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北海道大学  
 

 
１ 近年の国際交流活動の概要 

本学では、2004 年度から 6 ヵ年間の中期目標・計画期間のうち、各年度の計画とし

て、初年度から、「中国をはじめとするアジア諸国」との交流を、北方圏やオセアニア

諸国との交流と共に、重点的に推進する事項に掲げて取り組んでいる。 
特に、中国との間では、2001 年以前には北京科技大学との間のみであった大学間交

流協定を、2002 年には浙江大学、2003 年には北京大学、2004 年には復旦大学、吉林

大学との間で次々と締結したほか、このたびの第 4 回日中学長会議の機会を利用して、

南開大学、南京大学とも同様の協定を締結する予定になっており、中国の主要大学との

交流を一段と強化している。 
中でも、学生交流に関しては、中国の優秀な学生に本学に留学してもらうことは、本

学の日本人学生の刺激になるばかりか、多様な文化をもった学生間及び学生と教員の間

の議論等を通じて、新しい学問的な成果を生み出すことにもつながることが期待される。 
このような期待を込め、本学では 2005 年から北東アジアの 3 つの協定大学（中国 2

大学を含む）から各人の母校に籍を置きながら本学大学院の学位取得を目指す優秀な学

生に対し、奨学金（月 10 万円）を授与するプログラムを開始した。また、本年からは、

北東アジア諸国・地域（中国、台湾、韓国）からの優秀な私費留学生に奨学金を授与す

る制度を創設した。 
日中間の大学交流を推進するためには、上述のような学生及び教員間の交流を効果的

に支援する体制の整備が重要であると考えており、このたび、2006 年 4 月に本学の事

務所を北京に設置（同年 5 月 8 日に開所式を挙行）したのは、このような考えに基づく

ものである。北京オフィスは、留学生及び研究者交流の促進、産学官協力の促進、及び

本学の中国同窓会（2006 年 5 月に設立）の活動支援を主たる任務として、活動を行う

こととしている。 
日中間の交流推進のため、情報の効果的な発信にも尽力している。本学では、2004

年 11 月から季刊で英文ニューズレターを発行し、世界各地の大学等へ、国際関係を中

心とした本学の主な活動を積極的に発信しているが、2005 年 10 月からは、このニュー

ズレターの中国語版も刊行し、中国における協定大学をはじめ、関係機関や元留学生等

に配布している。 
この他、中国のみならず諸外国を視野に入れた活動として、本学では、2005 年から

文部科学省の「大学国際戦略本部強化事業」を受託し、「持続可能な開発」に関する諸

領域に焦点を当て、この領域に関する国際交流活動を重点的に支援することを通じて、

これを先駆的モデルとして本学全体の国際化を推進することに戦略的に取り組んでい
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る。この一環として、2006 年 8 月には、この分野における第一線の研究者を内外から

招き、国際シンポジウムを開催する予定である。 
 

２ 近年の国際交流活動の成功例や代表的なプロジェクトの紹介 
 （１） 本学は、1998 年から韓国・ソウル大学との間で、毎年交互に開催校となって全学

的な合同シンポジウムを開催している。参加人数は年々増加しており、2005 年の第 8
回には、両校から計 130 人の教職員・大学院生が全体会及び 9 つの分科会に参加して

おり、全学的な交流に発展している。 
（２） 本学は、国際協力銀行(JBIC)からの円借款に基づく「中国内陸部人材育成事業」に

よる中国内陸部の大学等に所属する教員の受入れに、2005 年から積極的に取り組んで

いる。事務局の国際交流担当部署が、中国側教員との連絡や、来日当初の生活面のサ

ポートを行うなど、他のプログラムによって外国から教員・研究員を受け入れる場合

に比べ、受入れに伴う本学教員の事務的負担を軽減し、受入れをスムーズに行うこと

のできる体制を整えた。 
同じく「中国内陸部人材育成事業」の一環として、「廃棄物資源化・処理に関する

技術政策」に係る短期グループ研修コースを開発し、中国側におけるニーズ調査を経

て、2006 年夏季から本学において実施できる見通しとなった。第 1 回目は、重慶市

から 10 名の教員を 5 週間に亘って受け入れる予定である。 
（３） 個々の部局レベルでの活動も活発に行われており、中でも本学触媒化学研究セン

ターは、北京大学化学学院内に共同実験室を置いている上、相互の施設内に相手機関

の事務所を置き、密接な連絡を取り合いながら共同研究を行っている。同センターは、

全国共同利用施設であるというその役割を国際的にも発揮するため、北京大学化学学

院内の同センター事務室を、日本の他大学における触媒化学分野の研究者の利用にも

供している。 
 

３ 日中の大学交流についての意見や提案について 
中国の大学との交流を活発化させるには、大学の事務所を置くことは一定の役割を果

たすであろうが、単に事務所を置くだけでなく、それを効果的に活用することが重要で

ある。そのためには、他大学の中国事務所との連携を十分図るなど日本の大学側の工夫

が必要なことはもちろんであるが、事務所の登記をはじめとする活動基盤の整備等の面

で、中国政府による一層の支援をお願いしたい。 
また、中国の事情をよく理解し、十分な中国語能力をも身につけた事務職員の育成が

極めて重要であり、このため、本学では中国政府奨学金留学生制度を活用させていただ

き、2004 年から事務職員を毎年一人ずつ１年間派遣している。これらの事務職員に、

派遣先の大学において研修生として国際交流実務に携わる機会を提供していただけれ

ば、研修の効果が一層高まるものと思われる。 
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ところで、教員間の交流の活発化ももちろんであるが、それ以上に学生交流を一層活

発化させることが重要と考える。中国から日本への留学生を量的にも質的にも向上させ

るには、中国を発つ前に、志望大学（院）に入学できるか、またどの程度の額の奨学金

を得られるのかがわかるようなシステムの構築が急務であろう。また、日本の大学にお

いては、英語で授業を行うコースの充実化は、中国ばかりでなく世界中から多くの留学

生を惹きつけるために避けては通れない課題であると考える。 
他方、日本から中国への留学生を増加させるには、現在日中間の数校で実施に移され

ているダブルディグリーコースの整備や、短期間のコースで取得した単位が卒業（修了）

単位として認定されるようなコースを協定校間で協力の上整備することが急務であろ

う。このような短期コースの確保は、協定校との学生交流人数の均衡を図る上でも重要

と考える。
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東北大学  
 

 
１ 東北大学の概要 

  東北大学は、1907 年に日本で 3 番目の帝国大学として創設されました。 

  本学は、創立当初から、研究者が世界の学界で独創的な研究成果を産み出しながらそ

れを教育にも生かすという｢研究第一主義｣を校是とし、また、戦前からベンチャー企業を

設立するなど、研究成果を社会に役立てる｢実学尊重｣の伝統を育んできました。更に、魯

迅、蘇 歩青、陳 健功に代表される多数の留学生を受け入れ、1913 年には、外部から

の圧力に抗して、日本の国立大学として初めて女子の入学を許可し、「門戸開放」の理念

を確立しました。 

このような伝統は、現在の東北大学にも生き生きと息づいています。 

研究においては、現在、材料科学分野における論文引用数が世界第 2 位にランクされ

ています。そして、13 の 21 世紀 COE プログラムに代表される、自然科学から人文社会

科学に至る広い分野での世界最先端の研究を展開しています。また、日本において産学連

携に最も積極的に取り組んでいる大学でもあります。 

国際交流では、世界 90 以上の機関と大学間学術交流協定を結び、11 ヵ所の海外リエゾ

ンオフィスを設け、1,200 名以上の留学生を受け入れています。 

東北大学は、2007 年に創立 100 周年を迎えます。次の 100 年では、以上のような伝統

に基づいて「世界最高水準の研究・教育拠点」としての発展を目指す所存です。 

 

２ 国際交流活動の概要 

本学の国際交流活動の概要は以下のとおりです。 

（１）学術交流協定 

 ① 大学間協定校：24 か国・地域 92 機関 

    うち中国 18、韓国 13、フランス 8、米国 6、英国 5、台湾 5、ドイツ 5 
  （中国の大学間協定締結校、協定締結日順） 

    東北大学、中国科学技術大学、清華大学、南京大学、北京大学、吉林大学、浙江

大学、復旦大学、武漢理工大学、重慶大学、同済大学、 

    中国海洋大学、北京科技大学、南京航空航天大学、陜西科技大学、 

    青島科技大学、厦門大学、華中科技大学（18 校） 

② 部局間協定校：41 の国・地域 240 機関 

    うち中国 49、韓国 35、米国 19、ロシア 16、ドイツ 15、フランス 12 
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（２）研究者交流（2004 年度実績） 

① 本学から海外への派遣数：3,411 名 

   うち 米国 1,061、中国 352、韓国 242、フランス 202、ドイツ 187 
② 海外から本学への受入数：1,146 名 

   うち 中国 212、韓国 183、米国 169、ドイツ 82、フランス 76 
（３）外国人留学生受入数（2005 年 11 月現在） 

総数 1,210 名 

うち学部 120、大学院 846、研究生等その他 244 
出身国・地域別内訳 

 中国 482、韓国 202、モンゴル 47、インドネシア 45、台湾 43 
（４）東北大学の海外拠点（リエゾンオフィス）：11 か所 

（設置場所） 

    中国科学院物理学研究所表面物理国家重点実験室 

    ロシア科学アカデミー・シベリア支部ノボシビルスク学術センター 

    ケンブリッジ大学金属冶金学科 

    ニューサウスウェールズ大学国際交流センター 

    ハーバード大学理工学部 

    モスクワ国立大学物理学部 

    スウェーデン王国王立工科大学材料科学科 

    スタンフォード大学ジボール先端材料科学研究所 

    シラキュース大学計算機科学・工学部 

    韓国科学技術院機械工学部 

    フランス国立応用科学院リヨン校金属材料物理研究所 

 

３ 近年の国際交流活動の成功例や代表的なプロジェクト 

 東北大学は、2004 年 4 月からの法人化にあたって、今後「国際競争力のある世界最高水

準の研究・教育拠点」としての発展を目指すと宣言し、更に 2005 年 3 月には「東北大学国

際交流戦略の基本指針」を発表し、以下に掲げる 4 つの主要目的を果たすこととしました。 

 

（１）国際学術ネットワークを通じた世界最高水準の研究を推進する 

（２）広く世界から意欲と能力を備えた俊秀を受け入れて世界の発展に役立つ指導的人

材を育成する 

（３）研究教育効果を国際社会に発信するとともに、国際貢献に活用する 

（４）上記を達成するために研究・教育基盤を強化し、本学の国際的知名度・信頼性を

向上させる 
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 本学はこれらの目標を達成するため、2005 年 6 月に文部科学省の大学国際戦略本部強化

事業によって、新たに「グローバルオペレーションセンター」を設置し、人的・組織的イ

ンフラを整備しました。この組織は、本学執行部の諮問的機能を持つ国際交流企画室の立

案する全学的な国際交流施策や方針を実現させるため、戦略の策定やその実施の役割を担

うものです。 

 2005 年度では、このセンターを設立したことにより、中国およびフランスとの協定校と

の間において、共同教育事業の展開が可能となりました。  

これまでのところ本学は、フランスの INSA－Lyon（国立応用科学院リヨン校）及び

Ecoles Centrale（国立中央理工科学校グループ）5 校との間で、ダブルディグリー・プロ

グラムに関する協定を、中国の清華大学との間で共同教育プログラムに関する協定を調印

し、いずれも本年度から実施することになっております。 

 今後本学は、中国およびフランスにおける共同教育プログラムによる学生交流の実績を

積み重ねると同時に、対象となる高等教育機関をフランス以外の欧州諸国や、中国におい

ては清華大学以外の重点大学との間で、より広範囲に実施していくことを目標としていま

す。この際、日本の他の大学との連携も視野に入れていくことを考えております。 

 なお、近年本学が中国関連で実施した主な事業としては、以下のようなものがあります。 

 

  （１）「魯迅先生東北大学留学 100 周年記念行事」2004 年 10 月 東北大学於 

（２）「国際シンポジウム -魯迅の起点：仙台の記憶-」 

2005 年 9 月 北京魯迅博物館於 

（３）「解剖学ノート寄贈記念国際シンポジウム 魯迅と藤野先生」 

                   2006 年 2 月 東北大学於 

（４）『魯迅と仙台』の出版 

（日本語版は 2004 年 10 月発行、中国語版は 2005 年 9 月発行） 

（５）「清華大学及び東北大学の理工系相互紹介セミナー」の実施 

   （共同教育プログラムの準備の一環） 

    2005 年 11 月及び 12 月 清華大学於  2006 年 2 月 東北大学於 

  （６）「東北大学魯迅賞」及び「東北大学魯迅記念奨励賞」の創設 2004 年 

    （2005 年より、それぞれ「東北大学藤野先生賞」及び「東北大学藤野先生記念奨励

賞」に改称。） 
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筑波大学 
 

 

筑波大学では 1973 の建学以来、「世界に開かれた大学」としてとりわけ国際交流に力を

入れてきたが、2004 年の法人化に際して、国際連携室を設け、国際連携政策を検討し、2005
年には、『世界的「知」のネットワークの開拓と「地球文明発祥地帯」への貢献』と題する

国際連携ポリシーペーパーを発表した。すなわち、先端的な知を創造しその教育研究に当

たり、世界的なネットワークを開拓するとともに、地球文明が発生した諸地域の必要やそ

こでの共生に対しても積極的に貢献したいと考えている。中国の諸大学はこうした本学の

戦略からも大変重要なパートナーである。 
 

１  国際交流活動の概要 

  計算科学研究センター、プラズマ研究センター、先端学際領域研究センター（TARA）、

ナノサイエンス特別プロジェクト研究組織等、多くの研究組織・分野において、国際的な

先端的共同研究を推進している。計算素粒子物理学分野では国際的なネットワークを活用

した共同研究及び教育を推進しており、当該分野をリードする世界的研究拠点のひとつを

形成しつつある。プラズマ研究センターでは、ミラー型装置を利用したプラズマ閉じ込め

の高性能化を目的として国際的な共同研究を実施しており、先端学際領域研究センター

（TARA）においても、海外の研究機関との連携の下に、学際領域における新しい学問分

野の開拓及び先端的学術研究を推進している。ナノサイエンス分野では、日本学術振興会

の先端研究拠点事業（国際戦略型）として採択されており、多国間の共同研究を推進して

いる。 

  一方、農林技術センターでは、ユネスコのAPEID（アジア・太平洋地域教育開発計画）

に協力し、毎年、筑波アジア農業教育セミナー（TASAE）を開催し、中国を含むアジア

地域の農業教育及び農業研究の国際協力推進に貢献している。教育開発国際協力研究セン

ターにおいても、文部科学省が推進する拠点システムの中核センターとして、開発途上国

への教育分野での国際協力を積極的に推進している。また、平成16年に北アフリカ研究セ

ンターを設置し、北アフリカ地域に関する学術的研究開発を行っており、平成18年4月に

は、本学初の海外拠点である北アフリカ・地中海連携センターをチュニジアに設置した。 

  大学院レベルでは、国際地縁技術開発科学専攻、国際政治経済学専攻、世界遺産専攻

など、国際性を特色とする大学院専攻を設置し、当該分野における国際的教育研究の推進

及び人材育成を図っている。 

  平成9年度から実施している日本学術振興会のバイオシステム分野の拠点大学交流で

は、北京大学等との大型の国際共同研究を推進しており、また、東アジア地域における代

表的な研究指向の大学によるネットワーク組織である東アジア研究型大学協会（AEARU）
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にも設立当初から参加し、中国を含む当該地域との研究教育の交流を推進している。 

 

２  国際交流活動の代表的なプロジェクト 

  近年の日中大学交流の代表的なものとして、下記のような国際活動を展開している。 

（１） バイオシステム学分野における拠点大学交流 

日本学術振興会の拠点大学交流方式により、筑波大学と北京大学の間で、バイオシ

ステム学分野において 1997 年度から国際共同研究を実施している。「地域資源の利･活

用による持続的発展のためのバイオシステムの確立と評価」を研究テーマとし、持続

的発展と環境保全的調和の観点で人類生存に不可欠な食料生産システムの秩序ある構

築のために、バイオテクノロジーを中心とする先端技術と地域に実在する技術との融

合、学術研究を、中国を対象に実施している。2005 年度はバイオテクノロジー、農業

生産及びポストハーベスト技術の開発、水源地修復及び水再利用･水質改善技術の応用、

生物生産環境の評価と改善を研究テーマとしており、これまでの共同研究の成果は多

数の学術論文等として発表され、若手研究者養成や国際貢献･社会貢献の面でも多くの

成果をあげている。 

なお、日本側の協力大学は東北大学、岩手大学、弘前大学、茨城大学、千葉大学、

日本大学、新潟大学、神戸大学、島根大学、中国側の協力大学は清華大学、中国農業

大学、南開大学、南京大学、中国海洋大学、復旦大学、西北農林科技大学、吉林大学、

上海交通大学である。 

    

（２） 中国科学院研究生院との大学間交流協定の締結 

2005 年 7 月、中国科学院研究生院学長と本学学長との間で大学間交流協定の調印式

が行われた。中国科学院は約 90 の研究所と 2 万人の第一線の研究者により構成され、

研究生院は中国で最初に設立された大学院大学で、中国国内で最も研究水準の高い研究

教育機関と評されている。 

今回締結された協定は全学レベルであり、本学側では特に生命環境科学研究科、シ

ステム情報工学研究科、ビジネス科学研究科等が交流に強い関心を示している。 

筑波大学と中国科学院研究生院及び中国科学院所属の研究所とは 1980 年代から学

術交流を重ねてきており、今回の全学レベルの協定の締結により、部局や分野にとらわ

れない広範かつ闊達な教育・研究交流の展開が期待される。 

 

（３） 大連大学における日本語・日本文化の出張講義 

   2005 年 7 月 22 日から 26 日まで、筑波大学日本語・日本文化学類（日本の国立大学

中唯一の日本語教育者養成を目的とした学部レベル教育組織）の教員数名が大連大学

に出張し連続して講義を実施した。大連大学の教員、学生のみならず、一般市民や大

連在住の日本人等を対象に、日本文化及び日本語に関する講義を 6 名の教員が連続し
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て講義を行ったもので、これにより同大学の日本語教育と日本文化教育の支援に貢献

することができた。また、筑波大学教員の意識改革、大学大学との学生交流、共同研

究を通じた筑波大学の更なる国際化に貢献した。 

本学では、この種の出張講義を継続的に実施していくとともに、他の国にも拡大の

方向で検討中である。 

なお、今回大連大学において実施した連続講義の内容は次のとおりである。 

  （日本文化） 

・ これからの日本文化研究―日本語教育を視野において― 

・ 日本の西欧化の中での詩歌 

・ 日本的経営 

（日本語） 

・ 異言語･異文化を比較する―対照言語学の視点― 

・ 日本語話法と文法 

・ コーパスを使った文法研究 

 

３  今後の日中の大学交流について 

既に述べたとおり、本学は先端研究分野における国際共同研究の推進や、農学、教育

等の分野における国際協力、日本語･日本文化の発信等多くの分野において強みを有し

ている。中国の大学との間においてもこれらの領域における交流をさらに活発化し、

日中双方にとって有益かつ実りある学術交流及び協力関係を推進していきたい。 

交流協定に基づく交流については、現在中国の 22 の大学等と協定を締結し、活発な

交流を行っている。本学の場合、従来中国との協定はその多くが生命環境関係分野で

の交流を中心としてきたが、近年では先に述べた中国科学院研究生院との協定のよう

に全学レベルの協定も締結しており、今後は工学、体育、図書館学等多方面での学術

交流や学生交流が期待される。 

また、東アジア研究型大学協会の活動を通じて、中国からの参加大学との交流をさ

らに活性化していきたい。 
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東京大学  
 

 
１ 本学の国際交流活動の概要 
  本学は、先端的な研究型総合大学として、世界の多くの大学・研究機関と学術交流協

定を締結している。2006 年 3 月末時点での全学的な学術交流の総数は 99、部局間協定の

総数は 161 を数える。また、2005 年度に新たに締結した総数は 32、一方終結した総数は

7 であり、協定数はさらに増加する傾向にある。本学の国際的学術交流は、教員を中心と

する研究面での交流にとどまらず、教育面にも及んでいる。とくに学部レベルの学生交流

に関しては、AIKOM と呼ばれる短期交換留学協定に基づき、教養学部が中心となり世界

の 16 ヶ国 24 大学と学生交換を行っている。 
2005 年 4 月からは本部に国際連携本部が設置され、全学的な国際交流活動はさらに活

発化している。とくにアジアにおける研究教育ネットワークの形成に向けて、中国・イン

ドを含むアジアの大学・研究機関との学術交流は、ますます盛んになるものと考えられる。

そのために、従来の部局主導による学術交流協定に加えて、全学的な視点から学術交流協

定を締結すべき大学・研究機関に積極的にアプローチし、交流に関係する部局や教員の参

加を促すような取り組みも始めている。 
中国の大学・研究機関との学術交流も積極的に行っている。中国の大学・研究機関との

学術交流協定の総数は 34（うち全学協定 7、部局協定 27）と、アメリカ合衆国に次ぐ。

2005 年 4 月には本学の初めての全学的なリエゾンオフィスである北京代表所の開設とあ

わせ、北京大学、清華大学、中国科学院において東大フォーラムを開催し、それぞれ中国

学、材料学、医科学について研究交流と学生交流を行った。また、北京大学、清華大学、

復旦大学の学部生を対象に本学修士課程に留学するための ADK 育英基金を、今後 10 数

年にわたって運営することになった。 
 

２ 国際交流活動の具体例 
本学は、マサチューセッツ工科大学、スイス連邦工科大学、チャルマース工科大学と

「人間地球圏の存続を求める大学間国際学術協力(AGS)」を約 10 年にわたって実施して

きた。その成果をさらに発展させるために、アジアにおける持続可能性を追究する新たな

取り組みとしてサステイナビリティ学連携研究機構(IR3S)を発足させた。これは文部科学

省科学技術振興調整費の戦略的拠点形成事業の支援で実施するものであり、本学のほかに、

京都大学、大阪大学、北海道大学、茨城大学等が日本国内のネットワーク型研究拠点を形

成し、欧米やアジアのこの分野における優れた大学・研究機関と連携しながら、アジアの

問題解決を目指すものである。 
また、日中の研究の取り組みとしては、本学医科学研究所と中国科学院との共同研究が
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あげられる。この共同研究は、文部科学省新興・再興感染症拠点形成プログラムによるも

ので北京市の中国科学院生物物理研究所及び微生物研究所に日中共同研究室を設営する

とともに中国農業科学院ハルビン獣医研究所との間で感染症研究を中心とする医科学研

究を推進することになっている。 
一方、工学系研究科では、無錫代表所を開設し、無錫市と連携しながら、エネルギー環

境製造技術分野の産官学連携を推進している。さらに、本学と天津市との間で、農業分野

を中心に共同研究、人材交流を行っている。 
教育面では、本学と北京大学、ソウル大学校、ベトナム国家大学ハノイ校との間で毎年

開催してきた「東アジア 4 大学フォーラム」(BESETOHA)の実績を踏まえ、総合文化研

究科・教養学部が中心となって「東アジアリベラルアーツイニシアティブ(EALAI)」を立

ち上げた。この EALAI は、4 大学及び南京大学にとのリベラルアーツ（教養教育）に関

する教員・学生交流、共通の教科書の作成などを主目的としている。とくに南京大学では

「東京大学リベラルアーツ南京交流センター」を設置し、本学教員が中心となって、リベ

ラルアーツ教育関連のフォーラムと集中講義を実施している。 
 

３ 国際交流活動の重点施策 
 本学は、アジアと欧米の知的社会を結ぶ総合的学術交流拠点となることを目指している。

そのために、国際交流分野における日本の他大学・研究機関との連携を一層強化するとと

もに、世界の大学・研究機関との国際交流の推進を積極的に進めたいと考えている。その

ために、国際研究型大学連合(IARU)、環太平洋大学協会(APRU)、東アジア研究型大学連

合(AEARU)における研究交流、学生交流の取り組みに積極的に関与していきたいと考え

ている。また学長会議を有効に活用したいと考えている。 
 中国の大学・研究機関との交流に関しては、全学的な観点から、北京代表所の機能強化

を図るとともに、留学希望者へのガイダンスの徹底、中国での面接試験等の実施、産学官

連携の推進などを通じて、交流のさらなる進展を図る所存である。また、長期的には、中

国の大学との連携により、二重学位や共同学位等の授与が可能となるような、教育プログ

ラムについても検討していきたいと考えている。 
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東京工業大学  
 

 
１ 近年の国際交流活動の概要 

東京工業大学は学校創立以来 125 年を超える歴史と伝統を踏まえ、世界最高の理工系

総合大学たることを長期目標として、日本国内に留まらず、世界各国の大学・研究機関と

の連携活動にも力を注いできた。特に理工系分野において各国を代表する 100 以上の大

学・研究機関とは学術交流協定が締結され、数多くの共同研究や学生交流が行われている。 
本学は、世界最高水準の研究教育拠点形成を目標として日本の文部科学省が推進する

「21 世紀 COE プログラム」に 12 の研究課題が採択され、各研究グループは世界各国の

大学・研究機関と連携協力して研究活動を進めている。また、アジア地域を中心とした人

材育成を目指した AUN/SEED-Net や世界各地の若手研究者を集中的に育成する YSEP
などの教育研究プログラムにも積極的に関わっており、2006 年 4 月には、外国人留学生

の数は 1,000 人を超え、学生総数 10,000 人の約一割を占めるに至った。 
この他、本学が現在展開している国際連携活動には、下記のようなものが挙げられる。 

 
（１）ユネスコとの連携協力 

1965 年、国際連合教育科学文化機関（UNESCO）のユネスコ国際大学院研修講座の一

環として、本学に「東京工業大学ユネスコ化学・化学工学国際大学院研修講座」が設置さ

れた。以後 2003 年まで 38 年にわたり、中国からの研修生 33 名を含む 59 ヶ国 2 地域か

ら 500 名の研修生に対して化学・化学工学分野の研究指導が行われ、研修生の多くは現

在も世界各国で活躍している。本研修講座はその後、具体的な研究に取り組む「ユネスコ

環境国際研究コース」に発展し、現在、毎年 12 名の科学者をアジア・太平洋地域のユネ

スコ加盟国から受け入れている。本取り組みでは、「水資源管理と環境」分野に関する研

究への参加を通じ、研究パートナーシップの強化、若手人材育成の促進、研究ネットワー

クの構築等を目指している。 
 
（２）中国赴日予備教育の推進 

日中平和友好条約締結間もない 1979 年、中国政府派遣留学生に対する日本語教育機関

として、中国赴日本国留学生予備学校が長春の東北師範大学内に設置された。本学は 1981
年以降、日中両国政府間の協議に基づいて、毎年夏季に本学教員を中心とする専門日本語

