
1975年5月1日、大阪府立大学工学部助手、その後、講師、助教授を経て、1990年4月1日に大阪府立大学教授に。
その後、工学研究科長(工学部長)、副学長・理事（研究担当）、産学官連携研究機構長、学長顧問を経て、 
2015年3月31日退職。 
2015年4月1日、福州大学 国際学院院長に就任、同年9月1日、福建省外国人専門家百人に選定。2016年9月1日、
福州大学 国家重点研究所「光触媒研究所」国際顧問、現在に至る。 

日中における大学事情の比較 
～大学運営の視点から～ 
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3) 福州大学の紹介 
4) 大学管理・運営の概略 

5) 大学間競争と世界大学ランキング 
6) 産学(官)連携と国際連携における相違 

7) 終わりに、相互理解への期待 

関空と福州間は直行便 
で2時間45分。 

JST日中研究サロンでの  
講演、9月16日(2016年） 

安保 正一 
福州大学 国際学院長 

大阪府立大学 名誉教授 



中華人民共和国 (People’s Republic of China, PRC) 
 人口: 13億5千7百万人 (日本の10倍）面積: 970.7 万 km² （日本の25倍）  

五星紅旗、赤; 共産主義革命、大星; 中国共産党と人民の団結、 
４星; 労働者・農民・知識階級・愛国的資本家を示している。 

1. はじめに 
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 中国大陸の行政区分： 省・直轄市・自治区 
北京市 (北京) 、天津市 (天津) 、河北省 (石家庄) 、内モンゴル自治区 (フフホト) 、上海市 (上海) 、江蘇省 (南京) 、浙江
省 (杭州) 、遼寧省 (瀋陽) 、吉林省 (長春) 、黒龍江省 (ハルビン) 、香港特別行政区 (香港) 、マカオ特別行政区 (マカオ)、 
広東省 (広州) 、広西チワン族自治区 (南寧) 、海南省 (海口) 、陝西省 (西安) 、甘粛省 (蘭州) 、寧夏回族自治区 (銀川)、 
新疆ウイグル自治区 (ウルムチ) 、重慶市 (重慶) 、四川省 (成都) 、雲南省 (昆明) 、貴州省 (貴陽) 、湖北省 (武漢) 、    
江西省 (南昌) 、湖南省 (長沙) 、安徽省 (合肥) 、山東省 (済南) 、河南省 (鄭州) 、山西省 (太原) 、福建省 (福州) 、    
チベット自治区 (ラサ) 、青海省 (西寧)  

中国の大学数； 約2000校（2014年現在,私立は240校) 

日本の大学数； 約760校（国立87，公立90，私立580） 

西安〈長安） 

桂林 

重慶 

ウルムチ 

大連 

広州 

上海 



万里の長城 (北京郊外、世界文化遺産） 



桂林の風景(世界自然遺産)（船による川巡り、大雨の後で川は濁っていた。5月10日、2016年） 
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図. 中国の都市部と農村部の人口推移   
単位：億人 出典：中国統計年鑑2014年 

 

都市部の18歳人口は2020年頃まで減少、農村部での18歳人口は殆ど変わらないとの見方がある。 



福建省の人口; 3,700 万人、面積; 121.000 km2 (日本の1/3) 世界遺産; 福建土楼と武夷山     

福建省の大学；華僑大学、章州師範学院、厦門大学、厦門理工学院、集美大学、 
福州大学、福建師範大学、福建工程学院、福建農林大学、福建医科大学等 

2.1. 福建省の紹介 



世界遺産(文化遺産)、福建土楼（福建省南西部の山岳地域にあり、客家その他の人々による 
独特の版築建築物。客家土楼とも呼ばれる。 



世界遺産（複合遺産）の武夷山（黄山、桂林と並び中国人が人生一度は訪れたい場所。） 
川岸には36の巨大な岩山が立ち並ぶ。烏龍茶やジャスミン茶が有名。特に岩に張り付くように 
育つ茶葉は「武夷岩茶」と呼ばれ最高級品。独特の香りの紅茶ラプサン・スーチョンの産地。 

