。

装備製造電子情報

材料 土木

黒竜江省（ハルビン工業大学）工業
技術研究院

工業と情報工業と情報化化技術を集成し創設する研究院技術を集成し創設する研究院
（（建設予定建設予定））

サービス

区域経済

発展

工業と情報化

技術の融合を

推進する

ハルビン工業大学優勢学科領域と黒竜江省産業の発展の一致性ハルビン工業大学優勢学科領域と黒竜江省産業の発展の一致性



ハルビン工業大学サイエンスパークに建設され

る予定である。ハルビン市の中心地に位置する。

建築面積20.75万平方メートル，建築高度100

メートル

４つの大型機能区によって組成する

黒竜江省工業技術黒竜江省工業技術研究院研究院科学技術創新ビル科学技術創新ビル

常駐科学研究機構

公共条件支持基地

新興の跨る学科研究基地

相関保障基地



主旨主旨

黒竜江省のために配慮し，技術研究開発、整

合集成、転換と拡散を集合する工業技術研究

を支えるプラットフォームを設立する。

ハルビン工業大学などの大学に依託して、

“政-産-学-研-金-介”を結合した一体化の

連盟フレームを構成する。

黒竜江省経済建設のために、業界を支える技

術を提供し、高いレベルの新しい技術・戦略産

業を創造する。



定位定位

黒竜江省政府直属であり、ハルビン工業大

学に依託し、具体的に科学研究機構と他の

大学が参与し建設された、 政府駆動によ

る、独立事業法人資格を有する研究開発機

構である。

黒竜江省内に国内外の先端技術研究開発

の人材や団体の科学技術成果を集合させ

る新機軸基地である。

黒竜江区域における新機軸体系の重要な

構成部分と区域経済発展のための知力セ

ンターである。



戦略産戦略産
業の開業の開
発発

Text

サービス企業サービス企業
技術創造技術創造

高新高新技術技術
産業の創産業の創

造造

黒竜江省工業技術黒竜江省工業技術研究院研究院の３つの建設幹線の３つの建設幹線

黒黒竜竜江省教育庁を政府駆動とする江省教育庁を政府駆動とする————““黒竜江黒竜江

装備製造技術新機軸装備製造技術新機軸研究開発研究開発工程工程プラットプラット

フォームフォーム””

黒黒竜竜江省科学技術庁江省科学技術庁、、ハルビン市科学技術ハルビン市科学技術

局を政府駆動とする局を政府駆動とする

————““黒竜江省産業技術新機軸黒竜江省産業技術新機軸戦略連盟戦略連盟””

とと““ハルビンハルビン市市産業産業技術連合体技術連合体””

黒竜江省工業情報委員会を政府駆動とする黒竜江省工業情報委員会を政府駆動とする

————““黒竜江省黒竜江省ハイレベル新ハイレベル新技術産業技術産業化化戦戦

略連盟略連盟””



黒竜江省工業技術黒竜江省工業技術研究院研究院３つの建設幹線の関係３つの建設幹線の関係

プラットフォームプラットフォーム (2009(2009--20122012，，投資投資2.52.5億元億元))

プログラムプログラム

産業産業（（企業企業））

教育庁駆動教育庁駆動
科学技術科学技術厅、厅、科学技科学技
術術局局駆動駆動

工業情報工業情報部部駆動駆動

研究開発プラットフォームの構築、重大なプログラムの開発、新興産業の
育成、これらを相互に支え合う、三位一体である。



国際的一流レベルの科学研究プラットフォームの手始めの形成

世界500強企業と広く協力する10以上の科学研究団体を形成す
る

需要によって持ち場を設置し、総量を制御し、競争流動の各種
人材の招聘規制を採用する

黒竜江省工業技術研究院の継続的建設のために堅実な基礎を
作る

第一第一ステップステップ（（20092009--20112011年）年）目標目標



黒竜江省工業技術研究院科学技術新機軸ビル落成、運転を開始する

成果転換、技術サービスと投資融資規制の収益を通して、良性運行と発展を

実現する

わが校の3つの国家重点実験室と１つの国家工程実験室、１つの国家工程研究

センターを基礎とし，新しく2つの国家級の研究開発プラットフォームを増加

する

装備製造、電子情報、エネルギー、材料などの研究開発プラットフォームを

建設し、黒竜江省“八大の経済区”と“十大工程”の建設に更に勤める

第二第二ステップステップ（（20112011--20152015年）年）目標目標



各プログラムの職能と目標を確実なものにし、ハルビン工業大

学に国民経済建設中の役割を果たさせる。

大学が社会に奉仕する体制と規制の障壁を突破し、ハルビン

工業大学を世界一流大学に建設する。

40個前後の経済規模を有する産業化プログラムを形成し、発

展中の地方経済に重要な役割を果たし、極大に発展する地方

経済発展を動かす。

第三第三ステップステップ（（20152015--20202020年）年）目標目標



ハルビン工業大学に依託された黒竜江ハルビン工業大学に依託された黒竜江

省工業技術研究院が、産ー学ー研の協力省工業技術研究院が、産ー学ー研の協力

を保障し、実効を実現し、黒竜江省経済のを保障し、実効を実現し、黒竜江省経済の

発展を推進するものと信じている。発展を推進するものと信じている。

どうもありがとうござどうもありがとうござ

いました。いました。
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