教師団を赴日予備学校に派遣して専門日本語教育を実施してきた。近年は、毎年 8 月に

10 余名の教員が赴日予備学校に赴いてゼミ形式による個別指導を行っている。近年、日

本への留学生が増加する中、異文化への留学の準備期間である予備教育の重要性が再認識

されており、日本留学を間近に控えた学生からは例年、好評を博している。 



東京工業大学 

日中学長会議●2006 

13 

（３）拠点大学交流事業 
1978 年、東京工業大学は日本学術振興会が実施する拠点大学交流事業「理工学分野」

の拠点大学に指定され、タイ、フィリピン、インドネシアの各国主要大学との組織的な研

究者交流及び共同研究が開始された。交流分野は光電子工学、石油化学工学、材料工学、

情報通信工学、土木工学など広範囲にわたり、本学及び協力大学の多数の研究者の参加を

得て実施された。本事業は 1999 年までに終了したが、ここで培われた人材ネットワーク

は 1999 年開始の「環境工学分野（相手方拠点大学：フィリピン大学）」及び 2000 年開始

の「有機・高分子材料工学分野（同 KAIST）」の二つの拠点大学交流事業に引き継がれ、

両プログラムのもとで現在多くの共同研究が行われている。 
 
（４）国際大学院コース 
  外国人学生が日本に留学する際、最大の障壁となる日本語習得の負担を軽減するべく、 

卒業要件単位、学位論文発表、審査等のプロセスが英語で行なえる大学院プログラムとし

て、1993 年、東京工業大学国際大学院コースが開設された。本プログラムは工学系主要

分野を網羅する化学、電気、材料、機械、土木建築、生命、原子核の７コースから構成さ

れ、非漢字圏諸国のみならず、中国、韓国など東アジア諸国からも数多くの学生を受け入

れてきた。全学的規模で英語による学位取得コースを設置することは国内初の画期的な試

みであり高い評価を得てきた。現在、コース設立後 10 余年を経て、今後は修士博士一環

課程への改組など、より時代のニーズに適応した変革を進めていく予定である。 
 
（５）海外オフィス 
  東京工業大学は、国際協力機構（JICA）の専門家派遣や日本学術振興会（JSPS）の拠

点大学交流事業など、日本の国際協力機関が行っている支援事業にも積極的に関与して、

さまざまな国際連携活動を展開してきた。とりわけアジア地域の国々においては、各国の

大学・研究機関に東工大で学位を取得した研究者が多数在籍して教育研究活動に従事して

いることから、2002 年に本学初の海外オフィス（Tokyo Tech Office, Thailand）をバン

コクに開設した。海外拠点では、本学卒業生の幅広い人材ネットワークを最大限に活用し

つつ、入学希望者への情報提供、共同研究コーディネート、産学連携推進など地域に密着

した国際連携活動を積極的に推進する。2005 年には第二の拠点、Tokyo Tech Office, 
Philippines がマニラに設置され、現在、北京にも同様の海外オフィスを開くことが計画

されている。 
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２ 近年の国際交流活動の成功例や代表的なプロジェクト 
（１）東京工業大学－清華大学 大学院合同プログラム 

グローバル化が急速に進む現代社会の中で、とりわけ東アジア地域において国際連携活

動を展開していくためには、日中両国の産業構造や科学技術に深い知識を有する人材の育

成が急務となっている。 東京工業大学と清華大学は、1986 年の学術交流協定締結以降、

さまざまな分野で協力関係を育んできたが、こうした社会のニーズに応えるべく、2004
年 9 月、新たにナノテクノロジー、バイオ及び社会理工学の３コースから成る合同大学院

プログラムを開設することに合意した。 
本プログラムは修士課程、博士課程とも相手方大学での研究指導等が必須となっており、

修士課程では、コース修了時に所属大学の修士号に加えて相手方大学の修士号も取得する

デュアルディグリー制度が特徴となっている。両大学間では定期的に協議の場が設けられ

ている他、毎年東京又は北京でワークショップが開催され、担当教員間の意見交換及び情

報共有が図られている。 
 
（２）東工大・理研国際スクール 
  海外特に東アジア諸国から博士号取得を目指す才能豊かな学生を受け入れ、東京工業

大学と理化学研究所が連携して教育・研究機会を提供し、本学から学位を授与するプログ

ラムで、2006 年に創設された。 
  東アジア地域における東工大との国際交流協定締結大学から毎年 20名の学生を受け入

れる計画で、その半数以上を中国から受け入れることを予定している。 
 
（３）タイへの講義配信 
  東京工業大学は、JICA や JSPS の諸活動を通じて、アジア工科大学、タマサート大学、

チュラロンコン大学、カセサート大学、キングモンクット工科大学ラカバン校などタイの

主要大学と、長年にわたって、教員派遣や学生受入れなど教育研究分野での協力関係を築

き上げてきた。 
こうした中で、2002 年にはタイ王国国家科学技術庁（NSTDA）と包括的な学術交流

協定が締結され、NSTDA 傘下の研究機関との共同研究等とあわせて、新たに国際衛星通

信システムを利用した遠隔教育プロジェクトが開始された。これは本学大学院で開講され

ている英語による講義を通信衛星経由でタイの大学に配信するもので、アジア工科大学や

キングモンクット工科大学ラカバン校の専攻では正規授業科目として単位認定されてい

る。講義は単なる画像配信にとどまらず、インターネット回線を利用した質疑応答や現地

講師、ＴＡによるによるディスカッションセッション、グループワークなども現地大学で

行なわれており、受講学生からも高い評価を得ている。同年には Tokyo Tech Office, 
Thailand も設置され、タイにおける活動拠点が整備された。 

日本型の大学院教育システムはタイ国内でも高く評価され、現在、東京工業大学と
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NSTDA が連携して、バンコクに合同大学院を設置計画が具体化しつつある。 
 
３ 日中の大学交流に対しての意見や提案 
（１）国際交流から国際連携への移行 
  日本及び中国は、激しく進展するグローバリゼーションにきわめて積極的な施策を展

開してきた。その中心軸はともに科学技術の発展にあり、日中両国はそれぞれ大学の活性

化を国の重点施策に据えつつ、これまでの技術移入から競争原理に基づく研究開発と人材

育成へと向かっている。 
このような状況の下で、日中間の大学間交流のありかたが、従来の「友好親善の国際交

流」から「イコール・パートナーシップに基づく国際連携」にシフトしつつあることを、

十分認識し、また、そのような形の連携を重要視した上で、積極的な共同研究・高度な人

材育成を発展させていく必要がある。 
 
（２）地域的特性を生かした連携活動の多様化 
  科学技術の発展にともない、e-learning や衛星／インターネット講義配信など、世界

的規模での大学間連携活動は比較的容易になった。しかし、双方向で実施する場合には時

差を無視することはできず、距離的な条件が制約要因となりうる。 
日中両国は時差１時間という好条件にあり、このようなメリットを最大限に生かす協力

体制の構築が望まれる。 
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一橋大学  
 

 
１ 一橋大学の近年の国際交流活動の概要 
  一橋大学は、1875 年に創立されて以来、日本のみならず世界にも誇りうる優れた人材

を多数、世の中に送り出してきた。その背景には、本学を取り巻く国際的な環境がある。

戦前から、外国人教師を積極的に任用したこともあり、学生も教員も海外との接点を多く

持っている。一橋大学が海外の大学等との間で締結した大学間協定数は、中国、韓国、タ

イ、アメリカ合衆国、英国、フランス等 22 カ国・1 地域にわたる、47 機関、部局間協定

は 10 カ国にわたる 22 機関にのぼっている。 
 
○一橋大学と学術交流協定を締結している中国の機関 

機関名 国・地域 締結年月 
南開大学 中国 1984 年 10 月 
対外経済貿易大学 中国 1985 年 12 月 
上海財経大学 中国 1988 年 9 月 
北京大学 中国 1990 年 8 月 
香港大学 香港特別行政区 1993 年 7 月 
武漢大学 中国 1996 年 9 月 
東北財経大学 中国 1997 年 6 月 
中国社会科学院 中国 1999 年 10 月 
四川大学 中国 2003 年 10 月 
中国人民大学 中国 2004 年 4 月 

 
また、学位取得を目的とせず 1 年程度の短期留学を外国の大学との間で相互に推進する

ために締結した学生交流協定は、1992 年以来 10 カ国・1 地域にわたる 25 機関を数える。 
  研究者の交流も積極的に行われており、一橋大学から海外の大学等に研究、調査、会

議出席、講演、学術交流に関する協議・意見交換等のために海外渡航する教員の数は 1
年間に 500 名を超えている。また、ノーベル賞を受賞した学者をはじめ著名な研究者が

世界各国から毎年数多く本学を訪れ、本学の教員や学生に対する講義や講演会を行ってい

る。他方、海外の大学等から本学に受入れて研究、国際共同研究を行う多様な外国人研究

者が 1 年間に 400 名を超えており、その数は年々増加している。国際会議も数多く開催

され、毎年世界各国の研究者との学術交流を図ることにより、本学の教育研究の国際化は、

めざましい進展を示している。 
  また、学生交流に関しては、文部科学省国費留学生、私費留学生、交換留学生等、あ
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わせて 56 か国から 500 名を超える外国人留学生が一橋大学で学んでおり、キャンパス内

での相互交流が盛んである。 
  本学の学生は、寄附金をもって 1987 年に創設された本学独自の「一橋大学海外留学奨

学金制度」により、毎年 30 名を超える学部学生・大学院生が 1 年間世界各国の大学に留

学しており、帰国後にその留学の成果を発揮している。 
 
２ 一橋大学の近年の国際交流活動の成功例及び代表的プロジェクト 
  本学と海外の大学等との国際交流活動については、教職員・学生の相互派遣による交

流のほか、学術交流に関しては、共同研究、調査、国際コンファレンス、講演会やセミナ

ーの開催、学生同士の討論会、共同研究の成果である研究成果の共同執筆等多岐にわたる。

研究のために中国に渡航する本学の教員数、外国人研究者受入数、外国人留学生の受入数

は、近年、国・地域別で上位を占めており、活発な交流が行われている。そのうち、日中

大学交流の主要なプロジェクトを下記に紹介する。 
 
○ 海外拠点としての「一橋大学北京事務所」開設 
本学の最初の海外拠点として 2004 年 8 月に北京市に開設した一橋大学北京事務所は、

北京に一橋大学の海外拠点を形成し、国際的な産学官連携の推進を担うことにより、日中

関係の発展に寄与することを目指している。また、中国人留学生及び日本人学生に日本あ

るいは中国へのゲートウェイとして機能することによって、教育面における日中関係の発

展と強化に寄与することを目的とし、その達成のために以下の 4 つの大きな柱を中心に事

業を展開している。 
 
① 教育支援（教員のアジア地域における研究教育活動の支援、学生のアジア地域に

おける学習機会の充実、優秀な外国人留学生の確保） 
② 研究支援（セミナー・シンポジウム・カンファランス等の開催、教員の研究調査

活動の支援、研究業績の英語・中国語による公開・公刊） 
 ③ 交流活動（如水会員・帰国留学生の組織強化・活動拠点、産学官の連携活動推進・

現地進出企業へのコンサルティング・情報提供・提携紹介等） 
④ 情報発信（広報誌、論文集の多言語による発刊、HP 等による広報活動、中国人学

生向けの相談窓口・現地説明会） 
 
すでに、中国社会科学院や中国企業連合会や協定校等との連携により、研修活動や研究

教育支援活動が始まっており、本学教員に対する中国での調査研究拠点、本学への留学希

望者への相談窓口として機能し、「日中産学論壇」、「日中産学論壇拡大会」、「一橋大学留

学生国際シンポジウム」、「中国司法部研修会」を開催している。今後も北京事務所の一層

の活用と活動の展開が期待されている。 
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一橋大学北京事務所披露も兼ねて 2004 年 10 月 29 日に中国・北京市で開催した「日中

産業経済討論会―競争、革新、そして調和―」に関する国際研究集会には、両国の産学

官各界から政府官僚、有名な中国企業のトップ、高名な学者等の産学官各界の有識者を

迎え、今後の日中間の経済、経営協力や、産学官のコラボレーションについて参加者同

士が活発な情報交換ができた有意義な会議となり、日中両国の政治、経済学術文化の交

流と協力を推進することができた。 
 

３ 一橋大学の今後の国際交流活動強化及び日中の大学交流について 
  一橋大学は、1875 年の創立以来の歴史と実績を踏まえ、日本を代表として世界に羽ば

たき、貢献する人材をますます多く輩出できるようにするため、異文化と積極的に連携し

交流する、より学際的、かつ、より国際的な大学を目指している。教育に関しての国際化

の一層の促進を行うため、短期の留学をも含め、すべての学生が在学中に海外での修学の

機会を持つようなカリキュラムの導入を検討したいと考えている。また、大学として、社

会科学に関する世界の先端的研究拠点としてアジアに確固たる地位を築くことを目標に

掲げている。 
一橋大学では、国内外の優秀な研究者を惹きつける国際競争力のある研究環境の実現を

するため、日本の文部科学省の財政支援を受け、全学的な国際活動を推進していくことを

目指している。 
教育レベルの質的拡充こそが教育における真の国際戦略であるとの立場にたって、これ

までにすでに蓄積のある大学院及び学士課程における教育努力の拡充を基軸としながら、

国際的に高く研究志向型大学を目指すことを、教育における国際戦略の基本線と考えてい

る。そして、学術交流協定及び学生交流協定をベースにして、地道だがより高度でより密

度の高い教育交流プログラムを吟味し、着実で確実で現実的な交流の支援体制の整備する

ため、具体的に下記の構想を打ち立てている。 
 

（１）教育の国際的通用性・共通性の向上 
① 教育環境の多言語・多文化化への対応のための制度やカリキュラム改善 
② カリキュラムの国際標準化と公開、国際プログラムの開発、評価基準の透明化、国

際的な資格を取得するための教育の開発等の整備 
③ ５年一貫教育の提供 
④ 協定校の大学院と合同で大学院の教育を行い、学生に両大学の学位を授与するプ

ログラムの開発 
⑤ 日本における国際的な専門職大学院のモデルである本学「国際企業戦略研究科

（1998 年設置）」における高度専門教育の展開 
⑥ 「国際・公共政策大学院（2005 年春創設）」における先端的専門教育の展開 
⑦ 「法学研究科」における日本と欧州の法と法文化に関する相互理解促進のための「日
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欧交信型法学研究者育成プログラム(2005 年度立ち上げ)」による大学院生の研究能

力養成及び海外の日本法研究者に対する教育研究支援 
⑧ 国際学生宿舎での外国人留学生と日本人学生の交流推進 

 
（２）日本人学生等の送り出しプログラムの開発 
 ① 海外留学プログラム多様化のための短期海外研修の開発 
 ② 交換留学（派遣）拡大のための英語による短期プログラム（受入れ）交換留学プ

ログラムの開設 
③ 海外留学希望者サポートのための課外語学講座の提供 
④ ゼミ、研究室、学生クラブの行う国際交流活動の支援 
⑤ 海外留学支援のための奨学金の拡充 

 
（３）多様かつ優秀な外国人留学生の受入れと拡大につながる外国人留学生の受入れプロ

グラムの充実 
① 学部レベルの私費留学生受入増加のための外国人留学生入試制度の見直しと主体

的な受入れ 
② 優秀な外国人留学生確保のための海外における外国人留学生募集活動の展開 
③ 「日本語・日本文化研修プログラム」、「日本語教師のための集中講座」等短期講

座の開発や短期留学推進プログラムの導入 
④ 国際協力機関との連携による短期専門職研修の開催 

 
（４）内外の高等教育機関との連携 

① 海外の高等教育機関との連携による現地での学位プログラムの提供、アジア太平

洋地域の大学との交流の推進 
② 外国語及び外国文化に関する教育プログラムの開発 
③ 国際教育交流プログラム展開におけるコンソーシアム（「多摩地区国立５大学（東

京外国語大学、東京学芸大学、東京農工大学、電気通信大学、一橋大学）」、「４大学

（東京医科歯科大学、東京外国語大学、津田塾大学、一橋大学）」、EUIJ（国際基督

教大学、東京外国語大学、一橋大学））の活用 
 
今後も国際交流を促進する体制を整え、創意工夫された本学独自の国際戦略を打ち立て、

全学的に国際化への取組を積極的に行っていくこととしている。 
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名古屋大学 
 

 
 

１ 名古屋大学の近年における国際交流活動 

名古屋大学が2000年に制定した名古屋大学学術憲章の中では、「先端的な学術研究と、

国内外で指導的役割を果たしうる人材の養成とを通じて、人類の福祉と文化の発展ならび

に世界の産業に貢献する」と謳い、また、「国際的な学術連携および留学生教育を進め、

世界とりわけアジア諸国との交流に貢献する」との目標をかかげた。名古屋大学の国際交

流のポリシーは中期計画・目標も含め、これが大前提となっている。 

2002 年 6 月には、名古屋大学が中心となり本学と大学間協定を締結する２４の大学・

機関により「国際学術コンソーシアム AC21（Academic Consortium21）」を結成し、新

たな方向性を加え、特色化されるにいたっている。 

また、本学で受け入れている留学生 1,225 人のうち、中国からの留学生は 531 人を占

めており、中国との研究教育上の国際連携は、非常に重要なものとなっており、上海にお

ける連携のための拠点を設けた。 

 

２ 名古屋大学の近年における国際交流活動の成功例・代表的なプロジェクト 

（１） 特色のある国際交流活動の例 

 ① AC21（国際学術コンソーシアム） 

名古屋大学における外国大学等との学術交流協定は、現在いわゆる全学レベルの協定が

54 機関、部局レベルの協定が 146 機関、合計 200 機関となっている。 

名古屋大学は、学術のグローバリゼーションを活性化するため、2002 年 6 月 24 日に

協定校を招聘し、名古屋大学国際フォーラムを開催し、フォーラムでの討議をもとに、国

際学術コンソーシアムを提唱し、コミュニケを採択した。このコンソーシアムでは、高等

教育の発展のためにグルーバルなレベルでの相互協力を促進し、国際社会や地域社会に貢

献することとしている。メンバー機関は現在 25 機関であり、中国からは、アルファベッ

ト順で復旦大学、華中科技大学、吉林大学、南京大学、東北大学、北京大学、上海交通大

学、中国科学技術大学、同済大学、浙江大学の 10 機関がメンバーとして加わっていただ

いている。 

 
 ② アジア研究教育拠点事業 / アジア・アフリカ学術基盤形成事業 

独立行政法人日本学術振興会によるアジア研究教育拠点事業については、2005 年度は

全国で 57 件の申請があり 6 件が採用され、本学から 2 件の課題が採用された。2006 年

度は全国で 47 件の申請があり 3 件が採用され、本学から 1 件の課題が採用された。 
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同じく日本学術振興会アジア・アフリカ学術基盤形成事業については、2006 年度は全

国で 62 件の申請があり 5 件が採用され、本学から 1 件の課題が採用された。 

採用された課題の概要は下記のとおりである。 

 

＜アジア研究教育拠点事業＞ 

○課題名：「アジアの最先端有機化学」 

部局名・コーディネータ：生命農学研究科 教授 磯部 稔  

採用年度：2005 年度 

相手国・地域（拠点機関）：中国（中国科学院 上海有機化学研究所）、韓国（韓国科

学技術高等研究所）、タイ（ジュラポン研究所）、台湾（国

立清華大学、国立台湾大学） 

 

○課題名：「材料電磁プロセシングの世界拠点の構築」 

部局名・コーディネータ：工学研究科 教授 浅井 滋生 

採用年度：2006 年度 

相手国・地域（拠点機関）：中国（東北大学）、韓国（浦項産業科学研究院） 

 

＜アジア・アフリカ学術基盤形成事業＞ 

○課題名：「アジア法整備支援のための実務・研究融合型比較法研究拠点」 

部局名・コーディネータ：法学研究科 教授 市橋 克哉 

採用年度：2006 年度（2005 年度はアジア研究教育拠点事業にて採用・実施） 

相手国・地域（拠点機関）：ベトナム（ハノイ法科大学）、モンゴル（モンゴル国立大

学）、中国（中国政法大学） 

 

○課題名：地域特性にもとづく熱帯アジア臨海域の自然災害軽減に関わる研究連携 

部局名・コーディネータ：環境学研究科 教授 海津 正倫 

採用年度：2006 年度 

相手国・地域（拠点機関）：タイ（プリンスオブソンクラー大学）、インドネシア（シ

アクラ大学）、バングラディッシュ（チッタゴン大学）、ベト

ナム（ベトナム国立科学技術研究所） 

 
 ③ その他の代表的な国際研究・教育活動 

 ａ）アジア地域高等教育機関との連携による農学分野の国際人育成事業 
 農学国際教育協力研究センターにおいて、アジア農科系大学連合（AAACU）加盟機関

の大学院カリキュラム標準化のための遠隔教育の実施し、ネットワーク形成による農業及

び村落開発教育の向上を目指している。 
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 ｂ）アジア法整備支援事業 
 法政国際教育協力研究センターにおいて、日・米・欧の国際的ネットワークの形成上に、

新しい学問領域として「法整備支援学」を構築し、国際的な法学教育・訓練体制の基盤を

整備し、研究と実務の双方を担当できる人材養成を可能とするカリキュラム開発と実施の

拠点として活動している。 
 ｃ）EISCAT レーダ国際共同研究 
 太陽地球環境研究所と英・仏・独・ノルウェー、スウェーデン、フィンランドにおいて

実施されている、欧州非干渉錯乱（EISCAT）レーダ国際共同研究は、太陽地球環境分野

（具体的には、磁気圏・電離圏・熱圏の結合過程の解明）の研究では科学的成果をあげる

と伴に、若手研究者の派遣による人材育成にも貢献している。  
   

（２） 名古屋大学における教育研究を中心とした海外拠点の展開 

 ① 上海事務所 

 名古屋大学は、中国の高等教育・研究機関等との学術交流の推進や、中国における本学

の広報、海外同窓会の中国における連絡窓口等を目的とし、本学初の全学的海外拠点とし

て、2005 年 11 月 11 日（金）、上海市内に名古屋大学上海事務所を開設した。 

  

② 名古屋大学ビジネス訴訟研究所 

名古屋大学大学院法学研究科は 2005 年 11 月 25 日（金）、ドイツ連邦共和国フライブ

ルク・イン・ブライスガウ市に事務所を借り上げ、同事務所に「フライブルク大学におけ

る名古屋大学ビジネス訴訟研究所」を設置した。 

国際的ビジネス訴訟には外国の法情報の獲得が不可欠であり、この現状を打開するた

め、科学研究費補助金（学術創成研究費）による研究課題「国際的ビジネス紛争の法的解

決の実効性を高めるための新たなフレームワークの構築」を遂行する本プロジェクトで

は、この研究所をヨーロッパの法情報の研究拠点として設置して、主要国の法専門家によ

る人的ネットワークを構築し、各国で生じている問題を中心に、ビジネス紛争の解決のた

めの国際的フレームワークの構築と新たな法学の方法の確立を目指している。 

 

③ モンゴル国立大学における日本法教育研究センター 

名古屋大学は、2005 年 8 月に、日本法教育研究センター準備室をモンゴル国立大学法

学部に開設した。モンゴルでは、市場経済に適応した人材を育成することが急務となって

いる。準備室は、今年秋の正式な開所式に向けて、日本語教育、日本法図書室、科研費に

よる共同研究の現地拠点、帰国したモンゴル人留学生のためのフォローアップ、日本法教

材の出版、モンゴル国の法と社会に関する定点観測等の機能を展開している。 
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④ ウズベキスタン共和国タシケント国立法科大学における日本法教育研究センター 

名古屋大学は、2005 年 9 月 7 日（水）、ウズベキスタン共和国タシケント国立法科大学

において、名古屋大学日本法教育研究センターを開設した。 

名古屋大学法学研究科は、アジア地域を中心に国際交流を積極的に推進し、アジアの体

制移行国から多数の留学生を受け入れるとともに、英語による「日本法教育コース」を開

設し、法曹人材養成の教育拠点の形成に努めてきた。こうした実績を踏まえ、本格的に日

本法に精通した法曹人材を系統的に養成するために、タシケント国立法科大学内に、名古

屋大学日本法教育研究センターを設置し、日本語による「日本法教育コース」の開設に着

手した。 

 

３ 日中の大学交流についての意見・提案 

（１） 日中学長会議のメンバー間における学生交流の推進  

   学生交流を進める際に、日中学長会議に参加している大学間で、これまで交換留学の

協定を締結していない大学とは、順次協定締結をして交流を進めていくことが考えられる。 

 

（２） 日中の研究交流の推進 

  本学では、独自のコンソーシアムを形成しているが、他のコンソーシアムの動きも視

野に入れながら、新しい研究交流の推進ができればと考えている。 

 

（３） 国際学術交流のための資金の確保 

  名古屋大学では、日中の学術交流を推進することは重要と考え、日本学術振興会の事

業に積極的に応募して、資金を確保しているところであるが、今後もそれぞれの側で援助

機関を探して互いにマッチング・ファンドとして資金を確保することが重要である。  
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京都大学  
 

 
１ 京都大学の近年の国際交流の概要 
（１）京都大学の国際交流の歴史 
  京都大学は、その前身である京都帝国大学創設のわずか 6 年後の 1903 年に最初の留学

生を中国から受け入れて以来、継続して留学生の受入れや本学教員の海外派遣など、積極

的に国際交流を実施してきた。ただし、1970 年代半ばまでの国際交流は、留学生の受入

れや、個々の研究者の海外への派遣や外国人研究者の受け入れなどであり、必ずしも大学

として国際交流に取り組んできたと言える状況にはなかった。 
  京都大学が全学的に国際交流に取り組んだのは、1976 年の国際主幹の設置、1977 年の

国際交流委員会の設置など、1970 年代後半のことである。その後は 1979 年にパリ第 7
大学との間での最初の全学規模の学術交流覚書の締結をはじめとして、続々と覚書の締結

が行われ、現在 70 の覚書が海外の大学等の学術機関との間で締結されている。 
  また、近年は大学間の覚書に基づくもの以外にも、1997 年には環太平洋大学協会

（APRU）および東アジア研究型大学協会（AEARU）の加盟による大学連合における活

動も活発化している。 
 さらに 2005 年 4 月には、国際交流事業の推進を図るための全学組織として国際交流推

進機構が設置され、同機構を中心に国際戦略の立案や新たな大学交流の試みなどが行われ

ている。 
 
（２）京都大学の国際交流の現状 
  京都大学は現在、世界各地の 70 の大学との間で全学規模の学術交流覚書を締結してい

る。うち、8 つの覚書は中国との間で締結されたものである。 
  研究者の交流は、受入れ 2,562 人（うち、中国からの受入れは 319 人で、国別では第 2
位）、派遣 5,237 人（うち中国への派遣は 660 人で第 2 位）に達している。また、学生の

交流については、受入れ 1,244 人（うち中国からの留学生は 542 人で第 1 位）、3 か月以

上の派遣 276 人（うち中国への派遣学生は 23 人で第 3 位）である。 
  また、積極的に海外に研究実施のための拠点を設置しており、その数は 34 にのぼる。

うち、中国には 3 拠点が設置されているが、その活動には後述する「京都大学上海センタ

ー復旦大学支所」や「京都大学－清華大学環境技術共同研究・教育センター」が含まれる。 
  
（３）京都大学国際戦略 
  2005 年 12 月、京都大学は「京都大学国際戦略」を策定した。この戦略は、2005 年度

から 2009 年までの 5 年間にわたる、諸外国の研究教育組織等と緊密に連携しつつ展開す
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る教育研究活動推進の要綱を示すものである。この戦略においては、「人材育成・獲得戦

