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■ 研究会開催報告 ■ 
「『211』『985』『二つの一流』と中国のハイレベル大学建設について」 
 

日 時：2017 年 10 月 16 日（月）15：00～17：00 
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【講演概要】 

教育と研究活動を通じて高度な人材を養成し、新しい知識を創出し、科学技術イノベーションを生み出す。

それをもって、文化や知識の伝承並びに社会発展のために貢献するのが現在の大学が与えられた役割であり、

使命である。 

 20 世紀末以来、中国は経済社会発展のニーズに答えられる高度な人材養成と科学研究ができる複数のハイ

レベル大学建設を目指して、大規模でそして大胆な大学改革を積み重ねてきた。1995 年から 2011 年まで 3

期にわたって 468.26 億人民元を投入して 116 大学が採用された「211 プロジェクト」、1999 年から 2012 年

まで 3期にわたって 1119 億人民元を投入した 39 大学が採用された「985 プロジェクト」、そして 2017 年に

世界一流大学と一流学科を目指す「二つの一流」建設という新しい国家プロジェクトをいよいよ始めた。こ

こにそれらのプロジェクトの内容、目標はどういうものであるか、そしてそれぞれハイレベル大学建設にお

いてどのような役割を果たしてきたかを解説してみたいと思います。 

 

【講師紹介】 

 
胡 志平（こ しへい）氏： 中華人民共和国駐日本国大使館公使参事官 

［略歴］ 

1965 年 3 月生まれ  
1986 年 7 月 北京外国語大学日本語科卒  
1986 年 8 月 中国教育国際交流協会就職  
1990 年 9 月 河北省獲鹿県教育委員会教育改革委員会副主任  
1991 年 9 月 中国教育国際交流協会日本担当  
1992 年 3 月 中華人民共和国駐日本国大使館教育部三等、二等書記官  
1996 年 10 月 中国教育部外事局来華留学課副課長  
1998 年 9 月 中国教育部国際合作交流局来華留学課課長  
2002 年 4 月 中華人民共和国駐日本国大使館教育部一等書記官  
2007 年 7 月 中国教育部国際合作交流局一等書記官  
2008 年 6 月 孔子学院本部副幹事長兼国家漢語国際普及指導グループ弁公室副主任  
2015 年 12 月～ 中華人民共和国駐日本国大使館公使参事官 
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1．講演録 

【開会】 

（司会：中国総合研究交流センター 伊藤副センター長） 

 第 109 回中国総合研究交流センター研究会にお出でい

ただき感謝申し上げる。 

 本日は、在日本中国大使館より胡公使参事官をお招きし、

「二つの一流」と最近のハイレベル大学の建設についてお

話を頂戴する。 

中国の科学技術力は極めて目覚ましく変貌、発展を遂げ

ており、研究論文においても、我が国が低迷する中、米国

に次ぐ第 2の超大国になっている。こういった科学技術力

を支えるのは、やはり科学技術に投資される資金であり、

かつまた人材であるが、その人材の中でも、中国の研究開

発を担っている大学の活躍には、ますます期待されるとこ

ろが大きい。中国政府はかつてより「211」や「985」とい

ういろいろな政策を打っているが、大きな科学技術力ある

いは将来の中国のビジョンに向けて、大学政策も大きく変

えようとしている。本日はその辺りのお話を胡公使参事官

に伺いたい。胡公使はお手元のご略歴の通り、日本の大使

館や中国の教育部、あるいは実際の国際交流の現場である

教育国際交流協会や孔子学院本部に長く勤められた本分

野の専門家であられる。 

 

【講演】 

 皆さん、こんにちは。ただいまご紹介にあずかりました

中国大使館教育担当公使参事官の胡志平と申します。どう

ぞよろしくお願いします。 

 

 本日は JST 中国総合研究交

流センターのお招きで、中国の

教育についてお話する機会を

いただき光栄に思う。感謝申し

上げるとともに、この雨の中、

私の話を聞きにお越しいただ

いた会場の皆さまにも心から

感謝を申し上げる。 

 

 改革開放からそろそろ 40 年

が経つ。教育は非常に重要な分 

野として、経済・社会と同じように早いスピードで発展し

てきた。特に高等教育においては、経済社会の発展と共に

基盤を整備し、高い目標を立てて、ハイレベル大学の構築

に向けた努力を続けてきた。全体として、中国の社会発展

は、中国の特色ある道を歩んでおり、大学教育やハイレベ

ル大学の構築においても中国の特色ある目標を立ててい

る。科学研究やグローバル化においては世界レベルを目標

とし、主に人材養成の面で中国のカラーを主張している。 

今日の私の話のテーマは『「211」、「985」、「二つの一流」

とハイレベル大学の構築について』である。主に「211」

プロジェクト、「985」プロジェクト、最近始まった「二つ

の一流」構築、ハイレベル大学構築の成果、そして、中国

の大学の科学研究能力と今後の課題という６項目につい

て話しを進めたい。 

 