竹の筏による川下りには海外からの多くの観光客で賑わっている。 



福州市の人口; 約700万人、面積; 12.000 km²(日本の1/30)、関西空港から2時間45分（直行便） 

福州市内の主な大学; 福州大学, 福建師範大学, 福建農林大学, 福建医科大学 

日本との関係; 弘法大師(空海)入唐の地(開元寺） 

黄檗宗万福寺（隠元和尚、京都宇治の万福寺の開祖） 

友好都市提携締結、那覇市と長崎市 
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2.2. 福州市の紹介 

(5区: 鼓楼区, 台江区, 倉山区, 馬尾区, 晋安区    2県級市: 福清市, 長楽市    
6県: 閩侯県,閩清県, 永泰県, 連江県, 羅源県, 平潭県) 

https://maps.google.com/maps?ll=26.082593,119.304217&z=10&t=m&hl=ja&gl=US&mapclient=apiv3


福州市(700万都市)の市街地遠望と鼓山(Gushan)および閩江(Minjiang) 



鼓山(Gushan), 標高は
約1000m 山頂の気象
観測施設（左）と 
中腹にある涌泉寺
(Spring Gushing 
Temple)（下） 

 
夏が暑い福州では鼓山
は市民の憩いの場と 

なっている。パンダの
避暑地もある。 



弘法大使（空海） 
とゆかりのある 
開元寺（福州市内） 
とその内部。 
 
左図は当時の都、長安
（現在の西安市）への
空海の足跡と考えられ
ている経路。 



黄檗山萬福寺は1661年に僧 隠元 隆琦（いんげんりゅうき）禅師によって開創。禅師は明朝時代の臨済宗を代表
する僧で、福州府福清県にある黄檗山萬福寺の住職。日本からの度重なる招請に応じ、63歳の時に弟子20名を伴
って来日(1654年)。京都 宇治の地に福州と同じ「黄檗山萬福寺」と名付けた寺を創建する。その後、幕府の政

策等により、宗派を黄檗宗と改宗し現在に至る。 
 萬福寺の伽藍建築・文化などは全て明朝様式。美術・建築・印刷・煎茶・普茶料理、隠元豆・西瓜・蓮根・孟
宗竹（タケノコ）・木魚などは、隠元禅師が日本にもたらされたものであり、江戸時代の文化全般に影響を与え
た。中でも、中国風精進料理の「普茶料理」は日本の精進料理とイメージが異なり、見た目も美しく盛りつけら
れる料理の数々は、高タンパク・低カロリーで栄養面にも優れ、席を共にする人たちと楽しく感謝して料理を 

いただくことに普茶料理の意味が込められている。 

黄檗樹 



 (学生数: 50,000人、学部生40,300人、大学院 9,700人)(教職員数: 3,108人、内教員2,000人)                                                                                                      

  電気工程·自動化学院、機械工程·自動化学院、数学·計算機科学学院、石油化学化工学院、土木工程学院、 

   環境·資源学院、経済・管理学院、生物科学·工程学院、外国語学院、物理·信息（情報）工程学院、化学学院、 
   建築学院、人文社会科学学院、馬克思（マルクス）主義学院、厦門（アモイ）工芸美術学院、材料科学·工程学院、 
   法学院、紫金鉱業学院、軟件（ソフトウェア）学院、応用技術·継続教育学院、海洋学院、海外教育学院、至誠学院、  
   陽光学院、体育教学部、国際学院 

正門 キャンパス通り 
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3. 福州大学の紹介  
(国家重点大学、100校に選定) 



福州大学キャンパスと旗山 

福州大学正門と旗山 



福州大学のキャンパス風景(上)と講義棟群(下) 



福州では、家庭教師の報酬は1回80―200元程度。週2回で1回は2時間程が多い。上海での報酬は 
1回は100元で、大都会は割高。福州では家庭教師のアルバイトは数多くあり沢山の学生が家庭教師をしている。
英語の家庭教師が多い。家庭教師以外にも、ビラまき、スーパーやレストランのウエイタ—もあるようです。  
しかし、学生には家庭教師が一番良いようです。その他、学内の各センター等で雇用されている学生は多い。 