略」と「研究拠点形成戦略」の二つの展開域が設定されている。前者は、国際性の高い人

材を出身国の違いを越えて育成・獲得することを目指す戦略であり、後者は京都大学の研

究者と海外の研究者との協力により多様な拠点が形成されることを目指す戦略である。 
 
① 人材育成・獲得戦略 

  人材育成・獲得戦略は、京都大学が日本国内および海外の優れた人材にとって貴重な

教育研究の場となることを目指すもので、海外出身者に対しては学生（学部、大学院）、

若手研究者、そして上級の研究者のそれぞれの段階において高度の修学、研究の場を提供

しようとするものであり、また、本学の学生や教員に対しては積極的に海外において活躍

できる機会を提供しようとするものである。 
  
② 研究拠点形成戦略 
 国の内外において国際水準の研究を可能とするための拠点を形成するため、海外におけ

る国際研究集会の開催、海外研究拠点の利用の促進、海外の学術機関との協力による拠点

形成やそのネットワークの形成などの形態により、京都大学の研究活動を促進させようと

するものである。対象とする地域は欧米諸国に限定されることなく、本学が長い間培って

きた学術交流の伝統を有するアジア、アフリカ地域を含む全世界としているが、特に中国

においては次章に述べる 2 拠点を含めさまざまな拠点が形成されつつある。 
 
２ 京都大学の近年の国際交流活動の成功例や代表的プロジェクト 
（１）京都大学大学院経済学研究科上海センター 
  京都大学大学院経済学研究科・経済学部は、復旦大学日本経済研究中心との間で学術

交流に関する協定を締結するとともに、上海センターを創設し、本部を京都大学内に、ま

た、支所を復旦大学に設置した。設置の目的は、中国経済及び東アジア経済の調査研究及

び資料の収集、教育プロジェクトの推進、国際学術会議の開催、研究成果の社会還元であ

るが、現在、「中国産業の構造変化と日本企業の対中国投資に関する研究」など、三つの

研究プロジェクトが進行しており、その成果は、研究論文などの他、頻繁に開催されるシ

ンポジウムやセミナーにより社会に還元されている。 
  また、本学は海外の大学との間で相互に学生を短期間派遣し、相手大学等において研

修を行う形態による教育プログラム「国際交流科目」を実施しており、2005 年度には、

「中国の社会・経済・文化」、「変容する東南アジア-環境・生業・社会」の 2 科目が開講

されたが、前者については、この京都大学大学院経済学研究科・経済学部と復旦大学日本

経済研究中心との間の協定に基づき実施された。 
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（２）日中環境技術研究講座 
 京都大学大学院工学研究科は、日中環境技術研究の発展と人材の育成を目的として「日

中環境技術研究講座」を設置し、この講座の研究・教育活動の拠点として清華大学深せん

研究生院内に「京都大学－清華大学環境技術共同研究・教育センター」を開設した。同講

座は、日本の企業 29 社から支出される計 1 億 3800 万円の寄附金により 2005 年度から 3
年間にわたり運営され、京都大学、清華大学双方の学生への教育や両国の行政、産業界と

の間での共同研究の実施が予定されている。 
 
３ 日中の大学交流に対しての意見や提案 
（１）日本で学ぼうとする中国人学生に対する支援 
 ① 京都大学が中国において行う学生の募集、入試 
  京都大学は、優れた中国人の学生を留学生として受け入れるため独自に募集や入試を

行うことを検討しているが、この実施のためには中国における関係当局の理解と覚書を締

結している相手大学の協力が不可欠と考えられる。 
 ② 大学間交流の覚書に基づく交換留学の促進 
  京都大学は、中国の主要 8 大学との間で全学レベルの学術交流に関する覚書を締結し

ているが、学生交流に関する覚書は未だ締結していない。現在このうちのいくつかの大学

と学生交流プログラムの開始に向けた協議を行っているが、効果的な交流実施のための助

言をいただければ幸いである。 
 
（２）大学間の協力連携、学生の交流などにおける問題点に関する情報交換 
  京都大学は 2006 年 3 月に「大学国際交流担当者ワークショップ」を開催し、中国を含

むアジアの主要大学の国際交流プログラムを担当する幹部職員の参加を得て、1）交流覚

書に基づく学術協力の促進、2）国際学生交流プログラムの向上、3）国際交流担当部署の

業務運営、について討議を行った。本学としては、今後もアジア諸大学の国際交流プログ

ラム担当職員の間における情報交換を促進させたいと考えている。 
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大阪大学  
 

 
１ 大阪大学における国際交流活動の概要 

大阪大学の国際交流目標：「世界に開かれた魅力ある大学」へ 

  大阪大学は「地域に生き、世界に伸びる」研究型大学として、人文社会系、医歯薬･生

命系、理工系の全面にわたり、基礎研究から応用研究、実践研究までを網羅し、世界に誇

る多数の研究成果と優れた研究者・人材を輩出しています。 
  一方、教育においては、社会の激しい変化や科学技術の急速な進歩に柔軟に対応でき

るよう、幅広く深い教養と総合的な判断力を培い、豊かな人間性を養うとともに専門分野

を根源的視野から見直す能力の育成を目指しています。その人材養成の素養として、「教

養、デザイン力、国際性」の 3 つを掲げ、それらを身につけさせるべく学部・大学院教育

を行うこととしています。 
さらに、グローバリゼーションの進展に伴う新しい問題の解決に積極的に取り組むべく、

欧米諸国との活発な研究交流に加えて、東南アジア地域における教育・研究を支援し、今

後さらに協力の領域を拡大することにより、一層の国際貢献を進めていこうとしています。 
こうした実績の上に立って、大阪大学は「世界に開かれた魅力ある大学」の実現を国際

交流の目標とします。そもそも大学における研究･教育の成果は人類全体によって享受さ

れるべきものであって、大学はその意味で国際公共財といえるものであります。そして大

学が人類全体に奉仕するためには何よりも「世界に開かれた魅力ある大学」でなければな

りません。また「世界に開かれた魅力ある大学」であってこそ､世界各地から人が集まり、

研究・教育の一層の発展と国際社会へのさらなる貢献が可能となるものです。 
大阪大学は「世界に開かれた魅力ある大学」の実現を目指すため次のような目標を掲げ

ています。 
（１）海外研究者・研究機関との連携促進と、研究成果の世界への発信 
（２）国際社会でコミュニケートし行動できる人材の育成 
（３）アジアにおける共同研究コミュニティー構築による国際貢献 

 
２ 大阪大学における国際交流活動（代表例） 

最近の大阪大学における国際交流活動の中で、主なものとして、次の代表例があります。 

（１）「大阪大学海外フォーラム」の開催 
学術研究の成果等研究者の活動を広く海外に発信するため、毎年、テーマを厳選し

て「大阪大学海外フォーラム」を開催し、2002 年 1 月、日本学術振興会の支援を得て

米国で開催し、その後、大学独自に協定校の協力の下に、欧州、東南アジアで毎年 1
回計 5 回開催し、毎回約 300 名の参加者を得て、大きな評価を得ています。 
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（２）「アニュアル・レポート」（英語版）の刊行 
大阪大学教員の教育研究活動（論文）について、特に優れた研究成果を中心として

海外に情報を発信するため「アニュアル・レポート」（英語版）を 2000 年から毎年刊

行して研究状況を紹介し、研究者・学生の本学への関心を高めています。 
（３）海外教育研究拠点形成を主体とした国際交流展開 

 「地域に生き、世界に伸びる」を実践するため、教員と事務職員が常駐する海外教

育研究拠点を設置し、当該地域の大学・企業等とのネットワークの形成、研究者・学

生の交流促進及び情報網の整備を進めています。 
現在、次の地域で拠点活動を開始しています。 

   サンフランシスコ教育研究センター（米国・2004 年設置） 
   グローニンゲン教育研究センター（オランダ・2005 年設置） 
  バンコク教育研究センター（タイ・2006 年設置） 

（４）学術・学生交流協定の締結による交流活動（中国との交流を中心として） 

  外国の大学等との大学間交流協定は 47 件、部局間交流協定は 198 件で、このうち中

国とは、大学間交流協定は 8 件、部局間交流協定は 24 件で活発な相互交流を展開して

おります。 

  この中でも、中国との交流で特記すべきものとしては、以下の交流実績があります。 

① 上海交通大学とのセミナー開催 

・ 1994 年 10 月の大学間協定締結を機会に両大学の実質的な学術交流・共同研究

を推進するため、毎年、交互に各分野の研究者との学術交流セミナーを開催す

ることとしました。 

・ 1995 年 5 月に、第 1 回のセミナーを大阪大学で開催し、約 40 数名の研究者に

大学院学生の参加を得て毎年交互に開催し、2005 年 11 月には上海交通大学で

第 10 回記念セミナーが開催されました。 

② 学生交流の展開 

・ 中国の大学との交流協定に基づく授業不徴収による留学生数は、武漢大学、上

海交通大学、西安交通大学及び南京大学を対象として、年間約 10 名前後でこ

れらの大学からの留学生がその待遇を受けています。 

・ 大阪大学の学生が、1998 年から毎年、春季中国語語学研修として 2 月から 3
月までの間、西安交通大学に派遣され、中国語の研修交流の実績を挙げていま

す。 

    ・ 2005 年度における海外からの留学生の在籍者は 1,029 名で、その内、中国か

らの留学生は 367 名で、全体の約 36％を占めています。また、大阪大学学生

の中国への海外留学生は 13 名で、全体(136 名)の約 9.5％であります。 
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（５）学術交流の実績（中国との交流を中心として） 

  「電子顕微鏡分野における日中合同セミナー」の開催 

    ・日中国交正常化の頃から、大阪大学の橋本初次郎名誉教授（電子顕微鏡学）が

中心なって、継続して開催され、10 回に及び歴史をもつとともに、これらの活

動を通じて中国電子顕微鏡学会の設立に結実した経緯があり、最近の中国にお

ける当該分野の発展は若手研究者の台頭、国際的活躍が顕著になっています。 

・両国の交流・発展に大阪大学が中心的な役割を果たし、2006 年 3 月には、廈門

市で、日本学術振興会の事業支援により日中合同セミナーが開催されました。 

 

３ 国際交流活動の強化及び今後の日中大学交流について 

国際交流の推進に組織的、全学的に取り組み、これらを一層進展させることとします。 

特に、日中間の交流は、以下の項目を重点として、相互の協力関係の下で今後も継続的

に実施していくこととしています。 

中国側のこれらに対応する支援体制・協力体制の充実も併せて期待するところです。 

 

（１）国際学生交流推進事業の実施  

  留学生（正規生及び短期留学生）の受入れ及び大阪大学学生の派遣（主として短期

留学） 

（２）留学生・研究者に対する受入環境の整備 

（３）学術交流協定の締結等に基づく交流の推進 

（４）国際共同研究の推進及び国際会議の開催 
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神戸大学  
 

 
１ 概要 

（１） 学術交流協定 

神戸大学が海外の大学などの研究機関と締結している学術交流協定は、年々増加傾向に

あり、2000 年に大学間協定と部局間協定の合計は 96 件であったが、2005 年には 173 件

に増加している。2005 年には、大学間協定が 64 件、部局間協定が 109 であり、地域別

比率としては、アジア、ヨーロッパ、北米が大部分を占めている。 

こうした学術交流協定に基づき、相互授業料不徴収の形での学生の交流（基本的に 1
年）は世界各国となされ、近年、派遣は 40 名前後、受入は 50 名前後で推移している。

神戸大学の場合、派遣、受入ともヨーロッパの大学との交流がもっとも多く、次いでアジ

ア諸国となっている。（学生・院生に関しては、学術交流協定に基づかない形で極めて多

くの学生が留学していると考えられるが正確な数は把握していない） 

一方、研究者の派遣と受入数は、学術交流協定に基づく場合と基づかない場合を含め、

2004 年度には長期・短期を含む全学での受入は 402 名、派遣が 1,723 名となっている。

受入に関しては、米国から 64 名、次いで中国から 53 名となっている。派遣に関しては、

米国に 398 名、次いで中国へ 206 名となっている。 

 

（２） 国際交流推進本部の設置 

神戸大学は 2005 年 7 月 1 日に国際交流推進本部を設置し、国際的な連携及び交流活動

を戦略的に展開する体制を整備した。この国際交流推進本部は、文部科学省が公募した「大

学国際戦略本部強化事業」に採択されて設置されたもので、文科省より運営経費が措置さ

れている（5 年間）。  

 国際交流推進本部は、神戸大学の国際的連携・交流に関する戦略・企画を立案するとと

もに、国際交流業務の効率的な運営や人材の質及び量の両面で改善・向上を図ることを目

的とし、神戸大学が国際的に卓越した高度な学術研究教育拠点となることを目標とする。 

国際交流推進本部は、本部長・副本部長とともに、14 人の教員及び 9 人の職員及び交

流コーディネーターによる本部企画員で組織される。本部企画員は、研究・教育・協力の

国際交流に関する 3 つのプロジェクトチームに属し、学内関係者の協力を得て、国際交流

連携に関する方針の策定、重点研究拠点大学の選定、学生の派遣・留学生の受入に関する

方針の策定、EUIJ 関西の推進、神戸大学ウィークの推進、海外重点協力大学との相互オ

フィスの運営などを国際戦略構想に基づき実施する。 
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（３） 留学生 

  神戸大学へ留学生の数は一貫して拡大を続けている。1980 年には全学で 95 名であっ

たが、2005 年には 963 名となった。963 名のうち、大学院生が 645 名、学部生が 105 名、

研究生が 213 名である。地域別にはアジア（838 名）、ヨーロッパ（59 名）、北米（20
名）、南アメリカ（25 名）となっている。このうち、中国からの留学生は 453 名である。

(中国からの学位取得課程に在籍する私費留学生 327名のうち奨学金受給率は約 70％であ

る。) 

 

２ 代表的活動 
（１） EUIJ Kansai（EU Institute in Japan，Kansai） 

  EUIJ 関西とは、EU(欧州連合)に関する学術研究拠点の促進、教育･広報活動の推進、

および日･EU 関係の強化を目的として、2005 年 4 月 1 日、EU の資金援助により、神戸

大学･関西学院大学･大阪大学からなるコンソーシアムとして設立されたもので、今後の 3
大学のヨーロッパとの学術教育の交流に大きな役割を果たすと期待されている。 

EUIJ 関西の活動として、(1)3 大学間で単位互換される EU コース（学部、大学院）の

実施、(2)欧州学術機関との交流推進、学生に対する奨学金制度の創設、客員教授などの

招聘、共同研究の推進、EU 関連セミナー、学術講演、国際学術会議などの開催、(3)駐日

欧州委員会代表部との連携により、EU 情報を収集し、ニューズレターの発行、EUIJ 関

西 WEB サイトを開設など、IT を活用した有益な情報発信、(4)EU の制度、EU 加盟国の

経済・社会・文化などに関して、一般向けに専門家がわかりやすく興味深い講義を提供す

る公開講座、実務家向けプロフェッショナルセミナーなどのアウトリーチ活動、(5)関西

に拠点を置いた EU 加盟国総領事館、EU 加盟国文化団体などと連携した、日本と EU の

間での多面的な国際交流活動、などがある。 

  すでに神戸大学では、EUIJ を通じて、ヨーロッパ諸国との学術的な交流活動が始まっ

ており、新たな交流協定の締結や研究プロジェクトが組織されている。 

 

（２） 中国との交流の事例 

  神戸大学と中国の大学、研究機関との近年の交流活動の代表的なものは以下の通り。 

① 神戸大学経営学研究科・中国コラボレーションセンター主催、中華人民共和国商務

部・研究院外資研究部共催による「国際 M&A 時代のコーポレート・ガバナンス(企業

統治)」日中シンポジウム。2005 年 10 月 25 日、長富宮飯店。 

② 神戸大学経済学研究科と山東大学との国際学術研究討論会 

ａ）「日中経済貿易関係と産業発展について」於：中国山東大学、2003 年 10 月 18 日 

ｂ）「日中経済関係の深化と経済構造の調整」於：神戸大学、2004 年 11 月 6 日 

ｃ）「日中経済傍系関係および東アジア経済一体化」於：中国山東大学、2005 年 

ｄ）山東大学と打ち合わせ中 於：神戸大学、2006 年 
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③ 神戸大学経済学研究科と四川科院・四川大学との国際学術研究討論会 

「全球化：与中国内陸区域経済発展」於：都江堰、2004 年 9 月 14 日～15 日 

④ 経営学研究科による国際協力銀行委託契約「中国内陸部人材育成事業」。企業管理

人材 (MBA) 教育方式をテーマにした 「中国内陸部人材育成事業」特設研修コース開

発に係る提案型調査を受託し、中国の内陸部地域の MBA 教育水準を引き上げに寄与

することを目的とする。対象者は、中国内陸部の 19 省・市・自治区の大学の経済学院・

管理学院・商学院の管理職および学術リーダーとなる教員。 

⑤ 文科省の大学教育国際化推進事業（戦略的国際連携支援）受託による「アジア農業

戦略に資する国際連携教育の推進」プログラムの実施。このため、国際交流協定を締結

しているアジア諸国（中国、ベトナム、フィリピン、韓国）の拠点大学と本学が密接な

教職員コンソーシアムを形成して実施する。中国からは中国農業大学が参加する。 

⑥ 2003 年 12 月に法学研究科 COE 国際シンポジウムのために、中国政法大学元学長、

民法起草委員江平教授を招聘し、「中国における市場化と民法典編纂」というテーマの

講演会を開催した。 

⑦ 中国以外、唯一神戸にある孫中山記念館の役員を神戸大学教員が中心に構成し、神

戸の華僑社会等を研究している。この役員達が中心となって、2007 年に神戸で開催さ

れる第 7 回世界華商大会を実施する。 
 
（３） 代表的な国際研究・教育プロジェクト 

（研究） 

・ 糖尿病をモデルとしたシグナル伝達病拠点（Univ. of Washington 他） 

・ 安全と共生のための都市空間デザイン戦略（Univ. of Washington 他） 

・ 動態化する法と社会：市場グローバル化と法秩序の再構築（UC Berkeley 他） 

・ グローバル競争時代のマネジメント人材教育と国際コラボレーション 

（北京大学他） 

・ 脂質メッセンジャーによる情報伝達機構（The Univ. of Illinois 他） 

・ 海上輸送の安全と環境保全に資する海技（Dallan Fisheries Univ.他） 

・ 国際貿易の新次元（Univ. of New South Wales 他） 

・ 食の安全と環境保全に向けたアジア連携（Univ. of Philippines 他） 

（教育） 

・ インドネシア大学等との博士前期課程のデュアル・ディグリー・プログラム 

・ 国際研究協力科，自然科学研究科，医学研究科で英語コース等の設置により外国

語による授業、発表の機会を与えている。 
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３ 神戸大学の国際交流活動の戦略 

（１） 基本戦略 
これまで拡大の一途をたどってきた学術交流協定は、その有効性、活動状況などから見

直しの時期にあるといえる。神戸大学では、北米、ヨーロッパ、アジアの地域的なバラン

スを考慮すると同時に、大学の研究・教育への効果に関する以下の観点から見直すことを

計画している。すなわち、(1)神戸大学が有する先端的な研究領域における国際的なコンソ

ーシアムの形成に寄与するなど、国際的な研究活動に実質的に貢献すること、(2)大学院生

（特に博士課程の院生）の研究交流に寄与すること、(3)教育成果を伴う交換留学が可能で

あること、(4)質の高い正規留学生の獲得に寄与すること、などである。 
 

（２）中国との国際交流 
今後の中国との国際交流においては、中国の重点大学との交流を拡大・深化させ、上記

の戦略にそって国際交流を展開したい。 
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広島大学  
 

 
１ 国際交流活動の概要 

本学は世界 21 ヶ国の 72 機関との大学間交流協定（うち、中国の大学・研究機関は 12
機関）及び 35 ヶ国・地域の 90 機関との部局間交流協定（うち、中国の大学・研究機関

は 18 機関）を中心として活発な研究者交流・学生交流を展開しており、留学生の受入れ

数は約 800 名（うち、中国人留学生数は 360 人）に達している。また本学は、国立大学

で最初に留学生センターを設置し、先駆的な留学交流事業を推進するとともに、大学院国

際協力研究科及び教育開発国際協力研究センターを相次いで設置し、国際協力に資するこ

とのできる人材養成を行うとともに、アジア・アフリカを中心に国際協力を通じた社会貢

献を行っている。 

本学と中国との関係は、古くは、前身の広島文理科大学の時代に遡り、当時から中国の

留学生を受け入れており、新制広島大学となってからも、特に教育学分野において多くの

優秀な留学生を受け入れてきた実績がある。現在では、教育学分野のみならず、医学、工

学、社会科学等、全ての分野で優れた中国人留学生を受け入れている。 

 

２ 国際交流活動の成功例・代表的プロジェクト 

（１）広島大学は、2005 年 4 月に文部科学省「大学国際戦略本部強化事業」に国公私立 20
大学の一つに採択され、今後 5 年間文部科学省からの財政支援と自己資本を投入し、

全国大学の国際戦略のモデル造りを行う。2005 年 9 月には学長の下に、副学長理事、

部局長、関連分野のセンター長など 14 名からなる「広島大学国際戦略本部」（本部長

は国際担当副学長）を設置し、他の学内組織と有機的に連携して国際戦略の企画・実

施・評価を行う全学横断的な組織体制を確立した。2005 年 12 月には『広島大学の国

際化戦略（平成 15 年 3 月評議会承認）』を法人化後の新たな視点、教職員からの意見・

要望、更には今後の教育研究分野の動向を見据えて、より機動性のある『広島大学「新」

国際戦略』として刷新し、全国に公表した。今後は、グローバル化社会における世界

的通用性と国際競争力を併せ持った知の拠点として戦略的に国際的展開を図って行く。 

 

（２）中国と日本の学生交流や国際共同研究を始めとする学術・教育交流の推進を目的と

して、2002 年 10 月に大学間交流協定校である首都師範大学（北京市）内に本学初

の海外教育研究拠点である「北京研究センター」を設置した。2004 年 11 月には同

大学国際文化学院の新校舎が完成すると同時に移転し、整備・拡充を図った。セン

ター内には茶室も備えており、日本文化の紹介の場としても活用可能な施設としてい

る。 
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これまでの主な活動実績： 

① 2004 年 5 月 大学院文学研究科推薦入学面接試験を実施。（新型肺炎 SARS 流行

のため、センターを会場に、インターネットによる面接試験を実施した。） 

② 2005 年 3 月 首都師範大学を会場に「広島大学フェア in 北京」を開催した。元文

部大臣有馬朗人先生の基調講演、本学大学院 11 研究科長による各研究科紹介、本学

の研究成果紹介出展(27 ブース)、首都師範大学の研究成果出展(20 ブース)、COE
研究代表者による研究の紹介、日中両国からそれぞれ 20 社の企業による出展(40 ブ

ース)、留学相談などを実施した。併せて、日本語・日本文化に関する講義を実施し

た。 

③ 2005 年 10 月 大学院理学研究科化学専攻の説明会を開催 

④ 2006 年 1 月 大学院国際協力研究科の説明会を開催。本学への留学を希望する学

生に対し、研究内容や入学試験情報、留学生活情報などについて情報提供を行った。 

 

（３）本学は 2000 年に INU（国際大学ネットワーク）に加盟し、グローバルなスケー

ルメリットを活かした戦略的展開を図っている。INU は学生交流（単位互換、ダブル

ディグリー取得等の国際的教育プログラムの開発）、教職員の国際的流動性の向上、遠

隔授業の開発・実施、大学経営に関する情報交換などを目的にラ・トローブ大学（豪）

のオズボーン学長が提唱して 1999 年に設置された。現在、8 ヶ国 13 大学（中国から

は 3 大学：四川大学、ハルビン医科大学、首都師範大学）が加盟している。本学は 2003
年より理事校の一つに任命され、重要な役割を果たしている。年次総会や理事会、様々

なワークショップを通して加盟大学間の情報・意見交換などの交流・連携を行ってい

る。 

 

（４）広島大学顧問として首都師範大学の劉利民副学長（当時。現在は中共北京市委教

育工委副書記）、広島大学経営協議会委員としてニューヨーク州立大学元総長のジ

ョンストン教授、更に広島大学学術顧問として国際司法裁判所判事の小和田恒氏に、

国を超えて大学経営に関する助言をいただいている。 

 

（５）本学原爆放射線医科学研究所では、カザフスタン・セミパラチンスク被曝者支援プ

ロジェクトへの協力活動や放射線被曝者医療国際協力推進協議会を通じた被曝者医療

に関する国際貢献･協力を行っている。2005 年 12 月には国際協力機構（JICA）の緒方

貞子理事長が広島大学を訪問し、牟田学長と共に包括協力協定を調印した。更に、本

年 4 月からは、国際協力銀行（JBIC）が行っている円借款による中国内陸部人材育成

事業にも取り組んでいる。 
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（６）2004 年 6 月に国際協力機構（JICA）が公示した案件「バングラデシュ国小学校理数

科教育強化計画」（4 年間）を民間コンサルタント会社との共同企業体により応札し、

受託した。国際貢献のみならず、契約により大学が外部資金を得る手段の一つが確立

され、同時に教員・大学院生にフィールドワークの場を提供することも可能となり、

国公私立大学を通じた国際協力ビジネスの最初の事例として全国のモデルケースとな

った。 
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九州大学  
 

 
１ 九州大学の近年の国際交流活動について 

九州大学は古来より海外との交流の窓口であった北部九州に位置し、その地理的、歴史

的な背景のもと、近年は国際連携強化を将来的な発展の基軸として、強力且つ鮮明に打ち

出している。 
2000 年 5 月に世界の有力大学から学長クラスの参加者を集めて開催した「大学サミッ

ト・イン・九州」を皮切りに、同年 12 月にはアジアの有力大学の学長等を招き、「第 1
回アジア学長会議」を開催。これら会議を通して、グローバリゼーションの時代における

国境を越えた問題意識の共有と新たな信頼関係の構築を図るとともに、大学同士、そして

研究者同士が世界的規模での競争的協力関係を構築し、確実に維持、発展させることが、

世界の発展と平和維持に貢献するということを参加各大学の共通認識として確認した。 
  九州大学はこの課題に全学を挙げて取り組むため、国内の他大学に先駆けて、学内の