 一、「211」プロジェクトは中国政府として初めての大規

模な高等教育発展プログラムである。中国は 1995 年より、

科学と教育によって国を振興させるという国策を打ち出

し、特に高等教育においては、21 世紀に向けて 100 くら

いの大学を重点的に構築する“211 プロジェクト”を実施

した。「211」プロジェクトは 3期にわたって実行され、全

部で 116 の大学が「211」大学に採択された。主な目標は、

“21 世紀に向けて、重点的に 100 くらいの大学及び一定

量の重点学科を構築、一部の重点大学と重点学科は世界大

学と学科の先進レベルに近づけるか達成する。大学運営条

件の顕著な改善、人材養成と科学研究において比較的大き

な成果を収め、地元の域社会と産業の発展に適応し、国内

においてリードし、高等教育の中堅と模範となる”ことで

ある。任務として、大学の総合的なインフラ整備、重点学

科の構築、さらに高等教育公共サービスシステムの整備が

挙げられる。審査方法は、まず大学が地方政府あるいは所

管の省庁に申請を出し、その上で教育部と財政部、当時の

計画発展委員会が審査して、最終的に国家計画発展委員会

が決定する。実施期間は 1995 年から 2011 年までで、中央

政府、所管省庁、地元の政府の出資と大学の自己資金によ

って進められた。トータルの投資金額は 558.86 億人民元。

116の重点大学と1,000くらいの重点学科の構築目標が達

成された。また、中国教育と科学研究ネットワーク

（SERNET）、高等教育文献保障システムと大学計器設備と

優良資源共有システムという３つの高等教育公共サービ

スシステムが構築された。 

「211」プロジェクトに採択された大学の一覧表を見れ

ばわかるが、北京では 26 大学、上海 9 大学、天津 4大学、

江蘇省 11 大学と、比較的多い地域がある。基本的に全て

の省には少なくとも 1 校が「211」に採択されている。 

 

二、高等教育のさらなる発展を目指し、1998 年 5 月、

当時の中国の国家指導者であった江沢民主席が北京大学

創立 100 周年記念式典におけるスピーチの中で「現代化を

実現するため、我が国は若干の世界先進レベル一流大学を

有しなければならない」と宣言された。この講話に因み、

「985」という世界先進レベル一流大学構築プロジェクト

が進められることとなった。 

「985」プロジェクトは、世界一流大学とハイレベル大

学構築を加速させ、2020 年をめどに一定量の国際先進的

な学科を達成すること、若干の大学は世界で一流大学に入

ること、一定量の大学は国際的に知名度のあるハイレベル

研究型大学になることを目標としていた。主な任務は国際

先進的な新しい学科構築の加速、人材養成モデルの革新、

イノベーション人材養成改革のテスト実施、学術リーダー

とイノベーションチームの導入と人材育成の加速、国の科

学技術発展との連携を強化してイノベーション創生と社

会サービス能力の向上を加速させること、科学技術イノベ
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ーションのプラットフォームと社会イノベーション拠点

の構築、さらに対外開放と国際交流協力の拡大などである。

教育部と財政部が「985」プロジェクト指導グループをつ

くり、その委員会が審査、採択を行った。実施期間を 1999

年から2012年までとし、３期に分けて39大学が採択され、

重点的な投資が行われた。資金として、中央政府、地方政

府、所管省庁、さらに大学の自己資金 1,119 億元が投じら

れた。第一期目は主としてハード面（インフラ）の整備、

二期目はソフト分野主に科学研究のプラットフォームの

構築、三期目は学科の構築とハイレベル人材の導入などそ

れぞれ力を入り大きな成果を収めた。採択された大学全体

の運営レベルと国際競争力が大幅に高め、科学教育による

国を振興させる戦略と人材による国を振興させる戦略を

支える能力が大いに向上した。 

 