福州大学の学生寮の風景  福州大学ではほぼ100%の学生がキャンパス内の寮で生活。 



福州大学キャンパス内の学生食堂(数は多い)の外観と内部の様子（プリペイドカードで支払い） 



4. 大学管理・運営の概略 （２トップ制） 

理事長と学長 
書記と学長 

副学長（研究・人事担当） 
副学長（国際交流担当） 
副学長（教育・学生担当） 
副学長（地域連携担当） 
副学長（入試・広報担当） 

理事（教育・研究） 
理事（総務担当） 
理事（広報渉外） 
理事（経営・企画） 

教育研究組織    

副書記      
事務組織    

 付属教育組織（高専） 

日本の2トップは理事長と学長（同一の場合が多い）、中国の2トップは書記と学長。 
また、各学院（学部）の構成も書記と学院長となる。 

中国の入学者選抜は夏の全国統一入試で行われる。受験生はランクごとに志望大学を書き、  
入試得点と戸籍で合格者が決まる。 



各学院(学部)の管理・運営と教員評価 

書 記 
学院長 

副学院長（研究・人事担当） 
副学院長（国際交流担当） 
副学院長（教育・学生担当） 
副学院長（入試・広報担当） 

各学院には学院長がいて書記と協力して学院を管理運営する。 
学院の実績によって大学から学院に配分される運営資金には差がある。 

 
大学執行部（外部資金や論文、国際連携活動）、学院執行部（学院内での貢献度）、 

および教員間（授業内容、指導学生数）等での評価がある。これらは給料に反映されるようで、 
教員間で給与格差があるようである。 
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一昨年に実施された１人つ子政策の見直しで、出生率の回復を急ぐとしている。 

Number of 18-year-olds 

Number of Universities 

 
 大学の数と18歳人口の推移                  

(1989年以後の20年間) 

  

 “大学全入時代” “大学のユニバーサル化” 

University 

Year 

万人 

日本； 少子高齢化と18歳人口 (100万人へ）が減少、大学全入学時代に入っている。 
中国； 少子高齢化の時代に突入している。18歳人口も日本と同様に減少しており、 
2500万人(1980-2008年)から1500万人程度(2009年以後）を保つ推移となっている。 

(日本の場合) 



日中における大学進学率の推移比較  
(1972年、1992年、2012年、および2014年の推移） 

 国   人口(millions)        大学生数比率（進学率）  

   2014 年   1972  1992  2012  2014 年 
 
 米国  318.4     47.98  76.91  94.28  
   
 日本  127.1   19.38  29.96  61.46  62.41 
 
 中国  1365.7   n.a  2.90  26.70  39.39 
 
 インド  1247.0      5.02  5.98  24.77 

中国の18歳人口は2500万人(1980-2008年)から1500万人程度(2009年以後）に 
減少しているが、大学進学率の向上が続いており、大学に進む若者の数は増加。 

 
統計では、中国の大学生が一年間に使う消費支出額は約10,000元程度のようである。 

一方、都市住民の平均年収は20,000元を上回っている。 
 

学生の消費支出額の主は友達との交際費が2,000元、携帯電話の費用が1,000元等となっている。 
福州大学をはじめ中国の大学生は殆どが寮生活をしている。寮での生活費は安い。 

  



5.大学間競争と世界大学ランキング 

大 学 大 学 

学会活動などで 
個人的な競争 

大学内の部局間 
教員間の競争 

法人化 

日本、法人化： 大学間競争  大学内での部局間および各教員間の競争激化へ。 
 

その後、大学を3分類化で予算が決まっている。世界大学ランキングに無頓着である。 
重点支援① 人材育成や地域課題を解決する取組などを通じて地域に貢献する大学。   

重点支援② 専門分野の特性に配慮しつつ強み・特色のある分野で地域というより世界ないし 
全国的な教育研究を推進する大学。 

重点支援③ 卓越した成果を創出している海外大学と伍(ご)して、全学的に世界で卓越した 
教育研究、社会実装(注．研究開発成果を社会に生かす)を推進する研究型大学。 

中国： 世界大学ランキングの順位が予算等に影響・反映されるので、世界での 
大学ランキングを上げる努力が積極的になされている。 



世界大学ランキングにおける2004年と2014年 
（最近10年間）の変化 

 
 
 国    2004年度の  2014年度の   変化 
     トップ500大学  トップ500大学   
 

 中国      16                44       +28 
 オーストラリア  14               19  +5 
 サウデイアラビア   0         4  +4 
 韓国     8        10      +2 
 フランス   22        21       -1 
 カナダ           23                  21  -2 
 ドイツ     43        39  -4 
 イギリス          42        38  -4 