国際交流関係組織の運営体制を強化し、全学横断的に国際交流活動を推進することを目的

として、2002 年 4 月、総長を機構長とする国際交流推進機構を設置した。 
 現在は、国際交流推進機構を中心に、「歴史的・地理的必然が導くアジア指向」と「世

界的知の拠点形成」を国際的発展戦略の 2 つの基軸として掲げ、これらの基軸に沿った国

際交流活動を積極的に推進している。 
 なかでも、上述の大学サミット・イン・九州は、本学の近年の国際交流活動の新たな出

発点となった国際シンポジウムである。全参加大学の賛同により、「大学が果たす役割」

をはじめとする 6 項目の提言を「大学サミット・イン・九州 2000 年宣言」として採

択した。 

海外への情報発信、海外からの最新情報入手のため、海外オフィスの設置も積極的

に展開している。すでに、北京、ロンドン、カリフォルニア（シリコンバレー）、ミュ

ンヘン、ソウルの 4 カ所に設置し、今後は上海、バンコク、ジャカルタ、ニューヨー

ク等に設置を計画している。 
地元自治体とのコラボレーションによる国際連携活動も進行している。シンガポールか

ら台湾、上海、韓国、そして九州に至る地域は、世界の半導体の半分以上を生産し、今後

は設計拠点としても成長が期待されている。九州大学の立地する福岡県は、県内の LSI
設計開発の知的集積、産業集積により、福岡をシステム LSI 設計開発拠点とする産学官

共同のシリコンシーベルト福岡プロジェクトを推進しており、九州大学のシステム LSI
研究センターは、このプロジェクトにおける先端技術の研究と、教育事業をはじめとする

諸事業の推進に大きな役割を担っている。 
  韓国研究における協力・連携体制にも特筆すべきものがある。2005 年 2 月、九州大学
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韓国研究センターのイニシアティブで、中・韓・米・豪など 5 カ国 8 大学（復旦大学、北

京大学、ソウル大学校、UCLA など）の韓国研究センター長が九州大学に集い、韓国研

究のグローバル・ネットワーク（環太平洋韓国研究コンソーシアム）を構築し、コンソー

シアム協定を締結した。九州大学韓国研究センターは同コンソーシアムの事務局を担って

いる。 
国際開発協力の分野においては、国際協力銀行（JBIC）がアジア諸国で行う支援事業

にも積極的に参与している。九州大学は石炭の生産・利用に関する膨大な研究成果と技術

の集積をもって、中国における炭鉱事故や石炭の生産・利用過程で発生する環境問題の解

決に寄与するべく、JBIC の支援のもと、2006 年 10 月に、この分野に関する特設研修コ

ースを開講する予定である。 
また、マレーシアと日本の政府間協議により 3 年後に設立が予定されているマレーシ

ア日本国際工科大学（MJIUT）の設立準備にも関与しており、組織やカリキュラムの整

備に向け、2006 年度より工学分野の教員１名を長期専門家として派遣するなど、積極的

な協力を行っている。 

さらに、独立後 4 年を経過し、高等教育の質的向上を図る東チモールに対し、東チモ

ール国立大学若手研究者養成支援事業を展開。調査団による現地ニーズの実態調査を経て、

東チモールの主要産業である「農業」の発展に寄与するべく、東芝国際交流財団の支援の

もと、2005 年度より東ティモール国立大学から 3 名の教員を 3 週間にわたって受入れ、

農学分野の技術及び対日理解の促進に係る研修を実施している。 

 九州大学は、学生交流プログラムにも特筆すべきものがある。1994 年に日本ではじめ

て設置された、英語により日本を学ぶ 10 ヶ月の短期留学プログラム「Japan in Today’s 
World（JTW）」は 10 年を超える経験と蓄積を経て、海外の有力大学から高い評価を得て

おり、近年は、清華大学、復旦大学、南京大学などの中国の大学からも優秀な学生が参加

している。このほか、英語によりアジアを学ぶ 6 週間のサマーコース「Asia in Today’s 
World（ATW）」や、法・工学・農学等の大学院における英語による特別コースなど、特

色あるプログラムを多く有している。 
 

２ 九州大学の代表的な国際交流活動、プロジェクトについて 

（１）アジア学長会議 
アジアの有力大学同士の問題意識の共有と新たな連携実現のため、2000 年 12 月、

九州大学の提唱により創設、アジアの 4カ国 9大学の学長等を招いて福岡で開催した。

本年 11 月には、上海交通大学において第 6 回会議が開催される。 

2001 年の第 2 回会議においては、アジアの有力大学間の連携の拡大を図るネット

ワーク作りを提案。人的交流を活性化し、「点」を「線」にし、そして「面」にすると

いうマルチな共同研究・研究者交流の実現を呼びかけ、参加大学の賛同を得た。2002 年

の第 3 回会議は韓国・釜山大学校、2003 年の第 4 回会議はタイ・チュラロンコン大
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学において開催。2004 年の第 5 回会議は三たび福岡で開催。「アジアの大学の質保

証」をテーマに「若手研究者の養成」等について参加大学 20 数校が意見を交わし、

名実ともにアジアの大学間の連携を強化した。また、「アジア学長会議憲章」を採択

し同会議を継続的に隔年で開催することに合意した。 

なお、アジア学長会議の成果としては、上記のほかアジア学生交流プログラム（ASEP 
~Asian Student Exchange Program~）をすでに実施しており、また、若手研究者養成

プログラム及び共同カリキュラム実施に向けた検討を行っているところである。 

 

（２）アジア総合政策センター 
  2005 年 7 月に設置され、九州大学において進行するアジア関連研究のデータベー

スの整備と充実に努めると同時に、九州大学においてアジアに関する学際的な研究が

活発に行われるべく、牽引車の役割を担う。また、日本国内のアジア関連諸機関との

連携を図り、加えてアジア及び欧米の大学におけるアジア研究センター等とも学術的

ネットワークを形成し、現代アジアが直面する諸問題に関し有益・有効な解決策や政

策提言を行うシンクタンク（知的拠点）の役割も期待されている。 
2006 年には、中国社会科学院日本研究所と韓国東国大学校日本研究所との共同研

究を開始、東アジア（日中韓）で共有され得る価値観の再検討を通じ、今日のグローバ

ル化時代において、急速に進む国土開発と市場経済の拡大がもたらす諸問題をどう克服し

解決すべきか、日中韓の研究者が共同で調査・研究にあたり、継続的にシンポジウムを開

催する。 
 

（３）国際産学連携 
2002年12月に上海交通大学と連携を合意し、日中間の国際産学連携を進めている。

具体的には、九州大学と上海交通大学がそれぞれの地域の窓口となり、各々の地域の

企業の両大学との共同研究斡旋や海外展開を支援する。なかでも、日本国内では利用

が減少している日本の中堅・中小企業の保有する技術を中国に移転することにより、

新たなビジネス拡大につなげること、すなわち「眠っている技術を持つ日本」と「海

外技術の導入で発展を目指す中国」との間で WinWin の関係を生み出し、日中間、と

りわけ九州～上海間のビジネス連携を強化することを重要課題としている。 
 

（４）日本学術振興会 (JSPS)の支援による共同研究 
九州大学では、日本学術振興会の助成を受け、アジアの諸大学と大規模な国際共同研究

を展開している。アジア研究教育拠点事業には、2005 年度より漢方薬の分野において、

九州大学薬学研究院が日本側コーディネーターとなり、北京大学薬学部をコーディネータ

ーとする清華、復旦、浙江等中国側研究機関との共同研究が採択・実施されている。なお、

2006 年度には同事業で血液病学分野におけるタイとの共同研究も開始する。このほか、
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拠点大学事業としては、九州大学情報基盤センターがコーディネーターとなった「次世代

インターネット技術」に関する韓国との共同研究事業が進行している。さらに、アジア・

アフリカ学術基盤形成事業としては、九州大学農学研究院がコーディネーターとなる、農

学の稲作分野に関するベトナム、タイとの共同研究事業を実施する。 
 
３ 日中の大学交流に対しての意見や提案について 

 グローバリゼーションの時代にあって、欧・米・亜の三極構造下でのアジアの役割は、

必ずしも欧米の二極と対等ではないという現実のもと、アジアの有力大学は連携して新た

な国際戦略を策定することが必須であると考える。緊密且つ柔軟な大学間ネットワークの

存在こそが個々の優秀な研究者の有益な研究成果を線で、さらには面でつなぎ、欧米に比

肩し得る実績を挙げることも可能となり、ひいては優秀な人材の流出を食い止めることに

もつながるからである。九州大学は、こうしたアジア諸国との連携協力のなかでも、とり

わけ日中間の人的ネットワーク形成を今後の国際交流活動の中で最も重要と見なしてお

り、ネットワークを通じた共同研究、シンポジウム開催、学生交流等がより活発に展開さ

れ、日中の大学の連携強化が図られることによって、日中の大学のみならず、欧米に対抗

するアジアのプレゼンスを向上し得るものと考えている。 
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慶應義塾大学  
 

 
１ 慶應義塾の近年の国際交流活動の概要 
  慶應義塾では、研究者や留学生の交換などを中心とした従来の国際交流のあり方をも

う一歩進め、世界のパートナーとの連携の輪を広げるため、｢国際交流から国際連携へ｣

という認識のもと、2005 年 1 月に、国際連携推進機構 (Organization for Global 
Initiatives: OGI)を開設しました。 

OGI は塾長を機構長とする全学的な組織で、慶應義塾大学全体としての国際戦略の策

定・推進を目的としており、国際戦略マネジャーを置くなど、戦略的な立場での国際交流

活動を企画・実行しています。 
2005 年には、4 月に日仏両国から環境大臣、7 月にアメリカ前国務長官コリン・パウ

エル氏、10 月には、世界銀行総裁ポール・ウォルフォウィッツ氏のセミナーやドイツ・

BMW 社長ヘルムート・パンケ氏の特別講演会が開催されるなど、世界的な著名人が多数

来塾しています。また、2006 年にはインターナショナル・アドバイザー（仮称）就任に

向けた視察および交流のため、元ケンブリッジ大学ダウニングコレッジ Master の Peter 
Mathias 教授が来塾しました。このように、世界各国から多くの方々が義塾を訪問され、

国際連携活動が活発化しています。 
現在、慶應義塾の交流協定数は 157 機関、195 協定(2006 年 3 月 16 日現在)となってい

ます。学生の交換留学状況のうち、義塾から中国へは現時点で 6 名派遣しており、中国か

らは 296 名の学生が義塾で学んでいます。また、出身国別に見ると、学部では中国から

の留学生が 156 名と全体の 60％強を占めています。他方、大学院では中国からの留学生

は 116 名であり、中国が 40%弱を占めています。(2005 年 5 月 1 日現在) 
  なお、近年の動きとしては、北京大学と 1985 年に学術交流協定を締結して以来、2004
年には交流の範囲を拡充するため、学術・学生交流協定を更新、清華大学とも学術交流協

定を締結しています。また、2005 年 9 月には復旦大学大学創立 100 周年記念行事に、安

西塾長が出席し、日本の大学を代表してスピーチを行いました。 
  また、義塾は西安交通大学と 1981 年から交流を始めており、横河電機株式会社からの

寄付に支えられ、義塾の理工学部の教員を授業担当のために同大学に派遣し、また数多く

の学生を同大学から受入れてきました。 
その他、大学間の交流事例では、復旦大学とダブル・ディグリープログラムを開始して

おり、義塾が交流協定を有する中国の 13 大学(上海交通大学、香港科技大学、香港大学、

香港中文大学高基学院、清華大学、西安交通大学、中国医科大学、南京大学、南開大学、

復旦大学、北京大学、北京物資学院、マカオ大学)を中心として、中国における国際連携

を今後も強化していく予定です。 
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２ 慶應義塾の近年の国際交流活動の成功例や代表的なプロジェクト 
最近の慶應義塾の日中国際交流活動としては、1997 年度から 2001 年度まで実施した

「未来開拓プロジェクト」、1998 年度から 2003 年度まで実施の「３E 研究院プロジェク

ト」および「デジタルメディア推進機構の中国における活動」等が挙げられます。 
未来開拓プロジェクトは、日本学術振興会未来開拓学術研究推進事業の一環として、

慶應義塾大学・産業研究所を中心に行われた、「東アジアの経済発展と環境保全の両立」

をテーマとしたプロジェクトで、共同研究の拠点を中国に置き、環境保全に関連した活

動を行ってきました。中国側からは、瀋陽市環境保護局, 瀋陽市林業局、瀋陽市科学技術

委員会、瀋陽市農業大学、成都市環境保護局、成都市城郷建設管理委員会、中国国家統計

局(北京)等が研究協力機関として参加しています。このプロジェクトでは環境分析用の国

際産業連関データベース（EDEN）を作成する他、CO２削減問題や、多国間アジア経済

モデル構築、国百里緑色長城プロジェクトなど数々の取り組みを行ってきました。 
3E(Energy、 Environment、 Economy)研究院プロジェクトは、中国の急速な経済成

長の中、緊急の課題として浮上している、大気汚染や将来のエネルギー需給の逼迫につい

て、公害や石油危機を克服しながら高度経済成長を達成してきた日本のノウハウを中国に

技術移転する拠点として、北京市の清華大学に日本の協力で設置されたものです。 
日本側は慶應義塾大学が窓口となり、経済産業省や新エネルギー・産業技術総合開発機

構(NEDO)、日本貿易振興会(JETRO)、(財)日中経済協会が参加する一方、中国側は、清

華大学が中国政府国家発展・改革委員会、中国政府国家知識産権局が参加し、再生可能な

エネルギーの利用の促進などの調査研究をはじめ、人材交流、 政策提言等を共同で実施

してきました。 
慶應義塾は清華大学との 3E プロジェクトを通じて、緊密な研究交流を行い、2004 年

に学術交流協定を締結しています。 
2004 年 10 月には西安交通大学と義塾の交流の更なる深化を図るため、NEDO 北京事

務所との共同でワークショップ形式による研究者交流を開始しており、これまでに環境・

エネルギー問題の技術交流をテーマとして 3 回の交流会を開催しました。 
また、2006 年には慶應義塾大学デジタルメディア･コンテンツ統合研究機構（DMC

機構）が清華大学にデジタルコンテンツの創造と流通を通した大学のシステム改革や制度

改革を行なうことを目的として、DMC スタジオを開設しました。今後は、高速インター

ネット基盤を活用した様々な取り組みを行って行く予定です。3 月には、拠点の開設記念

として、遠隔システムを使った国際シンポジウムを開催するなど、中国の大学との交流が

活発化しています。 
 
３ 日中の大学交流に対しての意見や提案 

慶應義塾の伝統であり特色は人文・社会科学・医学・理工学を擁する総合性と教育機関

として社会を先導するリーダーを育むことです。慶應義塾が、創立 150 年を 2008 年に迎
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えるにあたり、未来を先導する学塾として、慶應義塾の総合力を結集しつつ、特にアジア

地域での学術交流、人的交流を推進することは急務となっています。特に、人物交流にお

いては、これまで対中国では、受入れ数が派遣者数に比べて圧倒的多数でしたが、これか

らは研究者のみならず学生も積極的に中国の大学に派遣し中国の歴史・文化を理解する機

会を多様に提供していく予定です。具体的な施策としては、学生交流においては、長期学

生交換の数と種類を一段と拡大するとともに、夏季休暇期間などを利用し、義塾の学生を

多数中国の大学に派遣し、中国の歴史、文化、中国語などに接するプログラムの設置を予

定しています。 
 同時に、学術交流レベルでは、これまで行ってきた様々な分野の専門家が協働し取組み

解決すべき両国が取り組むべき共通の問題解決、例えば環境問題等において、両国間の幅

広い分野の専門家による共同研究の推進を継続して行いますが、そういった学術活動へ若

手研究者や学生の参画を推進し、将来的に日中両国の関係構築に寄与するリーダー達の育

成を行いたいと考えています。 
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早稲田大学  
 

 
１ 早稲田大学における国際交流活動  
（１）海外の大学との学術交流協定数            （2006 年 1 月現在） 

協定の種類 協定数 大学・機関数 国数 

大学間協定 282 301 74
留学センター協定 8 67 2
箇所間交流協定 104 106 19
友好交流要網・箇所間交流プログラム 20 20 10
合 計 419 499 75

 
 
（２）学生交流 

受 入                        （2005 年 11 月現在） 
地域 国数 学生数 % 

アジア 21 1,661 80.0%
北米 2 181 8.7%
ヨーロッパ 30 164 7.9%
中南米 11 30 1.4%

オセアニア 4 24 1.2%

中東・アフリカ 12 16 0.8%

合 計 80 2,076 100%

 
 

派 遣                       （2006 年 4 月度実績） 
地域 国数 学生数 % 

北米 2 395 46.9%
ヨーロッパ 17 270 32.1%
アジア 9 102 12.1%
オセアニア 4 65 7.7%

中東・アフリカ 3 5 0.6%

中南米 2 5 0.6%

合 計 37 842 100%
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（２）海外拠点 
ア ジ ア 
〇中国 
早稲田大学北京事務所（2004）・上海リエゾンオフィス（2004） 

〇シンガポール 
早稲田大学シンガポールオフィス（2004）・早稲田-オリンパス バイオサイエンス

研究所（2004）・早稲田渋谷シンガポール校（2002） 
〇タイ 
早稲田エデュケーション（2003） 

 
北 米 
〇米国 
早稲田オレゴンオフィス（1999） 

 
ヨーロッパ 
〇ドイツ 

ヨーロッパセンター（1991） 
〇フランス 
パリオフィス（2005） 

 
２ 早稲田大学における国際教育研究事業の紹介 
（１）海外協定校とのダブルディグリープログラム 
① 北京大学との博士課程学生の共同育成（2002 年 9 月開始） 
北京大学と早稲田大学は、1982 年に学術交流協定を締結し、学生および教員相互の交

流を積み重ねて来ております。このプログラムは、その実績を踏まえ、北京大学国際

関係学院の博士課程学生の共同育成を図るために開始されたもので、現在までに 20 名

の博士課程学生を両大学共同で育成してきています。 
 
② 北京大学との学部レベルでのダブルディグリープログラム（2005 年 9 月開始） 
北京大学・早稲田大学に在籍している学生を相互に派遣し、所定の用件を満たせば、

北京大学・早稲田大学両者の学位を同時に取得することが可能なプログラムです。現

在までに、北京大学・早稲田大学合わせて 29 名の学生が本プログラムに参加していま

す。 
 
③ 復旦大学との学部レベルでのダブルディグリープログラム（2005 年 9 月開始） 
復旦大学・早稲田大学の学生を相互に派遣し、所定の用件を満たせば、復旦大学・早

稲田大学両者の学位を同時に取得することが可能なプログラムです。現在までに復旦

大学・早稲田大学合わせて 8 名の学生が、本プログラムに参加しています。 
 

④ 南洋理工大学とのダブル MBA プログラム（2006 年７月開始予定） 
シンガポールの南洋工科大学と早稲田大学が共同で開発したダブルディグリープログ

ラムで、日本の製造業が強みを発揮する最先端の技術をいかに経営に活かすかについ

ての理論を習得するとともに、その理論が現場でいかに適用されているかを実際に体

験することによって学ぶ機会を提供します。1 年間のフルタイム・プログラムを修了す

ると、早稲田大学の MBA in Technology Management（技術経営学修士）およびナン

ヤン工科大学のMBA（経営管理学修士）の 2つの修士号を同時に得ることができます。 
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（２）海外協定校との共同教育研究事業推進プログラム 

① 早稲田大学・北京大学共同教育運営機構 
2003 年 12 月から、共同教育プログラムの開発および提供、産学連携による共同教育

の推進を目的に、早稲田大学・北京大学との間で、「早稲田大学・北京大学共同教育研

究運営機構」を設立致しました。これまでの実績として、早稲田大学・北京大学共同

教育運営機構の支援の基、下記のプログラムを企画し、運営しています。 
 

共同教育 
〇TSA プログラム 
早稲田大学の学生向けに、中国語学力向上に主眼を置いた教育プログラムとして開発

され、2005 年 9 月より実施。現在、早稲田大学の 6 名の学生が本プログラムに参加す

るため、1 年間の予定で北京大学に滞在しています。 
 

〇共同講座 
北京大学と早稲田大学の両大学で設置された講座で、2005 年 4 月に開講されました。

共同講座は、ダブルディグリー制度履修者・TSA プログラム受講者が履修可能な科目

として設置され、両校にて単位が認定されます。共同講座には企業からの支援を受け

て開講される寄附講座も含まれており、2005 年 9 月には、寄付講座 2 科目が北京で開

講されました。 
 

共同研究 
〇世界遺産アーカイビング共同研究 
北京大学・凸版印刷株式会社・故宮博物院・早稲田大学国際情報通信研究センターの 4
機関が参加し、2003 年から各研究機関の研究員及びスタッフが、中国北京及び日本に

おいて、ディジタル化技術を駆使した文化財の展示手法に関する調査及び技術開発を

推進しています。 
 

その他事業 
〇北京大学・早稲田大学デーの開催 
2005 年 12 月に、北京大学にとってアジアの連携大学との初めての「大学デー」とし

て、「早稲田大学デー」を開催し、北京大学と早稲田大学の教員による共同シンポジウ

ムや講演会が行われました。 
 
② 早稲田・オリンパスバイオサイエンス研究所（WOBRI）における共同研究事業 

2004 年 7 月にシンガポールに設立された早稲田・オリンパスバイオサイエンス研究所

（WOBRI）にて、シンガポールの南洋工科大学の生物学部と共同した研究者交流の促

進、産官学連携の推進、若手研究者の育成等に取り組んでいます。 
 
３ 「日中の大学間連携の強化による両国の未来を担う人材の共同育成」に向けた具体的

な取り組みの提案 
（１）双方向的ダブルディグリープログラムの導入および拡充 

－学部・大学院レベルでの実施 
－社会科学・自然科学・人文科学それぞれの分野での実施 
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（２）若手研究者の共同育成 
－共同研究事業の拡大 
－両大学の若手研究者の研究活動への参加を促進 
－大学教員による若手研究者を対象としたワークショップの共同開催 
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立命館大学  
 

 
１ 立命館大学の近年の国際交流活動の概要 
立命館大学では、海外の大学・機関との学術・文化交流を推進するための協定を積極的

に締結し、様々な教育・研究交流活動を行っている。さらに、大学の教育・研究活動と国

際協力・貢献を連携させた取組を展開している。 
（１） 協力協定締結数：46 カ国・地域 213 大学・機関・自治体等 

（内、中国は 52 大学・機関・自治体等） 
（2005 年 3 月 31 日現在） 

（２）学生交換協定数：18 カ国・地域  52 大学（内、中国は 9 大学） 
（2005 年 3 月 31 日現在） 

 
（３）学生海外派遣プログラム：50 以上の長期・短期派遣プログラムを準備し、1,000 名

以上の学生を派遣。（内、中国は 10 プログラムに約 130
名を派遣。）            （2005 年度実績） 

 
（４）留学生受入：正規留学生（学部 478 名、大学院 224 名） 

（内、中国は、学部 364 名、大学院 99 名）   （2005 年 5 月現在） 
短期日本語・日本文化セミナー／洋上大学等参加者（約 100 名） 

（2005 年度実績） 
（５）国際協力：JBIC 案件 2003 年度 「中国大学運営管理向上プログラム」開発 

2004 年度 8 月より、「大学管理幹部特別研修」をこれまで 
に 11 回実施。 

         JBIC 案件 2005 年度 「スリランカ・適正技術を用いたプランテー 
ション労働者の生活改善調査」 

              2005 年度 「環境技術をテーマとした『中国内陸部・人材 

育成事業』特設研修コース開発に係る提案型 

調査」 

         JICA 案件 2004 年度より、「住民参加型町並み・環境保全のための研修」 
を年 1 回受入。 

         JICA 案件 2003 年度 「ベトナムの障害児教育分野の専門教員養成」 
      立命館独自 2005 年度 インド洋大津波災害復興支援シンポジウム実施、 

小学校再建プロジェクトを開始。 
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（６）国際シンポジウム：2004 年度 「国連専門家会議」立命館大学／立命館アジア太平

洋大学、国連大学、インターナショナル・ピース・

アカデミー共催 約 1,300 名参加 
2005 年度 「インド洋大津波災害復興支援シンポジウム」 
      約 500 名参加 

            2005 年度 「立命館大学・新日中友好 21 世紀委員会共催シン 
ポジウム」 約 190 名参加 

            2005 年度 「世界観光学生サミット」 於：立命館アジア太平

洋大学 世界 21カ国・地域 78大学 461名が参加。 
 
（７）研究者交流：海外への派遣（907 名）、海外からの受入（227 名）、 

国際連携共同研究（45 件） 
 

（８）日本で最初の「立命館孔子学院」を開設。北京大学が協力大学。 
 
（９） 中国新聞弁公室より立命館大学に孟子像を寄贈していただいた。 
 
 
２ 立命館大学の国際交流活動の成功例、代表的なプロジェクト 
（１）2000 年度立命館アジア太平洋大学開設 

  2005 年 5 月、日本で最初の国際大学を設立。学生の約半数が外国人留学生（2005
年 5 月時点で、75 カ国・地域 1,832 名）、教員の約半数が外国人、キャンパスの共

通言語は英語と日本語。各国大使、国内のトップ企業からなるアドバイザリー・コ

ミッティと国内外の研究者からなるアカデミク・アドバイザー制度を準備。留学生

確保活動を国際的に積極的に展開し、海外オフィスを開設（上海、ソウル、ジャカ

ルタ）。日本をはじめとする東アジアの高等教育にインパクトを与えている。これま

での日本の大学にはなかった学生の積極的な取組が目立っている。また、留学生の

日本国内就職希望者の就職率は 100％。 
（２） 学生の海外派遣プログラム 

① 立命館 UBC ジョイント・プログラム 
（UBC=University of British Columbia） 
1991 年度開設、RITSUMEIKAN-UBC HOUSE を UBC に建設、毎年 100 名の

学生、1 名の教員（教務主任）、1 名の職員を派遣し、UBC と立命館が共同でプ

ログラムを運営、授業の一部は立命館大学と UBC 教員によるティーム・ティ－

チングを実施。立命館大学の国際化を切り開いたプログラムで卒業生の進路・就

職状況は新たな段階を迎えた。 
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② 共同学位プログラム（修士、学士） 
1992 年度にアメリカン大学（ワシントン D.C.）と大学院修士課程共同プログラ

ムを開設し、最短で 2 年間で日米 2 大学の学位を取得可能とした。また、1994
年度には学部共同学位プログラムを開設し、最短 4 年間で 2 大学の学位を取得す

ることを可能とした。プログラム修了生の進路は、外務省や日本を代表する企業・

コンサルタント、研究者・大学教員など、国際的に活躍する人材を輩出している。 
（３） 国際連携共同研究制度：教員個々人の研究交流から大学（組織）として国際共同研

究を推進。 
45 件の国際連携共同研究を世界 16 カ国・地域の 60 大学・機関と実施中。その内、

中国との国際連携共同研究は 15 件で 17 大学・機関と実施中。 
①吉林大学、②星星雨教育研究所、③アモイ大学、④蘇州大学、⑤大連市人民政府

発展研究センター、⑥遼寧省遼寧社会科学院、⑦大連理工大学、⑧Center for Urban 
Planning and Environment Management(CUPEM)、⑨上海交通大学、⑩西安交通