 三、最新プロジェクトである「二つの一流」構築は、世

界一流大学と一流学科の構築のことである。「211」と「985」

プロジェクトの実施により、基礎的なインフラ整備や規模

の拡大などについてはそれなりの成果が上がった。新しい

世紀、特に 202１年までに全面的なゆとりのある社会の実

現、さらに、21 世紀半ばまでには全面的現代化強国を構

築するという“二つの 100 年”の目標を実現させるには、

やはり社会経済の発展に適応して、さらに高い水準の教育

が求められる。そのための新しい方策として、「二つの一

流」構築の実施が決められた。 

「二つの一流」は、「211」と「985」のアップデートで

はない。全く新しい時代、新しい発展のための政策である。

教育部と財政部、国家発展改革委員会が 2015 年 10 月、「世

界一流大学と一流学科の構築を総合的に推進する全体企

画案」が発表され、2017 年 4 月、「世界一流大学と一流学

科を統合的に推進する実施方法」が発表されたことにより、

「二つの一流」構築政策が正式に実施されることとなり、

中国高等教育の実力と競争力の強化、教育大国から教育強

国に飛躍させることを目標に、3 つのステップに分けて進

められることとなった。 

 

 第 1 のステップでは、2020 年までに若干の大学と一定

量の学科が世界の一流に入り、若干の学科が世界一流学科

の前位に入る。第 2 のステップでは、2030 年までにさら

に多くの大学と学科が世界一流に入り、若干が世界一流の

前位に入り、そして一定量の学科が世界一流の前位に入る。

それによって、高等教育全体の実力を著しく向上させる。

第 3のステップでは、今世紀半ばまでに一流大学と一流学

科の数と実力が、全面的に世界一流の前位に入り、高等教

育の強い国になる。 

「二つの一流」構築政策は 5 つの任務と 5つの改革から

成っており、5年を一期として、国の五か年計画と同時期

に実施することになっている。つまり、5年経ったら見直

しを行うので、リストは流動的なものとなる。 

5項目の任務の1つは、一流の教員チームの構築である。

一流の研究者、学科のリーダー、イノベーションチーム等

の育成と導入を進め、優れた教育者を養成する。2 つ目は

優れた革新的人材の養成である。優れた人材育成の中核的

位置付けを強化し、革新的、応用的、複合型の優秀な人材

を育成する。3番目は科学研究レベルの向上である。国の

発展ニーズに応え、重大課題の解決やイノベーション創生

能力の向上、新しい開発組織モデルの構築、新しいタイプ

の大学シンクタンクを構築する。4番目は優れた文化の伝

承と創生である。社会主義核心価値観や伝統文化で人材を

養成し、新しい文化の創生を進める。5番目は科学研究成

果移転の推進である。産学融合の強化、産業発展への貢献

率の向上により、経済社会発展への駆動力を強化する。 

それらの任務を完成させるためには、5 つの改革が必要

となる。1 つは党の指導の強化と改善である。2 つ目は内

部ガバナンスシステムの構築と改善である。大学規則に基

づく管理システムの構築や学術組織の構築、民主的管理と

監督制度の整備である。3点目は重要項目改革の突破であ

る。人事制度、教育モデル、科学研究体制とメカニズム、

資源集積メカニズム等の改革である。4 点目は社会参与・

連携メカニズムの構築である。社会が大学の発展を支援し

監督するシステムを構築し、理事会制度の確立、さらに業

界と企業との連携モデルを補完する。5 点目は国際交流協

力の推進である。世界一流大学や学術機構との実質的な連

携の強化、グローバルな共同イノベーション創生の強化、

さらにそれを通じて国際競争力の向上を実現する。 

 

「二つの一流」構築大学と学科の審査方法は、「211」や

「985」とは異なる。大学からの申請は必要だが、主に政

府が基準に基づき審査をする。その際には専門家の意見を

尊重することとしている。はじめに学科を選定し、学科に

基づいて大学を採択する。審査改革の一環として、専門家

による委員会を重視しながら、それまでの大学の発展実績

に基づき、今までの学科評価の結果を活用して審査を行い、

候補リストを政府の委員会に推薦する。客観的なデータと

総合的な評価によって、一流学科構築大学から一流大学構

築大学という順で審査を進めてきた。 

審査の重点は三つある。一つ目は人材養成の質である。

二つ目はリーダーとなる学者や研究成果といった研究レ

ベルである。ここでいうリーダーとは、例えば、中国科学

院あるいは中国工程院の院士のような代表的な研究者を

指す。研究成果は論文の数ではなく、被引用回数を重視し、

さらに、世界あるいは中国政府の受賞歴があるかどうかを

みる。三つ目は社会貢献である。社会貢献とは成果の応用

と移転の数や内容、また、国家重大課題への貢献度はどれ

くらいかということである。 

もう一つ、これまでとは異なることとして、第三者評価

制度を導入した。また、地域発展バランスも考慮していた。 

 