 日本    36       19         -15 
 米国   170       146  -24 
 

中国、16校から44校に増加。日本、36校から19校に減少。 
中国と日本での世界大学ランキングに関する接し方が異なる。 

 
(6th International Conference on World-Class Universities, Proceedings より 

(1-4 Nov. 2015 in Shanghai, CHINA） 



6) 産学(官)連携と国際連携における相違 

日本の大学の場合:  
日本学術振興会の「科学研究費」、独立行政法人科学技術振興機構(JST)の各種の応募事業が 

大きな財源となっている。また、各種の企業とは「委託研究」や「共同研究」等がある。 

金額は数百万-百万円等が多い。 

東京大学の「運営交付金」は 803億円､京都大学が530.億円。 

   
 

 

中国の大学の場合:  
「科学研究費」が主な財源。各省や市独自の事業公募も多く金額も大きなものが多い。 

国営企業との連携が多いが、中小企業との「契約研究」や「合同研究」も多い。 

金額は日本の場合より大きく、数千万円-百万円等と幅広い。さらに、企業が具体的な課題を 

大学に提案し、解決法を任せる提案型も多く、金額も数億円になる場合もある。 

その他、特許や技術の使用権利、或いは全部を売りさばく「特許譲渡」や「技術譲渡」も 

しばしば見られる。最近では、企業が費用を出して大学内に「総合研究所/センター」を設置し、 

定期的で長期の連携を構築する例も多く見られる。一方、地域によっては共同研究等が減少し、

代わって大学保有技術に基づいたベンチャー企業の設立が増えている。 

清華大学の「運営経費」は82億元(約1400億円)。 



福州大学の国家重点研究所「光触媒研究所」や産学連携研究室が入る新しい学舎 
（12月上旬に完成竣工式典が予定されている） 

 

 中国での産学連携； 国営企業が中心となるが中小企業との連携もある。産学連携機構の様な 
組織が学内にあるが（産学研等）、大きな大学に限られているようである。その他は、教員個々

と企業との信頼関係での連携となる。日本と異なり、各行政区の省や市が独自に大型の 
プロジェクトを計画し公募することが多いようである。これらとの連携が重要となっている。 

教員の保有する特許を売ることもあり、共同で企業化することもあるようである。 



国際連携における中国の積極的な取り組み 
 

1) (2+2)ダブルデイグリー制度,  2) (3+1)ダブルデイグリー制度や   
3) (4+0)ダブルデイグリー制度（これは日本では認められない）等がある。 

 
その他、アメリカの有力大学が優秀な学生を集めるために行っている新しい(3+2) 

ダブルデイグリー制度が広がりつつある。中国では、4年間（学部）と3年間（大学院修士課程）
の7年を要するが、(3+2)ダブルデイグリー制度では5年間で修士の学位を取得できる。 
引き続き大学院博士課程に進む学生が増えている。学生獲得の多様性が増えている。 

福州大学の国際交流センター棟 



中国と日本を比較する場合の注意として、大きな人口差に起因してスペクトル分布が大きく 
異なって見える点である。時には誤解なり間違った印象に繋がることがある。    

日本では無視できる程度のことも、中国では数が多く無視できない存在となる。 
 

お互い他国を訪ね自分の目で見聞きし互いを理解し合うことが重要と思う。日本の学生を中国に連れて行くと、
その発展ぶりに驚く。未だに古い中国のイメジーを引きずっている。一方、中国の皆さんが日本を訪問し、 

日本や日本人に対するイメージが完全に変わったと言う話を聞くことも多い。 

中国の場合 

日本の場合 

教育レベル 
生活レベル 
マナー、エチケット 

7. 終わりに、相互理解への期待 
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日中における大学事情の比較 
～大学運営の視点から～ 

1) はじめに 
2) 福建省・福州市の紹介 

3) 福州大学の紹介 
4) 大学管理・運営の概略 

5) 大学間競争と世界大学ランキング 
6) 産学(官)連携と国際連携における相違 

7) 終わりに、相互理解への期待 

JST日中研究サロンでの  
講演、9月16日(2016年） 

安保 正一 
福州大学 国際学院長 

大阪府立大学 名誉教授 

ご清聴、ありがとうございました。 
 