大学、⑪山東大学、⑫天津大学、⑬華東理工大学、⑭ジーナン大学、⑮浙江大学、

⑯清華大学、⑰北京大学 
（４） 国際開発協力 

① JBIC による中国内陸部人材育成事業プロジェクト：日本の大学として最大の取組

を行っている。 
ａ）「大学管理運営幹部特別研修」：重慶市、甘粛省、吉林省、江西省、湖南省、新

疆ウイグル自治区、広西チワン族自治区から、これまでに計 11 回・300 名余り

の大学幹部が来日し参加。日本の大学経営を学び、各省の大学経営に活かすとと

もに、中国の大学関係者の日本理解を促進し、新たな日中大学交流に寄与。引き

続き、貴州省、四川省、青海省、陝西省、安徽省から受け入れ予定。 
ｂ)「環境技術教育特別研修」：新たなプログラムとして、貴州省・江西省の環境技

術の専門家を受け入れ、日本の環境技術を学び、中国の環境改善に役立てる予定。 
ｃ)「客員研究員（雲南省、黒龍江省、湖南省、陝西省等）」として 24 名を受け入

れている。 
② インド洋大津波災害復興支援シンポジウム、小学校再建プロジェクトを実施。 
③ JBIC によるスリランカのプランテーション農場労働者の生活改善調査研究 

 
３ 日中の大学交流に対しての意見や提案について 
立命館大学では、日中両国政府の協力により、以下の事業を積極的に推進することによ

って、両国の相互理解を深め、教育研究に留まらず、経済・文化・社会の面での交流を進

め、アジアの平和と発展に貢献したいと考える。 
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（１）若者の交流を全面的に展開する 
   新日中友好２１世紀委員会でも検討されているように、両国の将来を担う若者の交

流を大学生から小学生まで全面的に展開したい。立命館では、これまでも大学だけの交

流ではなく、付属高校から生徒を中国に派遣し交流を行っていた。今後は、小学校・中

学校からの派遣を含め、立命館と中国の学生・生徒・児童が一緒に考え、協力し創造で

きるワークショップを実施するなど、全面的な相互交流を展開したい。 
   また、中国から学生・生徒・児童を日本に招く形のプログラムを両国政府の奨学金

などにより実施したい。 
 
（２）共同学位プログラム（博士、修士、学士） 
   大学院、学部における共同学位プログラムの展開：とりわけ大学院レベルを重視し

たい。中国の日本研究学生と日本の中国研究学生を交換するようなシステムを考えたい。

それにより、両国の事業に精通した高度な人材を育成することが両国の将来において非

常に重要なことだと認識している。 

 
（３）国際連携共同研究 
   日中の研究者による共同研究を展開：中国の文学や歴史などに関する共同研究所を

日本に設立し、日本の文化や経済などに関する共同研究所を中国に設立することなどで

展開したい。さらに自然科学の尖端研究と環境問題の研究の領域において、日中両国の

教育研究機関と共同で研究を行い、高いレベルの成果を挙げたいと考える。 
 
（４）中国内陸部人材育成プロジェクト 

①「大学管理運営特別研修」：これまでに参加した各省に加え、貴州省、四川省、青

海省、陝西省、安徽省、遼寧省からの受け入れを推進する。 
②「環境技術教育特別研修」：新たなプログラムとして、貴州省・江西省の環境技術

の専門家を受け入れ、日本の環境技術を学び、中国の環境改善に役立てる。 
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北京大学  
 

 
国際交流協力は、北京大学が掲げる“世界一流大学の建設”という長期戦略の主要な内

容のひとつとして、本校が進めている各種事業のなかでも特に重要な部分を成しています。

北京大学は国際交流・協力を重視しており、これまでに世界 51 カ国・地域に跨る 210 の大

学、研究機構との間に学術交流・協力関係を確立しています。なかでも、アジア地域の 61
校、欧州地域の 73 校、米州地域の 63 校、アフリカ地域の 4 校、オセアニア地域の 9 校の

大学とは大学間交流協定を結び、“姉妹校”関係を確立しました。 
 これまでに、毎年北京大学を訪れる外国からの来賓はのべ 2.1 万人を超えており、1998
年以来すでに数十名のノーベル賞獲得者と 33 人の国家元首が本校を訪れ、講演を行ってい

ます。 
 この他に、北京大学は国際的な大学機構にも積極的に参加し、大規模かつハイレベルな

国際会議を開催しているほか、世界中の有名大学や学術機構との間で教育研究理念や運営

マネジメントのノウハウに関する交流を行っています。同時に、北京大学から国外・海外

へ出て長短期の訪問研修を行う教員・学生の数は毎年のべ 5000 人を数えます。 
 
１ 全体的に見られる特徴 
 国際交流は北京大学建学の重要な目標のひとつです。世界へ向き合うことで、全方位的

で厚みがあり、かつ幅広い領域にわたる交流の枠組みを固めつつ、さらにそれを発展させ

て、本校の教育研究と国家の外交戦略全体のために貢献していきたいと考えております。 
 とりわけ近年の北京大学の国際交流について概括すれば、以下のような特徴があります。 
 
（１）わが国の外交戦略システムにおける北京大学の国際交流の位置付けは日増しに突出 
 1998 年以来、北京大学は既に 33 人の外国国家元首級の重要人物を迎えました。その数

は 2005 年だけでも 9 人を数え、その他大臣級の訪問も年々増加傾向にあります。北京大

学は、今まさにわが国の民間外交における重要な部分となりつつあり、国家の外交戦略を

推進する重要な推進力となっていると言えるでしょう。 
 

（２）調和の取れた発展、国際交流協力パートナーのグローバルネットワークの充実へ 
  これまで北京大学の国際交流の対象は、主に北米、東アジア、西欧・北欧といった地

域に限られていましたが、近年の国際交流事業の深化および交流窓口の絶え間ない拡大・

発展に伴い、北京大学と西アジア、アフリカ及びラテンアメリカ地域との交流・協力も深

まりつつあります。 
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（３）勝ち組同士の協力、協力モデルの専門化と多様化へ  
世界一流大学の建設という目標を実現し、国際舞台での競争に参加していくためには、

常識を打破するブレイクスルーを実現し、「勝ち組同士の協力」拡大によって互いの長所

の促進と短所の補填を行い、外部の力も借りながら自らを高めてゆかねばなりません。 
2005 年には、北京大学－カリフォルニア大学国際教育プログラム、イエール大学サマ

ースクール・プログラム、北京大学－早稲田大学ダブルディグリー・プログラム、北京大

学－早稲田大学共同講座など、数多くの協力プログラムを開催しました。いずれも良好な

効果を収め、今後の交流発展にも役立つ経験となっています。 
 一方、国際交流では新しい協力形式も現れつつあります。例えばロンドン政治経済学院

と我が校の協力では、国際関係学修士号ダブルディグリー・プログラムを進め、世界中の

学生を対象に募集を行っています。学生は 1 年目に北京大学国際関係学院で学び、2 年目

はロンドン政治経済学院の国際関係理論・歴史学部で学習、学業修了後に両校の修士号を

取得することになります。北京大学とイエール大学が進める学部レベルの合同プログラム

では、両校の学生が同じ授業で机を並べるのみならず、同じ宿舎で生活を共にします。こ

れは北京大学が“国際コミュニティ”を作りだすことを意味し、本校国際交流の新境地を

開くこととなります。 
 この他に、学際研究センターも活況を呈しつつあります。本校における一連の学際研究

センターは、その運用・活動を通じて、積極的に海外のプログラム支援助成金を申請する

とともに、学術交流を行っています。例えば、北京大学ドイツ研究センターは世界で 13
番目にドイツ学術交流センターの資金助成を受けたドイツ研究センターであり、2005 年

より連続 5 年にわたって年間 25 万ユーロの資金助成を受けることになっています。この

資金は、ドイツのハンブルグ大学、ベルリン自由大学等の機関との間で行われる学生交流

や大学院生育成の共同プログラムのために支出されます。 
これらのプログラムの実施は、北京大学の学生が海外で学習・インターン・交流・研修

を行うためにより多くの機会を提供するものであり、学生自らの能力開発と深化を結びつ

け、高い能力と資質を備えた創造性のある総合的な人材を育成するために重要なサポート

機能を発揮しています。また、学生の国際的視野と総合的な競争力を育てるための重要な

効果ももたらしています。 
 

（４）受入れと輩出、国際化された教員層の育成へ 
 外国籍の教員の招聘プロセス、ルート及び管理水準の絶え間ない改善と改良を通じて、

国際化された質の高い教育リソースたる教員を引きつけるとともに、彼らをより適切な形

で配置することで、より良い外国人教師の招聘・管理業務に努めます。また、各学院・学

部に対しては多方面からの招聘費用調達をこれまで以上に奨励してゆきます。 
 同時に、本校から幹部教員を選抜派遣して国外の有名大学で研修させ、各種国際交流活

動に参加させることで、本校教員の資質向上に力を入れていきます。国際交流事業を通じ
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て、教員の国際交流への参加意識と能力は絶え間なく向上しており、そのような教員は

徐々に国際学術界における重要な戦力となりつつあります。 
 

（５）懐を深く、調和の取れた発展、国際化されたキャンパス文化作りへ 
 北京大学の留学生数とその質は年を追って増加・向上しています。同時に本校は、豊か

で多様性のある北京大学キャンパスライフに留学生が溶け込むよう奨励し、あらゆる面に

おいて中国文化と北京大学スピリットを体験してもらうことで、北京大学に対するアイデ

ンティティを高めてもらうようにしています。また、留学生の積極的な参加は、北京大学

のキャンパスライフに新たな活力を注いでくれるものです。中国・海外の学生が、こうし

た活動への参加を通じて、異文化間の理解や交流を促進・強化することは、彼らの視野を

国際的に広げることにもなります。年に一度の国際文化祭は、まさに北京大学における国

内外の相互交流にとって最高の舞台の一つです。 
 
２ 成功事例 
 我が校が近年進めている国際交流事業は重要な実質的成果を収め、そこで数多くの優秀

な国際交流プログラムが確立されてきました。 
 
（１）北京大学－早稲田大学ダブルディグリー・プログラム 
 プログラム内容  
学部生は 3 年次に相手校で 1 年間学習し、プログラムが定める所定の単位取得後各自の

学校へ戻ります。その後、遠距離教育によってプログラムが定める相手校のカリキュラム

をさらに選択履修するか、或いは両校が共同開設する関連カリキュラムを自校において選

択履修することになります。大学卒業時には、自校の学位取得と同時に、早稲田大学は北

京大学から本プログラムに参加した学生に早稲田大学の正式な学位を授与し、北京大学は

早稲田大学から本プログラムに参加した学生に学位を授与します。 
 発足時期 

2004 年 8 月、早稲田大学との間で「北京大学・早稲田大学ダブルディグリー学生の共同

育成に関する協定」を正式に調印しました。 
 プログラム成果 

2005 年、北京大学は早稲田大学へ 15 名のダブルディグリー・プログラム参加生を派遣、

同時に我が校は 14 名のダブルディグリー・プログラム参加生を受け入れました。2006 年、

双方は 20 名のプログラム参加生を相互に派遣することを予定しており、早稲田大学側の受

け入れ対象学院・学部に政治経済学部が追加されました。2006 年度の参加学生の選出作業

は現在進行中です。 
 問題と解決策 
 ① 双方が授業で用いる言語の違いが学生の参加範囲を大いに狭めています。北京大学
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では日本語学部を除く他学院・学部において日本語の話せる学生は非常に少なく、同

様の問題は早稲田大学側にもあります。 
 このため、双方の提案により、受け入れ可能でかつ英語カリキュラムの開設可能な学

院・学部のなかからプログラムへの参加を始めることにしています。学生の規模も現在

参加可能な人数に基づいて具体的に確定させ、併せて可能な範囲内で少人数クラスにお

ける授業を行うことになりました。 
 以上の考慮に基づき、初年度では、北京大学でプログラムに参加する学院・学部は国

際関係学院、早稲田大学の参加学院・学部は国際教養学部となりました。 
 ② 学年設定の違いが学生の科目履修にあたり多少の困難を招いています。この問題解

決のために、双方の教務部門が協議を行い、本プログラム内の授業数・内容についてパ

ッケージスタイルの専門教育プランを定め、単位数と履修可能科目の範囲の規定を明確

にし、学生が自身の履修選択を考えるにあたってシステム面から保障を行いました。 
 今後の発展 
 ① 受け入れ可能な学院・学部を全校的規模へ拡大することで、徐々に全校の学生が参

加できるようにし、相手校においても全校的規模で関連カリキュラムを選択履修できる

ようにしていきます。 
 ② 学部でのダブルディグリー・プログラム成功の経験に基づいて、更に大学院生（修

士／博士）まで対象範囲を拡大し、両校の学部から博士課程までの全コースにわたるダ

ブルディグリー・プログラムを実現します。 
 
（２）国内外協力による国際 MBA 
 プログラム内容 
北京大学と米国のフォードハム大学を主とする 26校から成るビジネススクール教育連合

との間で国際商工管理学修士取得に向けた教育を合同で行い、学生の教育に当たり、北京

大学中国経済研究センターが運用を行います。“北大伝統、中国特色、国際潮流、世界一流”

を教育方針とし、海外の豊富な教育ノウハウを重視し友好協力を進めることで、中国の国

情とグローバルスタンダードの双方に通じたハイレベルのビジネス経営者の育成に力をあ

げています。 
 プログラムの特色 
 ① 豊富な教員層：フォードハム大学を主とした 26 校のビジネススクールの 1000 人を

超える博士号を持った教授陣の中から選抜された教員が中国で教育に携わります。 
② 厳しい入学基準：正規の MBA 課程受験生全員に GMAT の成績の提出を課すという

国内では数少ない MBA プログラムです。2 次試験に進んだ受験生は、中米の両国から

厳選した教授とプログラム主任による 30 分間の面接を課すことで、高い学術レベルを

確保しています。 
③ 社会へ向けた質の高いフィードバック：追跡調査によると、正規の全日制クラス卒
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業生の入学前における平均年収額は 9 万元ですが、卒業後の平均年収額はおよそ 18～20
万元となっています。近年、卒業生の紹介による本プログラムへの入学申請者は全体の

50％を超えています。 
④ 安定した運営規模：近年、全日制クラスは 50 人、在職者のクラスは 100 人、ハイレ

ベル管理クラス(EMBA)は 100～150 人。 
⑤ 良好な運営収益：中国側、外国側双方がそれぞれ 5 万米ドルの初期資金を拠出し、

外国側は既に拠出分を回収しています。この他に、外国人教員の報酬は学費収入の 17％
を占めています。 

発足時期 
1997 年に国務院学位弁公室の許可を得ました。 

プログラムの成果 
1998 年から 2005 年の間に８クラスの国際 MBA プログラムを実施し、1172 人の学生を

迎え入れました。本プログラムは既に社会が認めるハイレベルの MBA 教育プログラムに

成長しています。 
問題と解決策 
近年、学生の評判が高いのが中国・西洋に精通した中国人教師となっており、外国人教

師の教育の方法・スタイルに馴染めない学生もいます。 
 教員層の広がりと教育ノウハウの蓄積につれて、中国－西洋という二重ブランドから中

国ブランドへ移ってゆく条件が次第に整いつつあり、長期的に見れば、中国側により授与

された学位は北京大学が世界一流大学の建設に向かう重要な戦略的一歩と言えます。 
 
（３）シリーズ講座「外国駐中国大使が見た中国経済」 
プログラム内容 
北京大学国際合作部と北京大学経済学院が定期的に外国の駐中国大使を招待して北京大

学でスピーチをして頂き、教員・学生との間で中国が現在抱える経済問題及びわが国との

経済協力の展望をテーマにした交流・探索・討論を行っています。 
 発足時期 

2005 年 4 月、初回のシリーズ講座が正式に始まりました。 
 プログラムの意義 

2000 年以降、中国経済は持続的かつ安定した成長を続ける勢いを保持しています。中国

経済の発展は中国が体制改革を行う上で良好な基礎を与えたのみならず、世界経済の発展

のためにも巨大なマーケット空間を創出し、世界各国から注目を浴びました。この時期に

このようなシリーズ講座を催す目的は、中国経済が世界経済の舞台で果たす巨大な役割を

より良く理解・認識し、将来の中国経済の発展・変化の流れを深く研究し、西側先進国の

成功ノウハウを鑑として学ぶことです。同時に北京大学教員・学生と外国の駐中国大使が

中国経済のトピックについて交流・探索・討論を行うプラットフォームを提供しました。 
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 プログラム成果 
2005 年 4 月より、米国、ドイツ、スウェーデン、カナダ、英国とオーストラリアの計 6

名の駐中国大使を迎えることに成功し、北京大学にて経済に関するテーマ講演を開催しま

した。今後は続いてスイス、イスラエル、インドとブラジル等各国の駐中国大使館関係者

を招待して我が校の教員・学生向けに講座を開設してゆく予定です。本シリーズ講座プロ

グラムはこれまでに 10 回開催されています。 
 
３ 未来に向けた展望 
 「世界一流大学の建設への貢献、教育科学研究への貢献、全校教員・学生への貢献」と

いう基本原則に従い、以下の各方面での事業成功に努めていきます。 
 
（１）“勝ち組同士の協力”を堅持、ブレイクスルー式発展を実現 
 北京大学はさらに学校間協力の重点化、プログラム化事業を進めてゆかねばなりません。

“勝ち組同士の協力”“外部の力を借りた自己発展”という指導思想に従い、イエール、ス

タンフォード、ケンブリッジ、早稲田大学等世界の有名大学との間の既存プログラムにつ

いて更なる改善を進めるとともに、絶えず新たなパートナーシップを築き、新たなプログ

ラムを立ち上げ、北京大学の国際協力の領域を拡大深化してゆきます。また特に、我が校

の学生が海外へ勇躍するプログラムの立ち上げと発展に力を注いでゆきます。 
 
（２）国際化された学生育成システム創造の継続、絶え間ないキャンパス文化の     

国際化ムード強化 
 国際交流は、教育改革の深化や人材育成モデルの更新にもプラスに働きます。2001 年に

正式に実施された「元培プログラム」が目指す育成モデルと「医学長学制（医学部は四年

制以外に五～八年制を設けている）」教育モデルは共に国際的な成功ノウハウを鑑としつつ、

かつ北京大学自身の特徴を組み合わせた意義ある試みです。 
 北京大学は既に多くの世界の有名大学と共同育成プログラムを運営しています。また、

こうしたプログラムに参加する学生が学生全体に占める割合も高まっていくことが期待さ

れています。我が校はさらに対外的な協力関係の発展、協力領域の発掘、より普遍性があ

り深遠な学生の“国際化”に向けた育成モデルを開拓し、学生国際交流の質的・量的ブレ

イクスルーを追い求めていかなければなりません。 
 
（３）国際的な学問構築と科学研究イノベーションの舞台を用意、国際的な学問再編の  

アドバンテージを様々なルートを通じて十分に発揮 
 学問構築は世界一流大学を建設する上で重要な要素であり、ハイレベルの国際交流は、

学問の発展方向を把握し、学際研究の推進、科学研究とそのイノベーション能力を強化す

る上で計り知れない重要な意義を持っています。 
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 このため、北京大学は引き続きハイレベルの国際学術会議の開催とこうした会議への参

加を行い、北京大学の科学研究における実力と学術レベルを示し、北京大学の国際的影響

力・地位を高め、北京大学の教員・学生が関連学問領域における国際的な発展の動きと先

端トピックの何たるかを把握できる条件を整えていきます。 

 同時に、学際的で国際性のある学術分野を取り扱う研究センターの建設を推進し、国外

の有名な大学、企業あるいは財団と科学研究分野における協力研究を強化してゆくことも

今後の国際交流の重要な発展の方向性です。 

  

 つまり、国際交流は北京大学の事業全体における重要な構成部分であり、我が校の全体

的発展と総合的建設のために積極的な効果を発揮してきました。今後、私達は更に国際交

流事業の建設と発展を進め、我が校の教育と科学研究の発展と国家の外交戦略全体に対し

てさらなる貢献をしていきたいと考えています。 
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清華大学  
 

 
１ 全体の情況について 

20 世紀の 80 年代から、清華大学（以下、清華と称する）と日本の協力と交流はとても大

幅に発展できた。清華は人材育成、科学研究、社会奉仕の面で日本の大学や企業および各

種の機関と広範な交流を積極的に展開して、相互の理解を増強促進し実質的な協力を求め

て、積極的な成果を得た。 
清華と日本の大学との協力は日に日に密接になっている。現在は既に 20 の大学と協力合

意書に署名した。その中は東京大学、京都大学、東北大学、慶応大学、東京工業大学、早

稲田大学、大阪大学、上智大学、立命館大学と名古屋大学などが含まれる。本学は日本の

傑出している大学との戦略的なパートナー関係を積極的に作り上げて、交流と協力を強力

に展開している。2005 年、清華と東京大学は北京で“清華大学－東京大学北京フォーラム”
を共同で催し、また日本で“東京大学－ソウル国立大学－清華大学の学術シンポジウム”を催

した。2004 年、清華と東京工業大学は修士課程の大学院生の共同育成プロジェクトに関す

る合意書に署名した。両学は毎年対等に互いに院生を派遣し合い、そして院生は卒業する

時に両学の修士学位を獲得することができる。2006 年、清華はまだ東北大学と大学院生の

共同育成について合意に達した。また、日本政府通産省と中国政府発展改革委員会の協力

合意の枠組みの下に、慶応大学はずっと清華と 3E（エネルギー・環境・経済の英語の略称）

の協力プロジェクトを行っている。最近、両学はまたデジタルマルチメディアのコンテン

ツ（DMC）の領域で協力を展開している。早稲田大学も本学の法学院、経済管理学院、人

文学院および情報学院などの学部と協力覚書に署名して、そして実質的な協力を展開して

いる。 
科学研究の面では主に日本の企業とその他の機関との協力である。科学研究協力の領域

は日に日に広範に広がっていて、プロジェクトの数も経費の額もすべて絶えず増加してい

る。“清華大学と企業の協力委員会”には 34 軒の海外の企業メンバーの部門がある。その中

に日本の企業は 12 軒あって、ソニーや東芝と日立などの有名な企業を含む。日本の企業と

清華は 15 軒の共同研究機構を作り上げた。例えば、トヨタ自動車の支持のもとで、清華の

公共管理学院は“産業発展と環境整備研究センター（Center for Industrial Development 
and Environmental Governance, CIDEG）を創立した。その他にまだ“清華大学－豊田研

究センター”や“清華－三菱重工共同研究開発センター”と“清華－IHI 共同研究開発センタ

ー”などの機関を創立し、清華と海外の企業と共同で創立した共同研究機構総数の 30%ぐら

いを占める；それ以外に、日本との研究協力の経費も絶えず増大している。1998 年は海外

との科学技術協力の経費総額の 8%を占めたが、2005 年は驚くほど第 1 位に跳ね上がって、

海外との科学技術協力経費総額のおよそ 50%をも占めている。 
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ここ数年来、本学を訪問に来る日本人の人数とそのレベル（階層）が共に著しく向上し

ている。名門大学や多国籍企業および政府機構と清華との付き合いは密接で、相互の理解

を増強促進した。2005 年の統計数字が明示しているように、本学の本部レベルで接待した

日本人の訪問だけでも延べ 300 人を上回っている。また、清華の教師と学生が日本を訪問

して協力交流するのも年々上昇の勢いを呈している。2005 年で日本を訪問した清華の教師

と学生は延べ 600 人を上回る。 
本学の日本人留学生は年々増加して、そのレベル（階層）も絶えず高まっている。本学

は前世紀 80 年代に日本人留学生を募集し始めてから、その人数の割合はずっと各国の留学

生のトップに位置している。2004 年の秋季学期に本学の日本人留学生は合計で約 155 名を

有し、留学生全体のおよそ 11.7%を占める；2005 年は 140 名で、およそ 8%を占める。 
 
２ 代表的な協力プロジェクトについて 
（１）中日の“都市環境 Core University プロジェクト” 
早くて 1998 年にも中国政府教育部と日本の学術振興会が《拠点大学研究協力プロジェク

トに関する覚書き》に署名した。中国政府教育部はこのプロジェクトで中日両国の重点大

学間の交流と協力を推進することを通じで、学者個人間の連絡を増進し彼ら自身の学術レ

ベルを高めると同時に大学間の学術交流と学科建設を促進することができると望んでいる。

このプロジェクトの一部として、2001 年 4 月に清華大学と京都大学は協力で中日の“都市環

境 Core University プロジェクト”をスタートさせた。このプロジェクトの中国側の代表者

は清華大学の環境工学学科と工程研究院で、分担者としての大学は 16 校ある；また日本側

の代表者は京都大学の工学部で、分担大学は 20 校ある。 
拠点大学プロジェクトは中国教育部と日本学術振興会の協力の重点の一つだけではなく、

いっそう多くの協力プロジェクトを誘導する広大なプラットフォームを建てるものであっ

た。2004 年に京都大学、清華大学とマレーシア大学の協力で三つの地域に同時遠隔授業を

する“e-learning”プロジェクトを促して成就させたに継いで、2005 年に双方が教育の手配、

課程の設置などの面で協力に深く入り込むことを推進するため、我が国の高等環境工程専

門教育指導委員会メンバーのありかの大学を当方の協力する大学の名簿に組み入れた。そ

の年はまた清華－京都大学環境技術共同研究教育センターを成立させることを推進した。

このセンターは清華大学の深セン大学院で設立されて、そこで京都大学からの教師が駐在

して長期にわたり教育と科学研究の協力を展開し、同時に清華の教師および学生と相互訪

問と交流を行う；センターは深セン市の産業と社会の発展の需要をめぐって研究プロジェ

クトを設立して、共同研究と高レベルの人材育成を展開している；その運営のモードとし

ては京都大学が企業から資金を工夫し集めて、そして教師をセンターに駐在させ長期にわ

たり教育と科学研究の協力を展開する。現在はすでに 1.5 億円を集めて、センターの前期 3
年間の運営費に充てている。拠点大学プロジェクトは博士候補生に参与するように励まし

て、研究ポストの枠にそれぞれ協力大学の博士候補生に 10%の定員を残してある。 
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（２） “清華大学－豊田研究センター” 

2005 年 11 月初め、清華大学と日本の豊田株式会社が“清華大学－豊田研究センター”を設

立する枠組み合意書に正式に署名した。そして 2006 年 3 月 23 日にセンターが正式に成立

する。 
清華大学とトヨタ自動車は数年来ずっと良好な協力関係を持っている。1997 年から、清

華大学とトヨタ自動車はすでに 11 回の“先端自動車技術シンポジウム”を催した。1998 年 5
月、トヨタ自動車の加藤副社長が本学を訪問して、本学の自動車学科、材料工学学科と化

学工程学科の共同参加の“自動車用希土類触媒転換器応用技術”についての研究プロジェク

トをスタートさせた。2003 年 1 月、本社常務理事、東富士研究所所長の中西清博士一行 16
人が来訪して、本学で“清華大学－トヨタ自動車産学協力シンポジウム”を開いた。双方は材