9月 21日に一流大学構築の対象大学 42校が発表された。

A タイプと B タイプに分けていて、A タイプは 36 校、B タ

イプは 6 校である。一流学科構築対象大学は全部で 95 校

あり、合わせて 1３7 校が「二つの一流」構築プロジェク
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トの対象となった。一流学科構築採択数はトータルで４６

５学科である。 

採択された大学は既に一流の大学あるいは一流の学科

となったわけではなく、世界一流を目指してこれから国が

重点的に支援していくことである。一流大学構築の対象校

は全部で 42 校あるが、採用された大学が全て同じ発展レ

ベルとは限らない。Aタイプの 36 校は全て「985」プロジ

ェクトの大学であり、Bタイプの 6 校の中では 3 校－東北

大学、湖南大学、西北農林科学技術大学が「985」大学で

ある。ただ、この 3 校は他の 36 校と少し差があるため、

新しく採用された地方の 3 大学――鄭州大学、雲南大学、

新疆大学と一緒に B タイプとしてカテゴライズされてい

る。 

「二つの一流」は 5年で 1期となるため、1 期目に指定

された大学が 2 期目も対象校となるかは分からない。対象

大学は流動的であることによって競争意識を保ちたい。 

現在、世界大学ランキングのトップ 100 に入っている中

国の大学は 2校あるが、日本の大学も 2校しか入っておら

ず、10 以上の大学がランクインしているのは米国、英国、

ドイツの 3か国だけである。一流大学の 3段階の発展目標

を実現する道のりはまだまだ長いと言えよう。 

 

四、ハイレベル大学構築の成果としては、「211」、「985」

という 2 つの重点発展プロジェクトを通じて、中国の大学

全体のレベルは大分上がってきた。一流学科が多数達成さ

れ、一流大学に向けて大いに邁進してきた。2016 年、も

っとも影響力のある4つの世界大学ランキングベスト500

に入る大学は 98 校あり、192 大学の 770 学科が ESI の前

位 1％に入っている。ここ五年間、中国の大学が発表した

SCI 論文の数は世界全体の七分の一を占めている。高等教

育公共サービスシステムも構築され、学術成果の国際的影

響力が向上したし、優れた教授陣の形成もされている。国

の発展に対する貢献度も上昇し、優れたイノベーション人

材育成の拠点の整備も進められてきた。 

 

五、中国大学の科学研究能力について話す。中国の大学

における科学研究能力の向上も、この 30 年来の発展の一

つの大きな成果だと思う。中国全体の研究者の中に占める

大学の研究開発者は355,000人で全体の9.4％と決して多

くはないが、基礎研究と応用研究に従事する研究者の数は

全体の半分、49.1％を占めている。基礎研究に携わってい

るのは 164,000 人、応用研究は 172,000 人だ。他方、開発

研究では 19,000 人と少ない。 

トップレベルの研究者は大学に集中している。中国科学

院の院士には全国で 1,310 名が選ばれているが、大学から

は 578 名で、全体の 44.1％、中国工程院の 1,004 名に対

して大学からは 423 名が選出され、全体の 42.1％を占め

ている。国家千人計画学者は 5,000 名で全体の 70％、国

家青年千人計画学者も 82.1％が大学から選出されている。

教育部長江学者には 3,400 名が大学から選ばれた。国家傑

出青年科学基金事業の助成を受ける研究者も 67.8％が大

学から選出されている。 

「二つの一流」大学のトップレベル研究者数を見ると、

中国科学院の院士は 530 名、大学全体の 91.7％となる。

中国工程院院士は 345 名、全体の 81.6％を占めている。

国家千人計画学者については 70％、国家傑出青年科学基

金助成研究者には 2,433 人で、93.7％を占めている。トッ

プレベルの研究者が、「二つの一流」大学に集中している

ことがよくお分かりになると思う。 

 

 大学の研究開発経費は、政

府、企業などが主な資金源と

なる。2015 年において政府が

大学に投入した科学研究費は

637.3億元、企業は301.5億元、

海外あるいは他の団体からは

59.8 億元が投じられている。

それぞれ 63.8％、30.2％、6％、

全体として 998.59 億元だ。こ

れは違う年の数字だが、研究

開発費の内訳を見ると、基礎

研究には 391 億元で中国全体

の基礎研究に投入した予算の 

54.6％を占めている。応用研究は 516.3 億元で中国全体の

33.8％しかない。開発研究は 91.3 億元で、40.4％を占め

ている。 

 

大学が保有する国家重点実験室の数をみると、教育部直

属の大学には 132 の国家重点実験室があり、中国全体の

51.8％を占めている。中国科学院に所属する研究機構には

78 か所あり、全体の 30.6％を占め、教育・科学以外の他

省庁あるいは地方大学には 45 か所あり、全体の 17.6％を

占めている。また、大学全体としては 177 か所あり、全体

の 69.4％を占めている。 

 

大学の研究者が第一作者となるSCI論文は22万部あり、

全国の発表論文の 82.8％を占めている。特許出願は 23.5

万件、全国の 12.1％。特許登録は 13.6 万件で全国の 16％

だ。技術売買契約は 57,000 件、全国の 18.6％で、技術売

買契約金額は 314.3 億元、全体の 3.2％となる。大学は研

究は得意だが、特許出願や技術の売買、移転は多いとは言

えない。 

2015 年大学の研究者の受賞実績見よう。国家自然科学

賞は 47 件あり、その中で一等賞は 1件、二等賞は 46 件あ

る。国家技術発明賞は 55 件、一等賞は 1件、二等賞は 54

件。国家科学技術進歩賞は 194 件で、特等賞が 3件、一等

賞は 17 件、二等賞は 174 件。また、関係中央省庁の技術

進歩賞は 891 件、地方自治体の技術進歩賞は 3.546 件あっ

た。 

大学が参加した国レベルの科学研究計画の数では、973

計画の案件は 530 件、科学研究難関突破計画は 498 件、863

計画は 678 件、自然科学基金事業は 472 件、その他の共同
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研究は 1,191 件となっている。 

 

六、今後の課題について提起したい。「二つの一流」構

築大学リストがやっと発表されたところで、これから実施

段階に入っていくが、実現にあたってはやはりいろいろな

課題がある。大学側では、一流大学の構築をどのように着

実かつ柔軟に実施・実現できるかというところに、かなり

の工夫を必要とするだろう。一方、政府の方では、どのよ

うに客観的、効率的な評価システムを構築していくかが課

題となる。評価基準の作成や第 3者による評価機構の育成、

評価委員会の構成は特に重要だ。中国も日本も、欧米とは

社会的事情が違い、システムも大分異なるため、欧米のよ

うな実施運営には弱いところがある。政府が主導して大学

の振興策を進めていくこと自体は今までの延長線だが、そ

の中で、それぞれの大学が自分の特色ある運営をどのよう

に進めていけるかが非常に大事だと思う。政府の方針に従

いながら大学の方向性が決められていくが、どの大学も自

分たちの特色を打ち出さなければ発展の先はないだろう。 

「二つの一流」構築は 5年を 1期とする。中間評価と最

終評価の結果が2期、3期の展開に非常に影響するだろう。

そういう意味でも評価システムの構築が早急に求められ

ると思う。日本でも大学改革がどんどん進められているが、

大学評価については優れた実績があるので、評価システム

や評価基準の確立について、中国と日本が連携し、新しい

評価システムをつくることができるのではないだろうか。 

 

 最後に、今日この会場に来る車の中で読んだ 1869 年か

ら1909年までハーバード大学の学長を40年間務められた

チャールズ・エリオット先生の言葉を紹介したい。“いか

なる国でも、大学はその国の歴史と特性を敏感に映す確か

な鏡である。米国の新しいタイプの大学は外国大学の写し

ではなく、米国の社会と政治の伝統に根をおろし、逐次に

自然に睦まれた大きな美である。良好な教育を受けた階級

の人々の尊い目標と崇高なる理想のあらわれである。改革

の精神に富むもので世界には唯一のものである。”丁度

110 年前、米国が世界一の産業大国になった時期の言葉で

ある。 

 今、私たちは世界の先進的な大学を模範として、世界一

流大学を追いかけているが、その内、自国の優秀な文化の

良さに蘇り、また自信を持って時代の発展の要求にこたえ

られる新しいタイプの大学をつくっていくことが最も大

事なのではないかと思う。 

ご清聴に感謝する。 

 

【質疑･応答】 

（CRCC 伊藤副センター長） 

胡公使参事官、ありがとうございました。まさに 9 月

21 日にリストが発表されたばかりの極めてホットな話題

だった。質疑応答に入るが、初めに私から一つ確認させて

いただきたい。今回、発表された一流の大学と一流の学科

を踏まえた「二つの一流」だが、一流の学科を持つ大学と

いう場合、一流の学科を組み合わせて発表されているのか、

あるいは専門的なことを期待して、その大学自身が指定さ

れているのか。 

 

（胡） 

最初に一流学科が選定され、その上で一流大学が選定さ

れた。つまり、一流大学の対象校は必ず一流学科を持って

いる。総合的に力のある大学が一流大学構築の対象になっ

ており、一流学科が特定されているわけではない。 

 