料、環境、エネルギーの領域での交流と協力について深い討論を展開した。この基礎の上

で、2003 年 7 月からトヨタ自動車は相前後して本学の材料工学学科、環境工学学科と熱エ

ネルギー学科の 4 つの科学研究協力プロジェクトをスタートさせた。 
科学研究プロジェクトの協力を通して、双方の研究者の交流はいっそう密接になる。プ

ロジェクトに参与する日本側の研究者はほとんど 3 ヶ月ごとに清華に来て技術交流を行い、

6 ヶ月ごとに清華でプロジェクトに関するシンポジウムを催す。また、プロジェクトを担当

する研究課題グループに属する全ての大学院生がシンポジウムに参加させる。この種のシ

ンポジウムはプロジェクトの進展を推進するだけではなく、大学院生の学術交流能力を高

めることもできる。まだ、関連している学科は日本側の研究者を招待し、清華に来てプロ

ジェクトのシンポジウムに参加する機会を利用して大学院生に特別テーマについての学術

講演をするように依頼する。これらの交流活動は大学院生の国際化育成に大変有益である。 
 
３ いっそうの協力と交流強化の構想について 
（１）両国大学の人材共同育成の規模とレベル（階層）を大幅に向上させる 
現在、本学と日本の大学の間に署名した学生の交換に関する合意書の数は相当あるが、

その実施効果と影響はまだ比較的に限られているため、下記のように提案する： 
 
① 両国の教育を主管する部門が政策と資金の面で支持を強化する。たとえば、共同で特

定項目の奨学金を設立する。 
② 各大学は二国間の学生交流と共同育成プロジェクトに積極的に参与し推進するべきで、

それを経常的な育成計画に組み入れる。学生募集の時点でも共同育成の方向に決めるよう

に考えることができる。 
③ 共同育成の新しいモードを共同で設計し画策する。現在展開中の“中国―フランス 4＋4
プロジェクト”と“清華―アーヘン工科大共同育成プロジェクト”のモードを参考にするこ

とができる。プロジェクトに参加する学生の専用の理論勉強と実践訓練の計画を制定し、

わりによい条件を提供する。 
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④ 双方の深い検討を通じて、適切に両国大学間の料金、言語の要求、課程の接続などの

方面の制約のボトルネックを解決する。 
 
（２）両国大学が世紀的重大な課題の研究を共同で展開する 
中日大学の間に科学研究の面での協力はすでに広範に展開した。私は今後力を集中して

社会と経済に重大な影響を及ぼす若干の共同研究プロジェクトを展開するべきだと提案す

る。そこで以下のことが考えられる： 
 
① 両国大学は共同の専門家委員会を構成し、研究テーマの選定を行う。 
② 産学官協力メカニズムを強化して、重点大型プロジェクトの研究経費の援助を求める。 
③ 知的所有権の保護に関する協力を深く展開して、潜在的な障害を取り除く。 
 
（３）大学－大学－企業の協力モードを推進する 
大学は人材育成と社会奉仕をもっと良くするためには、必ずキャンパスの塀を打ち破っ

て、企業と密接な協力のパートナー関係を作り上げなければならない。大学と企業は互い

に求めることがある。その互いの求めを上手く処理することができれば、大学と企業の関

係は一種のとてもよい相互補完関係になる。企業の資源の支持では大学間の協力を持続的

に展開させることができる。清華大学の"大学－大学－企業"と"大学－大学－地域"の協力方

式は実行可能な道であると証明されている。清華大学と企業の協力委員会構成メンバーは

国内の大企業が 100 以上で、国外の大会社も 30 以上ある。清華大学の経済管理学院に 20
以上の多国籍企業の総裁・社長からなる顧問委員会があって、本学の発展と学科の建設に

とても大きいな役割を果たしている。 
 
 
以上は清華大学の今後の中日一流大学の協力強化に関するいくつかの構想と提案である。 
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北京航空航天大学  
 

１ 日中交流を含んだ国際提携·交流についての概要 

北京航空航天大学（略称「北航」）は、世界知名のハイレベルの研究型大学への発展戦

略目標を目指し、高等教育の国際化に伴うチャレンジに対応すると共に、北航の国際交流

と提携のプラットホームを全面的に構築していく為に、ここ数年来、世界一流の大学、知

名な研究機構、グローバル企業と手を組んで教育と科学研究を展開し、大学間の連合教学、

学生共同育成及び留学生教育等の国際提携に関しての規模拡大を積極的に図ってきた。 

北航は長期に亙って、日本との国際提携と交流を活発に行い、毎年数十名の教授·学者及

び大学院生が日本へ行って、共同研究、学術交流を行ったり、国際学術フォーラムに参加

したりしている。外国の大学で博士の学位を取って帰国した在籍教師の中に、日本留学か

らの帰国者が留学帰国者全体の 28％以上を占め、北航大学材料学院のトップ指導部の責任

者が殆ど日本留学から帰ってきた博士である。又、毎年、北航へ訪問や講義、国際会議の

参加に来られる日本の専門家、学者は延べ 100 人以上に達している。その内、13 名の有名

な日本の専門家·学者は北航の名誉教授、客座教授等の名誉称号が与えられた。 

今現在、北航が中国国内で主催した国際学術会議は 100 回余りに及び、その内、中日両国

間の学術会議及び初めに中日両国間で行われ、現在既に多国間で行われるようになった国際

学術会議は、北航の主催した国際学術会議全体の 40％前後を占めている。国際学術会議の

主催は当校の日本との交流において重要な役割を果してきた。 

日本との交流、提携のテンポを更に加速させる為に、対日交流の状況を確実に取り纏め、

日本留学から帰国した教師と座談会を開いて、幅広い調査を行った上、対日交流の総体プ

ランを確定し、日本の有名な大学と研究機構との間で交流と提携をする全体構想を打ち出

した。そして、相次いで九州大学、東京大学、東北大学、立命館大学、広島大学、岡山大

学と、大学間又は一部大学間での学術協力協定及び学生交流協定を締結したと同時に、若

手教師の共同研究、大学院生の共同育成、学術会議の共同主催等の面にわたって、著しい

成果のある活動を展開し、日本との交流と提携に、良い成績と成果を収めている。 

日本との学術交流と提携は、学校の改革と発展、学科と実験室の確立、若手教師と大学

院生の育成に、役割を果している。日本との間で展開されている教育の国際交流と提携は、

既に北航の国際交流に於ける重要な構成の一部となっている。 
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２ 国際提携に関しての代表的なプロジェクトと成功したモデル 

（１）大学間の連携――「北航中国フランス.エンジニア学院」 

エンジニアリング教育の改革を更に模索し、先進国に於けるエンジニアリング教育のモ

デルを学び、導入する為に、北航では 2004 年から、フランス教育機構との接触を開始し、

その大学で行われているエンジニアリング教育について、視察をした。そして、国の教育

部の批准を得てから、2005 年に北航はフランス中央理工大学と共同で「北航中国フランス.

エンジニア学院」（場所は北航の構内）を設立した。 

「北航中国フランス.エンジニア学院」は、北京航空航天大学とフランス中央理工大学グ

ループ（フランスのパリ中央理工大学、リヨン中央理工大学、リール中央理工大学とナン

ト中央理工大学と言った四つの大学からなっている）との共同で設立されたもので、北航

の傘下に有り、フランスの良質な教育リソースを利用し、北航が持っている授業、科学研

究と管理の経験を生かしてハイレベルのエンジニアを育成する単科大学である。     

この学院では、フランスエンジニア教育体系の育成モデルを導入し、教職員は中国.フラ

ンス双方の管理者と先生からなり、学生の募集は北航の統一学生募集計画に盛り込まれて

いる。学生は、6 年間の学業を修了後、フランス.エンジニア学位委員会（CTI）認証の北

航中国フランス.エンジニア学院のエンジニア証書、北航修士学位証書と修士大学院生卒業

証書を同時に取得する事が出来る。 

「北航中国フランス.エンジニア学院」の設立は、フランスの高等エンジニアリング教育

を理解し、国際大学エンジニアリング教育の比較.研究を行い、国際に於ける先進のエンジ

ニア育成モデルを導入する為に良いプラットホームを構築している。 

（２）共同でハイレベルの人材の育成 

ソフトウェア産業は現在、世界で最も成長の速い朝日産業であり、近年来、中国ソフト

ウェアの輸出は大幅に伸びる勢いを見せて、特に日本は既に中国ソフトウェア輸出の最大

市場となっている。北航ソフトウェア学院は、時代の要請に応えて、2002 年に「日本語ア

プリケーション.ソフトウェア開発専攻」を設け、北航の豊かな学術研究と教学のリソース

をフルに利用し、北京の対日ソフトウェア輸出拠点が北航の科学技術団地に設置されてい

る優位性を活かし、北京ソフトウェア産業促進センター等の機構及び日本のソフトウェア

開発企業と提携して、日本語ソフトウェア.エンジニアリング技術の人材を共に育成してい

る。 

当該専攻において、夫々違う需要に応じて、各レベルの技術カリキュラムを修了した上、
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日本語、日本語ソフトウェア開発プラットホーム、日本語ソフトウェア開発手順と規格、

日本語ソフトウェア.プロジェクトの管理と企業文化、プロジェクトの開発実戦等の日本語

ソフトウェアの設計.開発に必要な専門知識と能力を学生に身に付けて貰うように努めて

いる。先生は殆ど数年間に亙って日本留学をして帰国した博士、専門家であり、日系企業、

合弁企業から産業界の専門家をも大学に招いて講義して貰い、全ての専門課程は日本語及

び日本語.中国語並行で行われている。 

又、当該専攻学科の大学生の中に、入学時に既に国際日本語レベル試験の二級試験と一

級試験に合格した人がかなり居る。富士通、NEC、リコー等、数十社の日系企業は、学生

の日本に於ける実習、就職の受け入れやソフトウェア学院への奨学金の提供、共同で実験

室の構築等に関する一連の協定書を既に北航ソフトウェア学院と締結した。そして、この

専攻の修士大学院生は、一連の語学と専門知識の勉強を終えて、既に 90％の学生が契約を

結んで日本へ実習、就職に行っている。 

一流の日本語専門学科の教師、完璧な日本語ソフトウェアの環境、順調な国際化する就

職ルートは、北航日本語アプリケーション.ソフトウェア開発専攻学科の運営特徴である。

日本で最も影響力のある政府系新聞である《日本経済新聞社》は、2004 年 2 月 5 日付け第

三面に、「産学協同—―教育をバックアップに」と題する文章を発表し、北航ソフトウェア

学院のこの分野に於ける革新と収められた成績を詳しく報道した。 

（３）共同で科学研究の展開 

北航は、九十年代の初期から、九州大学航空宇宙飛行学科の教授との間で学術交流と共

同研究を遣り始め、1995 年、九州大学工学部と学術交流協定を締結し、2005 年、九州大学

と大学間の提携協定を結んだ。そして、北航が九州大学航空宇宙飛行部門と共同で提案し、

日本航空宇宙飛行工学会九州地区分会と共同主催の「アジア·太平洋地区航空宇宙飛行技

術と科学国際会議」は既に中国で四回も開かれた。ここ近年来、両大学は交流と提携を一

層強化し、2003 年、2005 年、北航の若手教師が相次いで九州大学工学部の「外国若手学者

向けの国際学術交流奨学金」を貰って、海外の訪問学者として九州大学に赴いて共同研究

を行っていた。 

外国での共同研究を通して、これらの若手教師は学術研究能力、学科のトレンド等の面

において視野を広げ、訓練を受けた同時に、違う文化背景の下にある高等教育の体制、教

学、学術研究及び学校の管理モデル等について、比較的に深い理解を持つようになり、帰

国後、体制の改革、科学技術の発展等夫々異なるレベルにおいて、学校にグッド·アイディ

アを数多く提出し、当校に於ける学術研究の牽引車役割を果していると共に、中堅クラス

の幹部候補にもなっている。 
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３ 中日大学間の国際提携・交流強化に関する提案 

北京航空航天大学は、中国の重点大学の一つとして、大学の発展戦略と国際教育及び科

学技術の発展に貢献する角度から、長期に亙って大学の国際化目標を目指して邁進してい

る。教育のグローバル化とアジア地域に於ける提携傾向の下で、北航は国際交流、特に中

日大学間の交流·提携を強化していく為のメカニズムとルートについて、下記通りの構想と

提案を持っている。 

（１）大学間の協力ネットワークを構築する 

大学間の協力ネットワークを積極的に構築し、違う国家間での教育·科学協力及び相互学

歴承認の為に環境作りをし、双方に認められる教育計画の証書交付と奨学金の提供等の実

現を目指して努力する。中日両国によって既に提携協定が結ばれていた大学間においては、

中日両国の教育部·文部科学省の指導の下で、上記関連の試行を先に始めても良いのではな

いかと、我々は考えている。 

① 協力ネットワークを通して、関係政策の確立と手続きの完全化を図り、提携大学

間の学生交換やダブル学位のカリキュラム設定等の作業を推し進めていく。 

② 大学間の連携メカニズムを一層正規化させ、制度の完全化を図り、単純な市場利

益の追求を避ける。 

③ 政府の奨学金を設けて、大学間の教育連携、学生交換等をサポートする。 

④ 政府間の教育、学術研究連携専用資金を設けて、大学間で展開されている科学研

究の協力を推し進めると共に、サポートしていく。 

（２）国際に於けるリソースの共同利用·提携メカニズムを確立する 

科学研究の規模拡大と更なる発展に伴い、学科間の相互交差、相互関連、総合課題が益々、

多くなり、研究者間の交流と協力を強め、国際に於けるリソースの共同利用、責任分担、

科学研究成果の分かち合いに関する提携メカニズムが随分必要になってきている。北京航

空航天大学は研究型大学の一つとして、関連学科に於ける科学研究能力と学術レベルの絶

え間ない新規アップを図る為に、研究·試験の場所と設備·計器の使用等において、自分自

身の優位性を活かし、国際提携の雰囲気と環境作りを実現する事が出来る。 
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（３）図書情報システムに関する国際ネットワークの構築を強化する 

情報爆発時代の今日において、一つの大学又は高等教育システムだけでは、世界各国で

発生した情報を漏れなく収集したり、処理したりするのは殆ど不可能である。従い、国際

に於ける情報交換チャンネルを作り、図書情報システムに関する国際ネットワークの構築

を強化すると共に、国際で特に中日両国大学に於ける図書館間の相互貸し出し.借り入れシ

ステムを完全化させ、インターネットでのバーチャル.ユニバーシティー、バーチャル.ク

ラスルームを通して、数多くの学生にグローバルに亘る勉強のチャンスを提供する必要が

ある。 
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南開大学  
 

 
相互補完の教育協力、小異を残し大同につく文化交流――南開大学の日本交流と研究 

 

世界の科学技術の発展につれて経済グローバル化の機運が高まり、高等教育国際化は今

世界高等教育発展の一つの主な潮流になっています。南開大学は中国の有名な大学として、

もう既に国際化戦略をこれからの数年間の発展計画の中に取り入れております。 

現在、南開大学は日本、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ等の 30 余りの国家と地

区の 170 余りの大学と学術組織と協力‧交流の関係をもっております。その中で、日本は国

際協力と交流が最も盛んな国の一つであります。 

 

１ 南開大学と日本の協力‧交流業務概況 

南開大学は日本の大学‧科学研究機関と友好人士間の交流活動を積極的に展開しており

ます。地理的には南開大学は華北に位置し、日本との交通は非常に便利であり、伝統的に

は我が校は日本の教育機関との交流歴史が長く、親しい友情関係と協力経験があります。

いままでのところ、南開大学は既に日本の 30 余りの大学と協力交流協議を結び、交流の内

容は学者及び留学生の交換、協力研究、研究生の共同育成、国際会議開催など多種多様な

形式があります。 

 

２ 日本問題研究の高端学術組織――南開大学日本研究院 

2004 年、教育部は高校及び学者を組織して、日本教育専門家組を創立しました。日本研

究院の研究実績をもちまして、南開大学はこの専門家組の組長単位になりました。多学科、

実体的な学院として、我が校の日本研究院は国際国内発展の形勢需要と我が国社会、経済

発展の時代の要請に応じて、もとの日本研究センターから生まれ変わったものです。学院

は日本問題を巡って科学研究を行い、数学の歴史‧経済‧社会‧法律‧政治‧外交‧文学など学

科の優勢資源、優秀な教授陣、豊かな科学研究の実力を整合しています。 

2005 年、日本研究院は科学研究‧人材育成‧対外交流等の面で大きな発展を遂げました。

いくつかの集体研究項目、協力研究項目及び個人科学研究課題の展開し、全院教師共に 40
余りの学術論文の発表し、25 人の国内外専門家を招聘しました。 

日本研究院の発展は日本国際交流基金に大いに支持されております。日本研究院は中国

の日本研究基地であります。1995 年から現在まで、同院に援助した資金は約 1.29 億円で、

日本研究の発展に大きな力となり、長期間中国国内の日本問題研究領域内で優勢な地位を

保持しました。 

 



南開大学 

日中学長会議●2006 

69 

３ 南開大学の日本交流と協力の成功項目ケース 

南開大学は日本の大学、企業及び科学研究機構の協力と交流を積極的に展開し、豊か

な成果を獲得し、大量の経験を積み重ねました。 

 

（１）南開大学と日本 Sorun 会社、デジタルハリウッド会社との協力 

2006 年 2 月 15 日、デジタルメディア教育事業とデジタルメディア産業の共同展開に

関して、南開大学は日本 Sorun 株式会社、日本デジタルハリウッド株式会社と協力契約

を締結しました。天津ないし中国全体のデジタルメディア教育・デジタルメディア産業を

発展させるために、日本の世界一流と誇る先進的なデジタルメディア技術と教育方法を導

入して、中国においてかつてない高級デジタルメディア人材の育成を推し進めると同時に、

天津でデジタルメディア技術会社を設立して、デジタルメディア技術・デジタル内容の研

究開発を行う予定であります。 

中国デジタルメディア産業の急速な発展とデジタルメディアの専門的な人材の流失と

いう状況の下で、三方はデジタルメディア技術開発及びデジタルメディア人材育成などの

面において、協力し合うと企画されております。このプロジェクトは重要項目として、天

津市 2006 年ソフトウェア産業の発展計画に入っており、天津市科委と天津市ハイテク産

業パークの全力的な支持を頂いております。 

南開大学は豊かな教育教学資源と重要な社会的地位、良好な評判に恵まれ、Sorun 株

式会社は抜群な資金力、ソフトウェアの開発力と海外における開拓力を有し、Digital 
Hollywood は日本で積み重ねてきたデジタルメディア人材育成の経験は豊富な創造力を

持っております。三方は優勢統合をしながら、デジタルメディア人材育成、デジタルメデ

ィア技術に関する教習、デジタルメディア技術の研究開発及びデジタルメディア製品の生

産を共同で行うこととなっております。Sorun 会社は「南開大学ソランデジタルメディア

学院」の建設に１億 5000 万円を投資し、三方は共同出資で「天津ソランメディア技術会

社」を設立する予定であります。 

このプロジェクトは国際化したデジタルメディア高級人材の育成方法によって推進さ

れ、南開大学を基地として、中国デジタルメディア産業のニーズに応じて行われます。日

本のソフトウェア企業・デジタルメディア人材育成機関と常に緊密な関係を保ち、日本の

進んだデジタルメディア技術とデジタルメディア人材育成メカニズムを導入することを

通して、中国の現状に合う高級デジタルメディア人材育成体系を育てるということです。 

それに、デジタルメディア人材の育成をデジタルメディア産業の発展と緊密に結合させ、

産業、教育、研究など各方面の協力が重視されています。南開大学においてデジタルメデ

ィア学院を設立し、天津市においてデジタルメディア技術会社を創立するとともに、天津

市政府の支持の下で、「天津市デジタルメディア技術センター」を設けるという予定を立

てております。人材育成・技術の研究開発・デジタル製品の生産を一体化させ、教育教習・

ソフト技術の研究開発・市場経営などの面で豊かな成果を収めることを目指しております。 
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この度の協力は政府の全力的な支持を得ております。天津市はデジタルメディア人材

の育成、デジタルメディア産業の発展を基幹産業の発展計画に入れ、南開大学における

「天津市デジタルメディア技術センター」の設立と三方が天津市でデジタルメディア技

術会社を創立することを支持することなど、三方の協力に対して、条件上及び政策上の

便宜を提供していただくこととなっております。 

 

（２）南開——愛知大協力模式 

「全方位、多段階」という特徴の南開——愛大協力模式は、長年成功を収めながら発展し

ており、国家教育部の賞賛と他大学及び各界の好評を博しました。 

南開大学大学院と愛知大学の現代中国学部と協議して、最後共同認識を達成しました。

2004 年 4 月 1 日南開大学と愛知大学との博士共同育成のプロジェクトが公式に始まりま

した。南開大学大学院と愛知大学大学院は、2004 年から各自相手の学校で博士課程の募

集試験、双方“二重学位”を専攻する学生の学費免除などを実施し、このプロジェクトに

全力を尽くしております。また“二重学位”を専攻する学生の交換留学を行いました。2004
年入学した南開大学学生は、2004 年 9 月から 2005 年 8 月まで愛知大学に留学して、以

外の時間は中国分部で勉強し、2004 年 9 月に入学した愛知大学の学生は、2005 年 3 月か

ら 2006 年 2 月まで南開大学で留学して、以外の時間は愛知大学で勉強するのです。愛知

大学大学院は南開大学大学院との遠隔通信システムの設備を設置し、その運営に必要な費

用を全部負担しています。それゆえ、双方学生はたとえ自分の学校にいても、相手の学校

の遠隔教室授業を聴取できるのです。 

“二重学位”を専攻する学生は必ず愛知大学大学院中国研究科及び南開大学大学院が規

定した課程を履修しなければなりません。双方学校の博士学位を申請する際、学生は必ず

双方学校が規定した申請博士論文学位の論文を提出し、又愛知大学と南開大学に同一の論

文を提出してはならないことになっています。愛知大学は審議の同学生に博士学位を授与

するか決定し、中国研究或いは学術博士の学位を与えます。南開大学は審議の同学生に博

士学位を授与するか決定し、申請学位を与えます。 

この協力を通し南開大学は益々国際高レベルの大学になり、国際協力と交流を更に強化

し、教師や学生の交流を一層行い、人材の育成模式を発展させ、質の高い人材を育成する

こととなりました。今度の愛知大学との協力は、博士課程在学生を互選し国外大学と博士

学位を専攻として共同に博士研究生を育成するのは始めての協力で、中国国内においても

前例がないのです。この度、博士研究生を互選し勉強を行うことは、更に関係が親しくな

り、教学と研究も強め、互い友好交流の目的を達成しました。また南開大学は世界に向か

って国際化の道を更に前進し、将来、一歩進んだ国際交流協力のため良い手本となりまし

た。 
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３ 南開大学の日本交流‧研究業務の経験総括と展望 

我が校の日本交流と研究において急速な発展と優れた成績をおさめたのは、各種の有利

な内部と外部の要素によるものです。 

 

（１）党と国家正确方針の指導 

改革解放以来、わが国の対外開放政策の重要な部分として、政府は積極的に高等教育国

際化発展の方針を制定し、安定で持続的な支持を提供しました。日本との教育交流と日本

学研究は、国際交流と協力業務の重要な部分で、高度の重視と多方面の関心を得ています。 

 

（２）南開大学の優れた学術実力と良好な学術雰囲気 

南開大学は国内外で有名な高等学府として、対日教育交流協力を持ち、日本研究の学術

実力を行い、学校内部の教学と科学研究体制改革が絶えず深化しており、日本交流と研究

業務に良好な制度と客観環境を整えております。 

 

（３）南開大学の日本交流と研究業務展望 

我が校の日本交流と研究業務の成果を拡大するため、この業務の科学的な長効機制を形

成し、日本交流と研究の業務重点企画を立てました。その内容は、 

① 重大な科学研究と交流項目を積極的に展開し、国家と政府の需要と結合すること 

② 日本研究専門の教育を重要視し、高レベルの科学研究陣の育成に力を入れること 

③ 日本留学生教育と専門業務を促進し、日中友好を担う次代を育てること 
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吉林大学  
 

 

１ 吉林大学の国際協力と交流の概況 

高等教育が国際化されている今日において、積極的に外国の水準の高い大学との交流と

協力を広く開拓することはすでに各大学が国際化に向かう一つの有効的で重要な手段にな

っている。東北地方の唯一の総合性重点大学として、吉林大学はすでに“高い水準の研究

型大学を建設する”ということを学校の発展目標に確定し、しかも世界一流の高い水準大

学になる目標に邁進しているうちに、多種で有効な手段を利用して、大学の国際化の雰囲

気を昇格させることに努力している。現在、わが大学はすでに世界の 40 余りの国家と地区

の 130 余りの学院、大学及び科学研究機関と交流を展開していて、その中でも、わが大学

は特に日本の大学との交流と協力を重視している。それは主にわが校の東北に位置する天

然の地理的優位、及びわが校の対日交流における歴史が長いという伝統的な優位を発揮す

るためである。ここ数年来、吉林大学は対日の交流経験を大量に積み重ね、そして大学間

の交流、学部間の協力、学者の相互訪問などにおいて全方位、各方面の交流の仕事を展開

して、今、わが校はすでに日本の 25 の学校と交流関係を結び付けている。 

 

（１）教師の交流 

ここ数年来、交流の範囲と段階が絶え間なく拡大されるに従い、わが校と日本側の教師

との交流は“そちらの先生に来ていただいき、こちらからも向こうに派遣する”という双

方向的な交流方式をなしていて、中日両方の教師の相互訪問と交換学術講演及び科学研究

の協力を展開している。教師と科学研究員の交流はわが校の教師育成と学科建設を促進す

るために、積極的効果をもたらした。2005 年末まで、わが校は日本側に教師は延べ 1,067
人を派遣し、来訪の教師を 1,000 人余り受け入れて、その中の多くの帰国者がすでにわが

校の人文社会学科の中堅的な力になっている。そのほか、わが校が毎年日本側の姉妹校に

派遣された医学、工学、理学の領域からの短期学術交流団を受け入れ、大学で学術講演や

小型のシンポジウムや学術交流会などを開いたりする。 

 

（２）学生の交流 

学生の交流において、わが校と日本側の協力方式は主に互いの学生派遣、短期勉強会派

遣、学生の共同育成及び短期学生青年交流団の相互訪問などである。学生派遣は、学習期

限が普通は 1 年で、双方が互いに授業料を免除し、履修単位を承認して、双方の交換学生

の数はほぼ同じである。わが校の 1,400 余りの長短期の留学生の中で、日本の留学生は 260
人に達し、総数の 20％を占めている。その中で長期留学生は 180 人、短期は 80 人である。

わが校の物理学院、化学学院などの学院はまだ日本大学の関係学院か学部と修士、博士の
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共同育成プロジェクトを行っている。 

 

（３）国際会議、フォーラムへの参加 

わが大学は連続して日本の名古屋大学によって発起された“AC21”の国際大学連盟学術

フォーラムに出席している。このフォーラムは各成員大学間の理解を増進したり、各国の

大学間の協力と交流を強化したりするには、極めて大きな役割を果たした。 

 

（４）対日研究 

わが校は前世紀の 1960 年代に日本の経済、政治、歴史、文学および関連分野を専門的に

研究する日本研究所を創立し、それからこの研究所はわが大学の東北アジア研究院に合併

された。東北アジア研究院は東北アジア地域を研究する方面において、より強い科学研究

の優位を持っている。現在までのところ、この学院は日本研究の方面において、合計専門

書を 39 冊出版して、論文を 334 編公に発表して、関連部門に研究報告を 32 編提出して、

共に引き受けている日本の科学研究プロジェクトは 64 項である。 

 