（フロア） 

今後の課題に評価システムの構築があるということだ

が、これは非常に大切だと思う。日本の大学もそれで悩ん

でいる。実績や結果をみると、中国の方が進んでいて日本

の方が遅れているような印象がある。 

 非常にプリミティブな質問で恐縮だが、28 頁と 37 頁の

ところで研究項目を基礎研究、応用研究、開発研究の 3

分類に分けている。この開発研究とはどういうものか。基

礎研究と応用研究の間を繋ぐ研究のことなのか。 

 

（胡） 

 大学発展を目指した初期段階の頃は、まだ政府にそれほ

どお金が無かった。だが、教育には予算が必要だ。そこで、

大学教育をどのように発展させるかというところで、大学

の技術力と科学研究成果を利用した起業を始めた。今でも

大学ではかなりの数の人が研究をしながら、あるいは研究

をしばらく置いて、技術開発の方に力を入れている。そう

いう意味での研究開発費だ。つまり、大学所属の学者であ

ると同時に、大学の関連企業あるいは本人が起業した技術

開発に力を入れている。起業のために技術開発を応援して

いるということだ。 

 

（フロア） 

 資料 26 頁の「211」および「985」プロジェクトの成果

のところで、一流大学に大いに邁進したという総括がある。

一方、17 頁の中国の大学トップ 200 ランクイン大学数推

移では、2005年から 12年間たった今でも 6大学のままだ。

この数字を見る限りは一流大学に大いに邁進したとは言

えないように思うのだが。 

 

（胡） 

大いに邁進したという意味の一つは大学全体のレベル

がアップしたということ。トップ 200 のランクイン数は変

わらないが、順位的に一定の進歩があったということもあ
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る。大いにという表現は適切でないかもしれないが、成果

としては一流大学に向けて進歩したと言える。 

 

（フロア） 

 今の質問にも関連するが、15 頁の「二つの一流」構築

の目標のところで、2020 年と 2030 年、それから今世紀半

ばに世界の一流に仲間入りする大学の数を増やしたいと

ある。具体的な数値目標があれば教えてほしい。 

 

（胡） 

具体的な数の発表はまだどこからも無いが、10 校以上

がトップ 100に入っているのは 3か国だけだ。これは 2050

年までの目標かもしれないが、個人の理解としては、やは

り 10 校以上の大学がトップ 100 に入るのではないかと思

う。 

 

（フロア） 

 トップ 100 ランキングの大学の表をみると、米国の大学

が 43 校あり、日本と中国の大学はそれぞれ 2 校しか入っ

ていない。これから大学進学を目指す学生の進学先につい

て何かアドバイスをいただければ。 

 

（胡） 

 答えにならないかもしれないが、今回の「二つの一流」

構築大学の発表は、中国の子供たちの進学に関して、一つ

の大きな目標を示したと言われている。受験生が大学ある

いは学科を選ぶ際に分かりやすくなった。 

 

（CRCC 伊藤副センター長） 

ランキングに議論が集中しているが、ランキングは必ず

しも研究の成果や学術のレベルだけを表すものではなく、

例えば国際的にいかに開かれているか、留学生や外国籍の

教授をどれほど抱えているか、あるいは大学の資金の行き

場がどうなっているかなど全体的なランキングがある。特

に学生や研究者が大学を選ぶ際に、自分がどういう道に行

きたいのかを考える上で指標となる。 

 

（胡） 

 ランキングはあくまでも参考だ。いろいろなランキング

があり、評価基準が異なれば結果も変わってくる。だが、

学科の評価は求められており、今回の「二つの一流」でも

2 年前の学科に対する評価結果を一つの基礎として審査

を進めてきたそうだ。 

 

（フロア） 

 学生にとっては講義のレベルの高さが大学の魅力とな

る。もちろん研究成果は大事だし、ランキングに入るのも

結構だが、大学に入ろうとする学生にとっては、講義のレ

ベルがどれくらいか、設備はどんなものかということが非

常に重要かと思う。 

 

（胡） 

 今は情報化時代なので、皆、そういうものをよく調べて

いる。ランキングが全てではないが、その影響は強い。そ

ういったことにも意識を向けながら発展の道を探ってい

かなければいけないと思う。 

 

（フロア） 

 世界一流という言葉が随所に出てくるが、世界一流に対

する考え方や想像するところは人によって違うと思う。各

大学が思う世界一流とはどういうものなのか。定義のよう

なものがあるのか、あるいはどういう想像をしているのか。 

 