（５）日本の社会団体、個人の援助及び奨学金 

もと日本自民党の組織局長高橋先生が投資して、わが大学の国際交流学院を創設し、日

本社会党も前後 2 回大学に書籍と雑誌を贈呈した。 

日本の大学、特に国立大学のわが大学の学生を受け入れる主な経済の出所は日本文部科

学省の奨学金と日本国際教育学会の奨学金で、私立大学は自分で奨学金を設けているので

ある。例えば早稲田大学などはそうである。それ以外に、日本の住友財団は数年来わが大

学と密接な連絡を保っていて、教師がその基金を申請して、専門書を出版したり、研究活

動を従事したりすることに協力している。また、わが大学には、日本の松下グループの設

立した松下電器奨学金と古沢浴奨学金などがある。 

 

２ 吉林大学と日本の科学共同研究における協力と交流の成功したプロジェクト 
科学研究の協力において、わが大学と日本側の交流は主に医学、化学、生命科学、材料科

学、地学、法学及び国家の関連政策、経済研究などの領域に集中していて、いくつか実質性

のあるプロジェクトの協力を展開している。 
 

（１）国際モレキュウ・シーブ科学の有名な専門家、もと日本東北大学物理学部教授、現

スウェーデンストックホルム大学の首席教授の寺崎治先生は吉林大学無機(性)合成と調製

科学の国家重点実験室と協同関係を作り上げて以来、双方はずっと著しい効果のある協力

を行っている。この領域において、吉林大学の優位は合成方面にあり、寺崎教授の得意種

目は材料の構造表徴にある。寺崎教授の巧みで完璧な構造表徴の技術を利用して、吉林大

学はたくさんの優秀な研究成果を挙げ、多くの協力項目の成果は《J. Am.Chem.Soc.》と
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《Chem.Mater.》などの国際有名な雑誌に発表されている。2000 年に吉林大学は 973 プロ

ジェクトの“新物質の分子工程学を創造する”首席の科学者部門になって、寺崎教授と共

同研究をする吉林大学教授の裘式纶先生は首席の科学者を担当した。日本のモレキュウ・

シーブ協会と国際モレキュウ・シーブ協会の権威のある人として、寺崎教授は中国モレキ

ュウ・シーブ科学研究の世界における影響を拡大するために積極的な努力をしてきた。寺

崎教授の強力な支持のもとに、中国モレキュウ・シーブ協会は 2007 年の第 15 期国際モレ

キュウ・シーブ大会の主催権、わが大学はその引受権を勝ち取ったのである。 
 

（２）わが大学のベチューン医学部第 1 臨床病院整骨科の張偉教授と日本愛知大学整骨科

の専門家の丹羽滋郎教授との共同研究プロジェクトの「新型燐酸カルシウム骨セメントの

骨組織の親和性の研究」はすでに見事に 2 期行って、現在双方は第 3 期の共同研究プロジ

ェクトの「燐酸カルシウム骨セメントの人工関節の置換方面における応用」の協力計画を

検討している。腫瘍、傷、炎症と先天性奇形のもたらした骨の欠陥はよくあり、深刻に患

者の生活の質に影響している。伝統的なメチル基アクリル酸メチル（PMMA）の骨セメン

トの移植はすでに放棄され、自体の骨と同種異体の骨の出所はまた非常に有限である。従

って、人工骨の開発と応用は広大な発展の未来性を持っている。燐酸カルシウムセメント

は物理・化学の性質、生物活性、機械強度などの方面において皆治療の要求を満たすこと

ができるので、各種の骨欠陥を治療する臨床応用上に、その他の人工骨のおよびもつかな

い優位を持っている。 

 

（３）吉林大学の自動車風洞実験室はわが大学の自動車空気動力研究所によって自分で研

究して設計された自動車動力学研究に専用する風洞である。風洞が建設されている時、わ

が大学の自動車空気動力研究所は日本、米国などの国の大学、研究機構と広範な協力と交

流を展開し、充分に外国の先進的な経験と技術を参考にして、自主的な開発と導入を結合

することをやり遂げ、自動車模擬風洞の建設速度を加速して、建設の品質を保証した。2000
年から、動力研究所は日本の東北大学流体科学研究所の小浜研究室との協力を始めた。小

浜研究室は何基もの風洞を持っていて、天秤制約システムの研究と設計、地面模擬移動床

板の据付、自動車風洞の運行とデバッグなどの各方面において大量の経験を積み重ねてき

た。毎年、この研究室の研究者はわが大学へ風洞建設のために技術の上の指導と助けを提

供にいらっしゃる。 
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３ 対日事務の提案と計画 
ここ数年来のわが大学の対日交流の経験を総括することを通じて、私達は対日交流にお

いて、以下の方面で新しい道を切り開くことができると思っている。 
 

（１）高層の管理人員の間の疎通（例えば、大学の管理に関する高層の対話）と高レベル

の学術交流と共同研究を含んだ高レベルの間の対話を強化すること。中日両方は皆自分の

優位の学科があって、双方の大学は優位の学科の結合を強化し、アジア地区の科学研究の

発展を促進し、世界科学界でアジアの科学的なブランドを作りだすことに努めるべきであ

る。 
 

（２）両国大学と企業の協力を強化し、“大学―企業―大学”の協力モードを開発すること。

企業を通して両国大学間の協力と交流を強化し、科学研究成果の社会性の転化を加速する。 
 
（３）日本の大学の管理パターンを学び、特に欧米国家にない“影の処長”の学習方式を

導入してすること。つまり中国側の大学から中間層の管理人員を日本側の大学の関係部門

へ短期行政管理活動の学習に派遣して、日本側の先進的な管理経験を学ばせる。 
 

（４）中日の姉妹校の間で遠隔教育の協力を展開して、ネットワークのプラットホームを

利用して、中日間の優秀な課程資源を共有して、充分に双方の教育の優位と学科の優位を

利用して、中日の青年学生の国境に制限されない学習のために有利な条件を提供する。 
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復旦大学  
 

 
１ 対日交流の概要 
 大学教育国際化の目標を実現させ、国際視野を持ち、各種の総合技能を身につけた､時と

共に進む人材を育成するために、復旦大学は、平等対話・平等交流、民族化と国際化との

緊密な融合をポリシーに、積極的に国際交流活動を繰り広げてきた。目下、復旦大学は、

世界の 25 の国と地域の 150 校の大学と大学レベルの学術協定を結んでおり、そのうち､日

本側と学術協定を結んだのは、35 校にのぼり、日本はアメリカに次いで第二の交流対象国

になっている。 
 復旦大学と日本の各大学との交流は､20 世紀の 80 年代から始めたのである。教師､学生の

交換､及び学術資料の面で、双方の交流がある。今年度我が大学が日本の各協定校に留学生

として派遣した学生の数は 35 名にものぼっている。1990 年、復旦大学は、日本のエーザ

イ株式会社の助成の下で､日本研究センターを発足させ、そして、日本国際交流基金の数回

にわたる資金援助と万博基金会の資金援助を得た。2000 年、第一回中日大学長フォーラム

が東京で開催され、両国の大学長が 20 世紀における中日両国大学教育の経験を交流し､新

しい世紀における中日両国の大学教育が直面するチャンレンジと対策について話し合った。

2003 年 2 月、第二回フォーラムでは、中日両国の大学における交流と連携の強化について

具体的で深入りした検討をし、双方は多くの分野で広範なコンセンサスを得た。2004 年 8
月、第三回フォーラムでは中国の教育振興活動計画の実施と日本の国立大学の独立法人化

改革の実施によって中日両国の大学にもたらされたチャンスについて十分に意見を交わし

た。 
 復旦大学の対日本の交流は、三回にわたる中日学長フォーラムに推し進められて、安定

した発展と進歩を遂げた。従来の協定校の教員･学生の交流プログラムのほかに、中日間の

交流の形も内容上､新しくなった。京都大学と早稲田大学は、相前後して復旦大学のキャン

パスにそれぞれ上海研究センターと上海事務所を設立し、九州大学と京都大学は、夏季セ

ミナーを開設し、中日韓の遠隔教育プログラム（慶応大学）の開設も徐々に成熟した段階

にはいり、日本の企業との連携も大いに強化され、中には中日大学生の企業での実習交換

活動や日本の企業のリーダーの訪問､及び島津､日立､ソニーなどの会社と実施した共同研

究プログラムが含まれている。この他、日本各界は、復旦大学の創立百周年のイベントに､

十分な関心を寄せて、復旦大学の創立百周年の記念行事に､日本から 89 人ものビップが参

列されて、出席者の一番多い国であった。 
 復旦大学は、「オリエントパール」と称される上海にあり、綜合大学の利点をすべて揃え

ている。良好な綜合優勢を支えに、復旦大学は、一貫して対外交流と連携に情熱を惜しま

ず、弛まぬ努力をした。復旦大学の対日本の交流も、復旦大学の対外交流の更なる進展に
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従って持続的な拡大を遂げた。 
 
２ 代表的なプロジェクトの紹介 
 復旦大学の対日交流の形式はさまざまである。中でも復旦大学――早稲田大学とのダブ

ルディグリープログラム、復旦大学――慶応大学――延世大学の三ヶ国遠隔教育プログラ

ム、復旦大学――慶応大学――延世大学――立教大学のサマーフォーラムなどは､大学運営

連携、プログラム連携及び学生の短期夏季交流の新しいモデルを創った。 
 
（１）復旦大学――早稲田大学とのダブルディグリープログラム 
 復旦大学――早稲田大学とのダブルディグリープログラムは、2004 年に正式に発足した。

このプログラムは、早稲田大学の国際教養部と復旦大学新聞学院が共同で学生を募集する。

修業年限は四年で、学生が卒業する時に、両校から学士学位を授与されることになってい

る。また、ダブルディグリープログラムに必要な学費は、両校の間で免除される。ダブル

ディグリープログラムに参加する学生の数は、多くても 15 以内におさえられている。 
 このダブルディグリープログラムは、せめて一年間以上の留学があり、四年間の就業の

間は、また、留学前・留学期間・留学後という三つの段階に分けられている。学部一年と

二年の間は、留学前時期で､この段階では学生達はそれぞれの大学の授業と相手が指定した

課程を勉強すると同時に、相手国の言葉の勉強をする。三年生の時期は相手国での留学期

間である。この段階では､このコースの学生が相手国で一年間留学し、相手国のダブルディ

グリー関係の課程を勉強する。大学四年生は帰国後時期で、学生は､両大学の単位を満たす

ように引き続き単位を習得し、最終的には両大学から学士称号を取得する。これは、復旦

大学が初めて日本の有名な大学と共同で、学部生に対して実施したダブルディグリープロ

グラムで、将来は毎年実施し、条件が整ったら、修士､博士段階のダブルディグリープログ

ラムの共同実施を行なう計画である。 
 2005 年は、両校が共同でダブルディグリー実施の一年目であり、協定により､早稲田大学

の学生三名が 2005 年 9 月に 2003 級の伝播学部生と一緒に一年間勉強することになる。復

旦大学の学生五名も 2005 年 9 月に日本へ渡り、早稲田大学で一年間勉強する。第一期 8 名

の学生が、両校が認定する単位を習得し、成績が合格すれば、それぞれ復旦大学と早稲田

大学から学士称号が授与されることになっている。 
  
（２）復旦大学—慶応大学—延世大学の三校遠隔教育 
 2002 年 9 月、復旦大学国際関係と公共事務学院、日本慶応大学綜合政策学部､韓国延世

大学大学院の代表が延世大学で合意書を調印し、三校共同で東北亜細亜国際関係に関する

遠隔教育プログラムを発足させた。三校間何れも二ヶ国間の交流協定が締結され、今度の

プログラムは、三校連携の最初のプログラムで、東北亜細亜の有名大学間における遠隔教

育実施の有意義な試みである。 
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 このプログラムには､三つの大学院の課程があり、そのうちの二つ、すなわち「クロバリ

ゼーションと区域整備」（復旦大学の名称は「東アジア国際関係」となっている）、「グロバ

リゼーションと区域モデルのシフト」（復旦大学の名称は、「東アジアの政治と経済」）は秋

に開講し、残り一つは、春季に開講される。4 年来、200 人の三校の学生が上述した課程を

習得した。この課程では遠隔ビデオ会議システムを生かして三校の大学生に対してタイム

リーに授業を行なう。授業使用言語は英語である。一つの課目には､それぞれ７回の共同授

業があり、両校がそれぞれ、二回にわたる講座を提供し､残り一回は学生の研究発表時間で

ある。プログラム実施中、三校が順番に三校学生の面と向かってのディスカッションを主

催し、他の二校の先生と学生が主催校へ参加に来る。過去 4 年間に、5 回にわたってこのよ

うなディスカッションを行ない、100 人あまりの学生がこのルートを通して連携校を訪れた。

また､延世大学も、授業のためのサイトを提供し、教育資源の発布、学生と先生､また学生

同士の交流のための舞台を提供してくれた。 
 この他、三校は、このプログラムを通して年会制度を確立した。学生同士のシンポジウ

ムのほかに、また大学の行政関係の責任者、または教師のシンポジウムを開催する。2004
年 12 月に、三校が東京で「大学の国際戦略と遠隔教育」という国際シンポジウムが開かれ、

慶応大学と延世大学の学長が会議に出席し、本学の周魯衛副学長がわざわざ出席し、基調

演説を行なった。この枠組みの中で､慶応大学と延世大学、慶応大学と復旦大学がそれぞれ

修士課程ダブルディグリープログラムを提案した。 
 このプログラムが今でも存在している問題は、経費と技術の面に現れている。経費の面

では､英語による授業の実施､通信費用と人件費の深刻な不足などがある。それらの費用は

何れも協力パートナーによって､授業に必要な通信費用が賄われ､学生の自己負担で日本や

韓国などへ交流に行くことになっているが､それは交流に参与する学生の数が限られるこ

とになる。しかし、相手国は何れも大学側が大部分の国際旅費を支払っている。技術の面

では国際関係学院が目下使っている遠隔会議のシステムは、簡単なもので､大学の国際間の

ブロードバンドにつなげなく、ISDN にしか接続できないし､また、教室の条件も更なる改

善を必要とする。 
 
（３）復旦大学—慶応大学—延世大学—立教大学サマーフォーラム 
 2002 年、サッカーワールドカップが日本と韓国の両国で共催された。これをきっかけに

慶応大学—延世大学—立教大学の二ヶ国三校の「リーダーフォーラム」がすぐにスタートし

たが、このフォーラムでは、毎年東北アジア地域の青年リーダー育成の問題について、あ

るテーマについて話し合うことになっている。主催側で､延世大学と慶応大学とは、歴史の

長い伝統的な協力関係があり､立教大学も延世大学との間にも学術協定が結ばれている。

2002 年～2005 年の 4 年間、二ヶ国三校が順番に四回にわたるサマー「リーダーフォーラ

ム」を主催し、参加した学生は、各面から東北アジア地域におけるリーダーシップの課題

について話し合った。2006 年にこのプログラムは､五年目になるが､復旦大学は「リーダー
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フォーラム」の企画に参与するようになり、それによって、このプログラムは、中日韓三

ヶ国四校間のサマーフォーラムに拡大し、プログラムの更なる発展のおかげで、東北アジ

ア地域の学生が思想を交流し､東北アジア地域の建設と若者の役目を検討する場となった。 
 2006 年、復旦大学—慶応大学—延世大学—立教大学サマーフォーラムは 8 月 21 日～8 月 25
日にわたって､延世大学で開催されることになっている。その時、四校の学生は、「東北ア

ジアの文化リーダーシップ」というテーマについて、東北アジア三ヶ国伝統文化における

共通点と相違点や東北アジアの共同文化価値観の構築について検討することになっている。 
 復旦大学—慶応大学—延世大学—立教大学のサマー「リーダーフォーラム」は、大学間にお

ける多国間の交流の新しいパターンである。トピックを決めるプロセスを通して、サマー

フォーラムでは、地域一体化作りにおける若者の役割と役について十分に検討することが

できる。東北アジア各国青年のフォーラムを通して、東北アジアの青年は、考え方や発想

法などのぶつけあいを通して、東北アジアの国家間の協力に対し、参考を提供することが

できる。 
 
３ 中日大学間における交流に関する提案 
 復旦大学は、近年来、国際的視野と国際競争力を持つ人材を育成するために、大学当局

は、学生が在学中に可能な限り国外で生活や勉強の経験を持つような政策を取り、長期短

期の如何を問わず、留学の形を多く作り、学生の留学の数が持続的な増長を見せている。

2005 年の学生の留学は 816 人にものぼった。しかし､日本へ留学に行く学生は､まだそれほ

ど多くない。その原因として、奨学金不足や、単位の転換と言葉の壁などが挙げられる。

復旦大学と日本の大学との交流と連携をさらに改善し、強化するには､復旦大学は、奨学金

の授与範囲の拡大と単位の相互認定などのルートを通して、日本への留学の規模を徐々に

拡大するようにしたい。 
 また､国際交流は、一方的なものではなく、また国際交流のレベルも高めなければならな

い。本学が派遣した学生は､みんな厳しい選抜を経て選び出した最も優秀な学生であり、留

学先は世界でもっともいい大学であって、そこで交流をしている。しかし、受け入れた留

学生の素質は全体から言って、本学から派遣した学生に及ばない。その原因は、国際課程

がそれほど設置していないから、優秀な留学生（日本からの留学生を含めて）を引き付け

ることができないことにある。従って、我々は、本学の各学院と学部の積極性を引き出し、

国際課程の開設の強化を図る。そのために､我が大学はこのほど日本の早稲田大学、京都大

学などの国際課程を視察し、大いに勉強になった。 
 それと同時に、復旦大学は、中日大学間の連携を強化し、学生の国際競争力を促すよう

に、日本の一つか二つぐらいの大学で､国外勉強センターを設立し、大学間の交流の拠点を

つくる計画である。 
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上海交通大学  
 

 
上海交通大学国際化の戦略理念と措置 

大学の国際化は、世界の一流大学を作り上げるための重要な目標であり、この目標を実

現するための戦略措置と方法でもあります。 
近年来、上海交通大学はアメリカ、カナダ、ドイツ、オランダ、フランス、日本、シン

ガポール、香港、台湾などの大学、企業と多方面にわたる協力をしてまいりました。ノー

ベル賞受賞者や世界的に著名な教授、大手企業の技術者をわが校に招き、講演をしていた

だくとか、国際的に有名な教授を交通大学の院長、学部長の職務に当て、有名な学者にわ

が校の名誉学術称号を授与するとか、また外国の企業と協力し、30 余りの連合実験室を創

立するなど、国際学術交流の道を開くべく、さまざまな努力をしてまいりました。このよ

うな国際化戦略の実践は、学校のハイスピードの発展に無くてはならない助力になりまし

た。 
目下、国際化戦略はすでに我が校の核心的競争力をなし、ハイスピードの発展を実現す

るための重要な道筋になっております。交通大学は新しい国際化協力運営対策の研究を深

め、国際化の内容とレベルを引き上げるだけではなく、国際化の領域と規模を広め、教師

陣と科学研究の国際化を推し進めるなど、一流大学を目指しその建設に職員一同努力して

おります。 
 
ミシガン大学との協力運営 
 2000 年 8 月、上海交通大学はアメリカのミシガン大学工学部との協力運営の協定に署名

し、上海交通大学機械工程学院を共同設立しております。五年が経った今日、このプログ

ラムは、わが校の国際化運営に真新しい局面を打開し、交通大学の学校運営、管理システ

ム、人材育成や学科建設などの諸方面にわたり、積極的な影響を与え、中国と米国の大学

教育関係者たちから高い評価をいただいております。 
2005 年 6 月、ミシガン大学学長マリ·ス·コルマンさん（Mary Sue Coleman）をはじめ

とする代表団は、交通大学を訪問し、『上海交通大学とミシガン大学との全面的な協力に関

する協定』と『ミシガン大学と上海交通大学とが上海交通大学－ミシガン大学連合学院の

創立協定』に署名し、最も広い分野で、中米一流大学の新しい国際化協力運営方策を開拓

し、探求していくことで合意いたしました。 
 
シンガポールでの学校共同運営かつ海外大学院の設立 

上海交通大学は 1992 年からシンガポールで MBA コースを始めており、今まで 400 人以

上のシンガポール学員が中国の MBA 学位を獲得しております。教育部の許可の基、2002
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年わが校は、シンガポールで海外初めての現地大学院を設立しました。そのため、シンガ

ポール政府は、交通大学を21世紀提携したい世界の十大学の一つであると発表しました。 
 シンガポールでの学校運営はわが国のハイレベルの学位教育が海外に進出しているとい

うことを意味しています。 
 
GIT と共同学校運営 

2005 年 12 月、アメリカジョージア工科大学の総長 G. Wayne Clough をはじめとする代

表団が上海交通大学を訪問し、電子情報分野でのダブル修士学位を開発することで合意し

ました。と同時に両大学はもっと広い範囲での学術交流を目指すため、「中米物流研究セン

ター」を設立し、「中米物流サミット」も共催しました。 

 
 
上海交通大学と提携協定を結んでいる外国大学の一覧表 

 

国・地区 学校名 国・地区 学校名 

アメリカ ミシガン大学 カナダ The University of British 
Columbia 
ブリティッシュコロンビア大学 

 カリフォルニア大学サンディエゴ  University of Laval 
ラバル大学 

 ストーニー・ブルック大学  Concordia university 
コンコーディア大学 

 ワシントン大学 
（セントルイス） 

 University of Victoria 
ヴィクトリア大学 

 ピッツバーグ大学  University of Waterloo 
ウォータールー大学 

 カリフォルニア大学 
バークレー校 

 University of Alberta 
カナダアルバータ大学 

 コロンビア大学 ドイツ TU Berlin  
ベルリン工科大学 

 コーネル大学  Universität Karlsruhe (TH) 
カールスルーエ大学 

 Drexel University 
ドレクセル大学 

 der Universität Stuttgart 
シュトゥットガルト大学 

 Georgia Institute of Technology 

ジョージア工科大学 

 Universität Konstanz 
コンスタンツ大学 
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国・地区 学校名 国・地区 学校名 

 University of Pennsylvania 
ペンシルベニア大学 

 Technische Universität München 

ミュンヘン工科大学 

 University of Minnesota, 
Twin Cities 
ミネソタ大学，ツインシティー 

 Saarland University 
ザールランド大学 

 University of Florida 
フロリダ大学 

 Fachhochschule Konstanz 
コンスタンツ専門大学 

 韦恩特瓦兹工学院  Rechenzentrum der  
Universität Heidelberg  
ハイデルベルク大学 

レッヒェンツェントルム 

 University of Wisconsin 

at Milwaukee 
ウィスコンシン大学， 

ミルウォーキー 

 Technishe Universität Dresden 
ドレスデン工科大学 

 University of Wyoming 
ワイオミング大学 

 TH Aachen 
アーヘン工科大学 

 The University of Maryland 
メリーランド大学 

 Startseite der 
Universität Mannheim 
マンハイム大学 

 Arizona State University 
アリゾナ州立大学 

フランス Centrale de Lyon 
リヨン工科大学 

 University of California 
–Los Angeles 
カリフォルニア大学，ロサンゼルス

 L’Ecole Centrale de Nantes 
ナント国立理工科大学 

 California State University  Paris Central University 
パリ大学 

 University of  
California–Riverside 
カリフォルニア大学，リバーサイド

 Institut National Polytechnique 

de Lorraine 
国立ロレーヌ理工大学 

日本 早稲田大学  Ecole nationale superieure des 

Mines de Paris 
 

 東京大学工学院  Normale 
ノルマル 
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国・地区 学校名 国・地区 学校名 

 大阪大学  Université Paris X 

 横浜国立大学 ノルウェー Norwegian University of  
Science and technology 
ノルウェージャン科學技術大学 

 昭和女子大学 ロシア Moscow Energy Institute 
モスクワエネルギー研究所 

 北海道大学  State Marine Technical 

University of St.Petersburg 
サンクト・ペテルスブルグ海洋工

科大学 

 拓殖大学  Kazan University 
カザン大学 

 東京工業大学  State Technical University  
of Kazan 
カザン州立大学 

 名古屋大学 イギリス Queen Mary University  
of London 
ロンドン大学クイーン・ メアリー 

 立命館大学  University of Strathclyde 
ストラスクライド大学 

 法政大学  University of Birmingham 
バーミンガム大学 

 愛知大学  Cardiff University 
カーディフ大学 

 電気通信大学  University of Abertay Dundee 
アバティー・ ダンディー大学 

 京都大学工学院  Lancaster University UK  
ランカスター大学 

 宮崎大学  Coventry University 
コベントリー大学 

 神戸学院大学 ウクライナ B. Verkin Institute for Low Temperature 

Physics and Engineering of the National 

Academy of Sciences of Ukraine 

ウクライナ科学アカデミー 

低温物理工学研究所 
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国・地区 学校名 国・地区 学校名 

 大阪産業大学 ベルギー VUB—Vrije Universiteit 

Brussel 
ブリュッセル自由大学 

オランダ Universiteit van 
Amsterdam 
アムステルダム大学 

オーストラリア Deakin University 
ディーキン大学 

 TU Delft 
デルフト工科大学 

 University of Tasmania 
タスマニア大学 

スウェーデン Linköping University 
リンシャーピン大学 

 The University of  
Queensland, Australia 
クイーンズランド大学 

 Mälardalen University 
メラードーラン大学 

 The University of New South 
Wales 
ニューサウスウエールス大学 

フィンランド Helsinki Univ. 
of Technology 
ヘルシンキ工科大学 

 Monash University 
モナシュ大学 

シンガポール National University 
of Singapore  
シンガポール国立大学 

 Macquarie University  
マッコーリー大学 

 Siangapore Management 

University 
シンガポールマネージメント大学 

 Victoria University of 

Technology 
ヴィクトリア工科大学 

 Nanyang 
Technological University 
南洋工科大学 

 Ian Chubb University 

韓国 Korea Advanced Institute 

of Science and Technology 
韓國科學技術院 

 The Australian  
National University 
国立オーストラリア大学 

 Pohang University  
of Science and Technology 
ポーハン科学技術大学 

 The University of Sydney  
シドニー大学 

 Pukyong National University 
釜慶大学 

 Queensland University 
of Technology 
クイーンズランド工科大学 
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国・地区 学校名 国・地区 学校名 

 Hanyang University 
漢陽大学 

香港 The University of Hong Kong 
香港大学 

 Korea University 
高麗大学 

 The Chinese University of Hong Kong  
香港中文大学 

 韓国工業技術大学  The Hong Kong University  
of Science & Technology 
香港科技大学 

台湾 新竹交通大学  The Hong Kong  
Polytechnic University 
香港理工大学 

   City University of Hong Kong 
香港城市大学 

 
 