（胡） 

大学の第一の任務は人材養成だが、科学研究、社会貢献、

国際連携も大学に課せられた使命であり、政府が評価する

か大学自体が主張するかではなく、最終的には社会の評価

がものを言う。一番発言権を持っているのは学生だ。教育

に対する学生の評価が最も大切だし、学生が卒業後に社会

にきちんと飛び込めるか、社会に貢献できるかということ

が成果となる。それによって、その大学が良い大学かどう

かが最終的に判断されると思う。 

 

（フロア） 

 大学というものは各々の国の文化背景と歴史が映し出

されてその成り立ちがある、海外の模倣だけでは意味がな

いという最後の話が非常に感銘深かった。一流学科の大学

の選定に際しては、中国の特色やこれからの時代の流れ、

ポテンシャルのある学科というところをみたのだろうか。 

 

（胡） 

 「二つの一流」を選定するときのポイントは 4 つある。

一つは学科を基礎とすることで、その学科が優れているか、

発展の目安があるかということ。もう一つは一流大学、一

流学科を流動的に支援すること。3つ目は改革発展を加速

させる。そこではやはりイノベーションが重要視され、教

育人材の養成でも科学研究でもガバナンスのシステム構

築でもイノベーションを進めていく。4 つ目に平等的な競

争を促進させる。この 4 つをポイントに「二つの一流」が

設定された。全く新しい発想と理念に基づいて、イノベー

ションの精神や方向性が示されれば、それも選考の対象に

なることがある。 

 

（CRCC 伊藤副センター長） 

 それに関して私も一つ伺いたい。ご存知の通り、日本の

国立大学には 3 つの類型がある。一つ大きなところに社会

貢献があり、地域バランスを考慮しながら、どのように大

学が貢献していくかということに対して強い期待感があ

るが、今回の「二つの一流」では地域的な散らばりという

観点が入っているのだろうか。 
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（胡） 

全体的な選定の中で、地方のバランスや社会発展のバラ

ンスを考えるのは当然だ。学科については、やはり学科の

レベルや今後の発展の可能性を最重点として選定する。 

 

（フロア） 

中国は海亀政策で海外にたくさんの留学生を送り出し、

帰国後に国内で活躍させている。かつては日本にもそうい

う形があったが、日本では国内の大学が充実するに従い、

学生が海外に出なくなり、そのために海外との共同研究の

パイプが細くなるという問題が起きている。今後、中国が

国内の大学の水準を上げていったとき、海外との交流をど

のように考えるのだろう。 

 

（胡） 

中国は 1978 年の改革開放政策によって発展してきた。

今でも改革開放は非常に大きな政策として、いろいろな分

野で進められている。教育面でも今まで以上に改革開放を

進めることが政府の方針だし、それぞれの大学の目標でも

ある。去年は 54 万人が海外に留学し、43 万人が中国に戻

ってきた。帰国者は増えるだろうが、今まで以上に開放し

て国際交流をさらに進めていく。これは政府の方針であり、

各大学の政策でもある。 

 

（フロア） 

 18 頁に一流の教員チームの構築とあるが、そこには留

学経験者がたくさんいると理解していいか。 

 

（胡） 

そのように理解していただいて構わない。全体的に、大

学の教育レベルは、日本を含めた欧米先進諸国の方が発達

している。リーダーとなる人材は海外から帰ってくる人が

多い。だが、国内の大学で養成する人材もどんどん成長し

ている。帰国者が中国の大学などに簡単に就職できるわけ

ではない。競争は激しい。トップレベルの大学では、重要

ポストを世界的に公募することも少なくない。 

 

（フロア） 

 「211」と「985」の投資額が書かれているが、「211」と

「985」の両方に選定されている大学、例えば北京大学や

清華大学は両方のプログラムからお金をもらえるという

ことか。そもそも、この投資は大学固有の財政計画にプラ

スされてもらえるものなのか。もう一点、新しい計画では

既存の計画を組み直すということだったが、どれくらい投

資されているのか。 

 

（胡） 

投資額は総額なので全てが含まれている。プロジェクト

のための専用資金だ。「二つの一流」に対して、中央政府

がどれくらい資金援助をするのかまだハッキリしていな

いが、地方政府では既に発表したところがある。例えば、

広東省政府は 5 つの大学に対して、「二つの一流」支援資

金として 6億元を出すと発表している。広東省では中南大

学と華南理工大学が一流大学構築の対象になっていて、曁

南大学と華東師範大学、広州大学の 3校は一流学科の対象

だ。6 億元の内、4 億元が中山大学、1.7 億元が華南理工

大学、残った3,000万が3つの大学に平均して配布される。

広東省は豊かなこともあり、重点的な支援をしている。 

 

（フロア） 

大学と教員の契約的なところに、一流ジャーナルに論文

を出すということがあるらしい。他にどのような条件を教

員に与えているのか。 

 

（胡） 

大学を急ピッチで発展させるために、政府は大量の予算

を投入し、「211」や「985」など国のプロジェクトに入る

大学には教育レベルの著しい向上と高い研究成果を求め

ている。人材の確保や養成はやはり非常に重要で、一番有

効なやり方は競争を導入することだ。教育研究の成果をい

ち早く出すには、それぞれの大学がそれぞれのやり方で人

事制度を改革する。例えば、一定の期間、水準以上の論文

を出さなければ昇格できないとしたり、何年も昇格できな

ければ降格したり、50 歳以上は教授に昇任させないとい

ったやり方をとる大学があるそうだ。確かに大学の先生た

ちは大変だと思う。 

 

（フロア） 

 今後の課題のところに中国と日本の連携ということが

書かれている。中国政府として、日本と連携するようなプ

ログラムあるいは方針があるのか。あるいは、何か良いア

イデアがあれば紹介いただきたい。 

 

（胡） 

 中国と日本は長年にわたって非常に密接な教育交流を

行っており、政府間では 1987 年から 5 か年交流教育計

画を大臣会談記録として進めてきた。今は第 6 期で開始か

ら 30 年が経った。今年は第７期が始まる年なのでこれか

ら話し合うことになる。大学改革については、2001 年か

ら大学長会議が始まっている。一年おきに重要大学の学長

が集まり、教育改革の課題について意見交換を行っている。

大学改革の経験などを互いに学び合い、交流し、その成果

は非常に多い。大学評価については、日本は中国より先に

制度を導入していて、中国は 2000 年頃から代表団を何度

も日本に派遣し、評価システムに関する交流活動をしてき

た。大学をどのように評価するのか、大学の方向性につい

て政府は何をどのように示すのか、双方共通の課題もあり、

お互いが協力、交流しながら勉強し合うことができると思

う。 

「二つの一流」を実施する上で、評価システムをつくり

上げることが急務となっている。評価システムに関するシ

ンポジウムを共同開催するというような交流ができれば
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いいと思う。 

 

（フロア） 

 ご略歴に 2008 年孔子学院副幹事長とあるが、孔子学院

の目的である中国語の世界普及の成果の程はいかがだろ

うか。世界の一流ジャーナルの論文は英語のため、英語を

母国語とする国の大学がトップに入るのは当たり前だと

思う。一方ノーベル賞を受賞した白川先生などは、日本語

だからこそ論理的な解決ができたと言っていた。言葉の問

題は難しい。 

 

（胡） 

孔子学院は中国語と中国文化を海外に広げる文化機構

で、英国のブリティッシュカウンシルやフランスのアリア

ンスフランセーズ、日本の国際交流基金のようなものだ。

ドイツにはゲーテインスティチュートがあるが、中国は孔

子が広く知られる伝統文化の代表なので孔子学院と名付

けた。他国機関と違うところは、地元と共同運営するとこ

ろだろう。資金、人、内容など全てを共同で行い、地元に

必要な資源や教科書を提供するという方法をとっている。

孔子学院は基本的に外国の大学と協力しながら立ち上げ

られていて、孔子課堂は小中学校で中国語を教える教室を

持っている。各国で中国に対するニーズが高まっている。

孔子学院は 2004 年から始まったが、この 13 年間で 140

か国と地域において 513 の孔子学院、1,073 の孔子課堂が

できた。 

語学の問題は日本と中国が一番悩んでいるところだろ

う。いくら研究成果と研究レベルが高くても、英語で発表

しなければ評価されない。中国政府は私費留学生に対して

も政府奨学金を提供するようになったが、日本に留学する

学生、特に建築といった分野の学生の発表論文は殆ど日本

語で書かれているため、中国国内で評価ができず、奨学金

が出せない。言葉は大きな問題だが、漢字文化は非常に優

れた文化だ。コンピュータの発展に伴って、漢字そのもの

のメリットが認識されることを期待している。いずれ漢字

が通用、あるいはコンピュータ社会が活用される時代も来

ると思う。 

 

【閉会】 

（CRCC 伊藤副センター長） 

本日は胡公使参事官よりきわめてホットな話題を紹介

いただいた。この問題については我々も引き続きウォッチ

していく。日本にとっても学ぶところが多いと思う。引き

続きご指導をお願いしたい。 

 

               （了） 

2．講演資料 
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