 
交換学生 
目下、既に欧米、アジアの国と地区の大学と交換学生のプロジェクトをやっております。

このプロジェクトに参加している大学は以下のとおりです。 

 
アメリカ 
ミシガン大学、バーデュー大学、ジョージア理工大学、南カリフォルニア大学、     

テキサス大学オースチンキャンパス 
カナダ 

ブリティッシュコロンビア大学 
フランス 

フランスパリ/リヨンズ/リール/ナント四ヶ所中央理工学院、フランスパリ高科集団、  

フランス高等鉱業学院集団 
ドイツ 

ベルリン工大（ダブル修士学位）、コンスタンツ大学、ハイデルベルク大学、      

ザ ー ル ラ ン ト 大 学 、 ミ ュ ン ヘ ン 工 業 大 学 、 カ ー ル ス ル ー エ 大 学 、         

エアランゲン・ニュルンベルク・フリードリヒ・アレクサンダー大学 、         

コンスタンツ応用大学 
シンガポール 
シンガポール国立大学、シンガポール南洋理工大学 
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日本 

大阪大学、東京大学、早稲田大学、電気通信大学、昭和女子大学、名古屋大学、      

京都大学、立命館大学、九州大学、高知大学 
韓国 

高麗大学 
香港 
香港大学、香港中文大学、香港科技大学、香港城市大学、香港理工大学、香港浸会大学 

台湾 
交通大学、清華大学 
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南京大学  
 

 
１ 国際交流の現状 

本学は中国で国際交流が最も活発に行なわれている大学の一つである。これまで 20 余り

の国と地域の 190 校あまりの大学と交流協定を結んでいる。1997 年、本学は「総合型・研

究型・国際化」の発展戦略を打ち出し、国際化を本学総合発展戦略の重要な一環として位

置付けた。以来、本学は国際交流の基盤づくりを始め、海外の大学との共同教育の実施、

海外頭脳の導入、留学生の受け入れ、海外での教育活動の展開などの分野で大きな成果を

挙げてきている。 

 

（１）国際交流の基盤づくりと共同教育プロジェクト 

1986 年、アメリカのホップキンズ大学と共同で中米文化研究センターを設立した。1988
年、ドイツのゲッティンゲン大学と共同で中独法学研究所を設立し、ドイツのヨハネス・

ラウ前大統領をはじめとするドイツの政府関係者から多大な協力を得た。2001 年、日本の

東京大学などの大学と共同で「中日文化研究センター」、2005 年には東京大学との共同で「東

京大学教養教育南京センター」をそれぞれ設立した。 

2003 年、アメリカのテキサス州立大学ダラス校と共同で「公共健康医学センター」、2004
年、フランスのパリ第 12 大学と共同で「中仏都市と地域発展科学研究センター」をそれぞ

れ設立し、中国教育部から予算配分を重点的に受ける「985」二期プロジェクトの指定国際

交流拠点となっている。 

 

（２）海外からの頭脳導入 

近年、本学は頭脳導入に一層の力を入れ、教員の国際化水準を高めている。2003 年、全

国の大学で率先して海外から教授と助教授をそれぞれ 149名招聘する人事制度を導入した。

「985」二期プロジェクトの実施に伴い、本学が招聘した外国人研究者が年々増え、組織、

機構としても次第に優れたものとなっている。 

2002 年 5 月、本学創立 100 周年に際し、国連のブトロス・ガリ前事務総長や、9 名のノ

ーベル賞受賞者、100 名以上の世界的に著名な科学者、研究者、芸術家が一堂に会した。 

 

（３）留学生教育 

本学は中国で最も早い時期から外国人留学生の受け入れを始めた大学の一つで、すべて

の学部・大学院専攻（修士・博士課程）で外国人留学生を受け入れることができる。1995
年からこれまで、70 あまりの国と地区から延べ約 1 万人の留学生を受け入れてきた。2002
年以来、毎年受け入れている留学生の数は千人を超えている。 
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（４）海外での教育活動 

本学は中国で初めて海外に大学院を設立した大学である。商学院は 1994 年から、シンガ

ポールで MBA コースを開設した。これまで 10 期の MBA を開講し、修了生は 200 名近く

に達している。中国文学部はシンガポールで中国文学修士課程、外国語学院はマレーシア

で翻訳コースを開設した。 

さらに、本学は外国人向けの中国語教育での優位性を生かし、オーストラリアのメルボ

ルン大学と共同運営する「孔子学院」の設立準備をしている。「孔子学院」は近く開校の予

定。このように海外で展開している本学の教育活動は、海外に開かれた中国の大学として

他大学のモデル校になりつつある。 

 

２ 本学対日交流の現状 

本学と日本の大学との交流は広汎かつ緊密で、日本はアメリカに継ぎ本学の対外交流の

対象国となっている。これまで、日本の 26 大学と多種多様な交流関係を持ち、うち 21 大

学との間に学術交流協定を結んでいる。現在、名古屋大学、東京大学、早稲田大学、大阪

大学、京都大学、東北大学、九州大学、奈良女子大学、北陸大学、北海道情報大学との交

流が密接である。とくに、名古屋大学、東京大学、早稲田大学、大阪大学、九州大学、奈

良女子大学などとは交換留学制度を実施している。 

中日文化研究センターは東京大学教養学部との間で、文学、芸術、哲学などの分野に関

する共同教育・研究、社会学部は日本福祉大学との間では、社会福祉および都市化などの

分野に関する共同教育・研究を行なっている。 

理工系においても多くの研究者が日本の大学と以下のような共同研究を行なっている。 

（１）電子学部呉培亨教授の東北大学電気通信研究との高温超伝導分野における共同研究

と研究者育成活動。 

（２）物理学部沈波教授の東京大学荒川泰彦教授との半導体分野における共同研究。 

（３）物理学部施毅教授の東京大学平本俊郎教授とのナノテクノロジー分野における共同

研究。 

（４）物理学部夏元復教授の京都大学原子力研究所との核物理分野における共同研究。 

（５）物理学部韓平教授の東北大学石田教授との新半導体材料部品における共同研究。 

（６）材料学部韓泯教授の日本産業技術研究所原子、分子団分野における共同研究。 

（７）地質学部閔茂中教授の名古屋大学とのウラン鉱地質分野における共同研究。 

このほか、本学は北京大学が中国側の代表世話人を務める中日拠点大学の共同研究に

1998 年から参加し、環境学院がその実施を担当し、同学院の金洪金鈞教授がプロジェクト

のリーダーを務めている。これまで、環境学院複数の研究者が共同研究のため訪日し、二

人が日本で博士号を取得し、多数の研究論文を発表している。 
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このほか、本学と東京大学の交流が大きく進展している。2001 年、本学は東京大学など

と共同で、元東京大学総長蓮見重彦教授を本学名誉教授、中日文化研究センター名誉創設

者として「中日文化研究センター」を設立した。 

中日文化研究センターは主に中日文化、哲学、歴史、仏学の諸分野における学術交流と

共同研究を行なう部局である。2005 年、東京大学は本学において「東京大学教養教育南京

センター」を設立し、本学の学部生を対象に教養教育を実施した。2005 年 11 月、本学は

東京大学と共同で「教養教育フォーラム」を開催した。本学は東京大学教養学部の「表象

文化論」講座を導入し、2006 年 3 月から開講している。これまで、刈間文俊、佐藤良明、

酒井哲哉、田中純、野崎歓各氏をはじめとする十数名の教授が集中講義を行なっている。 

 

３ 本学対日交流の短期目標 

本学は近く、東京大学、京都大学、早稲田大学、名古屋大学、東北大学、慶応大学、九

州大学、北海道大学と実効ある交流を重点的に推進し、とくに東京大学と京都大学との関

係強化を図りたい。最終的にはこれら 8 大学との交流を中心とした対日交流の基盤を構築

する。具体的には以下の各方面から実施していきたい。 

 

（１）学術交流協定の調印、日本の著名大学と実効ある交流のさらなる促進 

東京大学、京都大学、北海道大学との国際交流協定の早期調印を実現させたい。東京大

学との交流をさらに促進し、京都大学との交流を強化し、北海道大学との間に正式な交流

体制を確立する。東京大学と京都大学との緊密な交流を通じて、なるべく早い時期に中日

文化研究センターを「中国の学者の日本研究、日本の学者の中国研究」の重要基地として

作り上げる。東京大学、京都大学およびその他の大学と共同で、「中国思想家評伝」シリー

ズの日本語版の翻訳出版事業を推進し、もって中日文化交流を促進する。 

 

（２）安定した教員の相互派遣体制の確立 

東京大学、京都大学、名古屋大学、早稲田大学との間に安定した教員の相互派遣体制を

確立し、上述諸大学の教員による集中講義を実施し、あるいは客員教授として招聘する。

同時に本学教員の上述諸大学への派遣をも実施する。現在、東京大学教養学部との教員相

互派遣が行われているが、ほかの 3 大学との間にも広げていきたい。また、上述諸大学に

本学日本語学部教員を研修に受け入れてほしい。本学は対等な条件で相手大学から教員を

受け入れる用意がある。 

 

（３）国家実験室の建設に伴う本学と日本の大学との共同研究の推進 

本学に設置されている微細構造国家実験室を本学と緊密な関係のある日本の大学に部分

公開し、もって日本の大学の研究者と本学教員との共同研究（研究プロジェクトの共同申

請を含む）を促す。対等な条件として日本の大学にも実験室の本学教員への開放を希望す
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る。 

 

（４）日本学術振興会などの機構との協力関係の強化 

日本学術振興会などは文部科学省所轄の学術振興機構として、日本の大学の国際交流促

進に非常に重要な役割を果たしている。本学としては、日本学術振興会（JSPS）、日本科学

技術振興機構（JST）、新エネルギー、産業技術総合開発機構（NEDO）などの機構との交

流と協力関係を促進し、本学と日本の各大学との交流に対する関係機関の一層の支援を希

望する。 

 

４ 対日大学交流協力への提言 

（１）中国教育部、日本国文部科学省に対し、中日両国の大学により多くの学術交流の基

盤作り、中日の学術交流に関する政策情報および日本の大学の研究情報の提供、そして学

術交流関連の共同プロジェクトに対する支援を希望する。 

近年、中日両国の大学の交流と協力が日増しに頻繁になり、「中日大学学長フォーラム」

「中日拠点大学プロジェクト」が行なわれてきた。これらの基盤を強化するとともに、中

日大学の双方向交流にさらに多くの機会を提供してほしい。「中日大学学長フォーラム」を

毎年定期的に開催するほか、中日両国の教育管轄部門が両国の大学に交流情報を常時提供

し、複数の大学が参加する総合的交流プロジェクトを開発する。 

 

（２）中日の科学技術産業における協力関係の強化、「産学研」三位一体の中日学術協力新

体制の構築 

中日両国は長年にわたって経済貿易の分野において協力してきた。日本の大手企業が日

本の大学と中国の大学との大型共同研究プロジェクトの仲介役を果たし、科学技術産業に

おける両国の協力関係を一層強化してほしい。本学は日本の大学あるいは企業が科学技術

協力プロジェクトを本学運営の科学技術パーク、あるいは南京市のハイテク開発区での共

同実施を歓迎する。そして、教育部に中日の科学技術産業分野においてさらに多くの基盤

を構築し、中日の大学および企業との間の協力関係を強化してほしい。 

 

（３）各校の状況に適合した中国大学の対日交流基盤の構築 

中国の大学は、各自の状況を考慮しながら対日交流の基盤構築に尽力し、日本の大学と

実効ある交流を進め、もって各自の教育研究水準の向上を図るべきである。 
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浙江大学  
 

 
１ 日本教育国際協力と交流について 
（１）日本の関係する大学と交流協定書締結状況 
 目下、本学は東京大学、京都大学、東北大学、北海道大学、九州大学、大阪大学、名

古屋大学、早稲田大学、東京工業大学、名古屋工業大学など 20 以上の大学と交流協定書

を締結しております。そして、これらの大学と多くの形で交流を進めております。たと

えば、大学代表団の相互訪問、教授間の協力、学生の相互派遣と学術会議の開催などで

す。 
  

（２）人員相互訪問・教員と学生の交流 
  ここ 3 年間、本学は日本に 293 人を派遣しました。その内、長期（半年以上）は 65 人、

短期（半年以下）は 228 人です。学術分野はほとんどすべての学科をカバーしておりま

す。本学は大学間交流のルートで来訪された日本の学者を 277 名・国際会議に出席され

た日本の専門家を 493 名接待しました。日本からの専門家は長期 3 人、短期 107 人です。 
  学生交流の面では、ここ 3 年間、日本からの留学生は約 300 名本学に留学しました。

その内、大学間交流留学生は 10 人程度です。本学は約 43 名の学部生と院生を日本の関

係する協定校に送りました。 
 
（３）日本の大学・企業との研究協力 
  ① 1997 年、NEC（日本電気株式会社）は本学に ATM 応用実験室設備を贈呈しまし

た。本学の教育と研究のためによい条件が揃いました。 
  ② 本学情報電気学科は1995年から日本浜松ホトニクス株式会社と長期にわたる協力

関係を有しております。1995 年 10 月 10 日、本学に浙大―浜松国際光子学実験室を

設立しました。 
  ③ 2004 年、本学冷凍と低温工学研究所は血管冷凍関係の部分の核心技術を日本岩谷

工業気体株式会社に譲渡しました。2005 年 4 月、製品が市場に出回るようになりま

した。 
  ④ 2002 年 4 月、北海道大学総長中村睦男教授は教授団一行 18 人を率いて、本学を

訪問しまして、学術交流会を行いました。 
  ⑤ 2002 年 11 月、“中日精密工学・マイクロシステム学術交流会”が本学で開催され

ました。日本側の東北大学を含めて有名な大学の教授はこの会議に参加しました。 
  ⑥ CAD 実験室と東京大学新領域創成科学研究科とは長年の協力関係を持っています。 
  ⑦ 2003 年 11 月 26 日、浙江大学網新と日本富士電機システム株式会社は共に 1000
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万人民元を出資し、浙江浙大網新富士科術有限公司を杭州に設立しました。その一

週間前に、浙大網新と富士電機合資による株式会社 SIF は東京で正式に設立されま

した。 
  ⑧ 2005 年 1 月、本学は材料科学と医学教授団一行 6 人を東北大学に派遣しまして、

関係する領域の教授らと学術交流を行いました。 
  ⑨ 2005 年 9 月、オムロン（中国）有限公司の代表団は本学に来訪し、本学情報科学

と工学学院に先進的器具設備（約 100 万元 RMB）を寄付し、そして、本学情報学院

に「オムロセンサーと制御連合教育実験室」を共同で作りました。 
  ⑩ 2005 年 11 月、浙江大学―日本日立建機流体動力連合実験室は本学に正式に設立

されました。 

 
２ 代表的プログラムと典型的協力モデル 
 （１）2003 年 8 月から本学は COE プログラムで毎年 8－10 名の研究員（若手教員と院

生を含む）を北海道大学に派遣し、1 年間研究します。 
 （２）2005 年 11 月、本学材料と化学工学院高分子研究グループは北海道大学の相応す

る研究グループと本学で学術交流会を行いました。今年の学術交流会は北海道大学

で開催される予定です。 
 （３）2006 年から本学は情報学院 10 名の優秀生を早稲田大学情報生産システム研究科

に派遣する予定です。修士又は博士学位を取るのが目標です。 
  
３ 国際協力・交流に対する考え 
（１）世界上有名な大学と協力して院生の共同育成に努めます。 
（２）有名な大学の特に強い学科との連携を強め、両大学間のシンポジウム或いは国際

会議を行います。 
（３）日本側の企業と中日大学三者協力の形をとりまして、日本側の企業の援助の下に、

中日大学間は協力して研究を行います。そして、双方の卒業生は企業に勤めるよう

になります。 
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武漢大学  
 

 
１ 武漢大学における教育の国際合作と交流の概況について 
武漢大学は百年の歴史のある国家教育部直属の重点総合大学である。今の武漢大学は

2000 年 8 月に元の武漢大学、武漢水利電力大学、武漢測絵科学技術大学、湖北医科大学の

4 校合併で組み合わせたもので、文科、理科、工業、農業、経済、法律、医学、歴史、哲学

など 11 科目があり、教授、助教授などの専任教師が 3,400 余人（中に中国科学院アカデミ

ー会員 4 人、中国工程院アカデミー会員 8 人、ヨーロッパアジア科学院アカデミー会員 3
人）、在学生が 53,000 余人（中に博士と修士研究生 18,000 人近く）居る。それをもって、

強力な総合優勢が形成され、学校を発展させる全く新しい一ページを開いた。 
五年間も続いている国際合作と交流を経て、規模、レベル、分野、効果と利益など諸方

面において、喜ばしい成績が収められ、大学の国際的競争力と影響力のアップと世界一流

の大学を建設する長期目標の達成のために、しっかりした基礎を作られた。 
本校における国際交流と合作の目標は学校の国際的影響力と国際的競争力を高めること

で、「ルートを広め、規模を拡大、レベルを高め、効果と利益を増強する」という方針に基

いて、エリート校との連合、優れるプロジェクトの合作を最優先にし、世界一流の大学、

一流の科学研究機構、一流の学科、一流の学者との交流と合作を積極的に展開している。

国際的な大学建設の道を探し、学科の建設、国際的な人材育成と国際間の科学研究と合作

を推し進め、国際合作と交流を学科の建設、人材の育成、科学の研究と社会のサービスに

溶け込み、学校の中心競争力と国際影響のアップに努力している。本校今、世界の約 60 の

国家と地域にある 200 の大学及び機構と合作関係を持っている。合併して新校が出来てか

ら、来校して学術訪問、学問の講義を行う国外、中国本土外の学者が 5,530 人（回）、外国、

中国本土外に派遣する教師が 4,900 人（回）、在学中の外国人留学生が 1,300 余人に達しっ

ている。それに、年間平均で 20 回以上の国際学術の会議を催し、各種類の実質のある国際

合作項目が本校で実施されている。この交流の中で、最も活躍している国は主にフランス、

アメリカ、ドイツ、日本、イギリス、韓国などである。 
 

（１）専門家を招聘して、本校の教学と科学研究に参与させる 
本校は国外、中国本土外の優秀人材と優れる知力資源を積極的に導入し、大学の教学並

びに科学研究水平を高める面において、積極的に国際的な学校を営むプラットホームを築

き上げ、著名な専門家と学者を招聘して、教学と科学研究を行わせる。今の世界では人材

知力資源はすでに最も重要な戦略資源となっている。本校は強力に「人材で学校を強める」

という戦略を実施し、「海が百川を納める」という教師任用観と「中西の溶け合う」という

教師育成観を確立し、国外、中国本土外の人材を積極的に導入している。それに、様々な
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方法で専門家の専門経費を算段し、重点学科と交差学科の知力導入への支持を強化し、合

わせて 1,444 人の高レベル専門家の招聘に使われていた。これらの専門家は直接、学校の

教学と科学研究及び管理に参与している。例えば、選り抜き課程の開設、各種類の学術レ

ポートの発表会と特別講座の開催、国際学術会議の出席などを通じて、学校内の学術雰囲

気を大いに活躍させていた。中国フランス物理放射性研究生クラス、中国ベルギーVVOB
看護育成訓練クラス、中国アメリカ万華鏡理工教学プロジェクト及び「吉奥の星ソフトの

開発と産業化」「稲の高効率節水灌漑技術」などのような成果を上げた。 
 

（２）多種類の交流ルートを開き、学生の深く研究することにチャンスを提供する 
本校は国外、中国本土外の大学、科学研究団体、工商企業、政府機構及び国際組織との

合作を積極的に開き、学校間の契約関係などのルートを利用して、国外、中国本土外の大

学と協力で学生を育成し、教育資源を最適化にしている。現在、このような協力教育プロ

ジェクトと学生交換プロジェクトは 20 余りもあり、経済、法律、語言文学、数学、物理、

医学など数多くの専門分野に関わっている。中にアメリカ世界健康基金会（HOPE 基金会）

との高級看護学合作プロジェクト、フランスとの「中国フランス経済両学位クラス」など

はとても成功した実例である。合併して新校が出来てから、本校は奨学金の提供、学生の

互換、学科単位の相互承認及び学費の相互免除などの形で、学校間の交換学生を 500 名ほ

ど送り出していた。このような学生交流プロジェクトの実施によって、直接、双方の学生

に受益させ、良好な効果を収めた。 
 

（３）教学の水平を高め、サービスの品質を強化し、外国人留学生の規模を拡大する 
外国人留学生を育成する規模とレベルは大学の国際化に関する重要な印しであり、在学

の外国人留学生の規模を拡大することは本校の近年来における留学生事務の主要任務であ

る。まずは対外交流関係と海外学友の関係を利用して、多ルート、多形式の対外宣伝方式

を設立し、留学生の募集市場を積極的に開拓し、数多くの外国人を引き付けて、学位を学

ぶために来ている。それに、優れる学習環境を営造するために、留学生教育学院の学科建

設と教師チームの建設を強化し、教学と科学研究の実力を高めると同時に、規範化の管理

とサービスを整え、本校の留学生事業をより良く発展させている。近年来の留学生規模が

大きく変化し、留学生の数も増えつつある。昨年末まで、1,355 人にも達し、それぞれ 70
の国家と地域から来ているが、人数の最も多い国はベトナム、インド、韓国、アメリカ、

日本などである。 
 
２ 武漢大学と日本の大学との合作交流の概況について 

本校が日本との交流は七十年代の初め頃から始まって、現在、日本 14 の機構と交流の協

定を結んだが、実際、交流関係のある機構は当初の 10 ぐらいから 40 個以上も増えている。

それは東京大学、早稲田大学、京都大学、大阪大学、慶応大学、同志社大学、一橋大学、
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立命館大学、徳島大学、創価大学、国士舘大学、福島大学で、それに日本学術振興会、住

友財団、三井物業、南富士産業株式会社などのような社会企業グループもある。本校では

かつて数多くの日本の高レベルの代表団或いは高レベルの方を接待したことがある。例え

ば：日本創価学会の創業者である池田大作先生、日本新進党首の小沢一郎が率いた 50 人の

代表団一行、日本衆議院議員の山名靖英先生、早稲田大学長など。日本からの来訪者は年

間平均で百人以上もあって、学校間の交流契約による講義、授業、研修、訪問、留学或い

は学術の会議に出席する教師、学生は約 20 人で、日本からの留学生人数は留学生総人数の

第五位を占めている。 
長い間、本校は日本との合作と交流を非常に重視している。歴代の学長、例えば：斉民

友教授、陶徳麟教授、侯傑昌教授及び現任の劉経南アカデミー会員など、皆、招聘に応じ

て日本を訪問したことがある。日本の大学との実質的交流が多くて、関わる科目も広いも

のである。特に測絵エンジニアリング、コンピューターソフトの開発、化学、環境科学、

水利電力専業、電気工学、楚文化の歴史、医学、法学、中国言語文化などの諸分野の交流

が緊密に行われ、協力研究、師資の育成訓練、協力養成などの面では成績が著しい。上述

の各交流の中で、日本の各大学及び日本学術振興会、住友財団、南富士産業株式会社など

のような社会財団も本校により多くのご支持とご協力を与えていた。日本との長期的な交

流の中において、本校では既に測絵学院の劉経南教授、法学学院の馬克昌教授、化学学院

の張俐娜教授、環境科学学院の杜予民教授、コンピューター学院の何克清教授、彭智勇教

授、水利水電力学院の黄介生教授、生命科学学院の斉義鵬教授、胡遠揚教授、経済管理学

院の周茂栄教授、廬漢林教授、潘敏教授、新聞学院の張昆教授、都市設計学院の張在元教

授、政治と公共管理学院の張星久教授、歴史学院の胡徳坤教授、馮天瑜教授など、日本と

交流できる専門家チームが形成されている。 
それに、協力で学生を養成する面においても目覚しい成果を上げた。例えば：日本創価

大学の漢語強化クラスがその典型である。このクラスは 1993 年から実施され、毎年、その

大学の文学部から 10－15 名ほどの漢語専攻の学生を選び出して、二年間の専攻課程を習得

させ、三年目に本校に派遣して、三年目の課程を習得する。本校での学習成績が合格して

獲得した単位は創価大学の学科単位に換算される。この方式の学習は教育資源の分かち合

いを実現しただけではなく、さらに喜ぶことは学生の進歩が速くて、効果も著しい。特に

HSK 試験成績は優秀で、将来の就職に非常に有利であるため、両校の教師と学生によく歓

迎されている。 
ほかに、本校刑法学の馬克昌教授と日本同志社大学の教授、化学の張俐娜教授と日本大

阪大学の教授など、協力で研究生を育成するプロジェクトも代表的なものである。この方

式は主に，本校の研究生が二年生の段階で日本の大学に派遣して、日本の大学の教授の指

導の元で、日本の大学にある機器設備などの先進条件を使い、資料の収集と実験を通じて、

一年間後本校に戻って、卒業論文による答弁を行う。このような学生の実際操縦能力の養

成と思惟視野の開闊に有利する協力育成方式はとても好まれる。 
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３ 今後の教育国際交流に対する意見と提案について 

21 世紀は経済のグローバリゼーションが絶えず深化され、知識経済が今ちょうど発展し

つつあり、科学技術が目覚しく進歩し、国際競争がいまだかつてない激しいものであって、

人材競争の国際化、人材移動のグローバリゼーションと人材要求の多様化をもたらしてき

た。このような背景において、高等教育の国際化は既に社会経済発展の必然的な要求とな

っている。中日両国は二千年以上の交流の歴史を持っていて、地理的に一衣帯水の隣国で

あり、最大の貿易仲間である。アジアと世界の平和のために、われわれは教育で人類を栄

えることと社会の幸福を築く歴史的使命を背負っているため、両国政府並びに双方の大学

が誠意を持って協力し会うことを望み、以下の方面で努力を重ねてもらうことを提案する。 
（１）現代の高い科学技術手段を充分に利用し、大学における学科の集中と部類が揃う優

勢を発揮させ、大学ネットワークを建設し、外国との協力で教育を営み、優質の教育資源

を分かち合うことを実現させること。 
（２）専門の重点奨励制度を設立し、国家クラスと社会財団の資金投入を大きくさせ、人

類の幸福を築く科学研究プロジェクトと高級人材の育成プロジェクトを生かせること。 
（３）目前、協力で研究生を養成するプロジェクトや定員とも非常に有限であって、志が

あって深く極める学者の要望にはるかに満たせない。両国政府が青年学者、特に中国の中

西部地域にある大学に傾斜するプロジェクトを設立すべきであること。 
（４）大学生サマーキャンプのような活動を強化し、青年学生の相互交流を推し進め、中

日両国が世世代代に友好的に付き合っていくのを促進すること。 
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華中科技大学  
 

 
華中科技大学は 2000 年 5 月 26 日に、華中理工大学、同済医科大学、武漢都市建設学院

と科技部幹部管理学院が合併してできた大学である。「世界の著名大学になることを目標

に、その発展と学科建設を主要な課題として、また体制改革と科学技術の創造を原動力に、

本校の新世紀における大いなる発展を実現する」という戦略構想の下、国際交流と国際提

携のたゆまざる拡大と深化を図り、海外からの知識や技術の導入、教育と科学研究、重点

学科の建設ならびに人材育成に努めることにより、重要な役割を果たしてきた。 

 

１ 華中科技大学の近年の教育における国際提携交流の概要 

華中科技大学は一貫して国際交流と提携を重視してきた。現在、世界の 19 の国や地域に

わたる 100 以上の大学と良好な交流関係を築いている。300 名以上の外国籍学者を本校の

名誉教授として招聘し、海外からの留学生は 500 人を越え、香港、マカオ、台湾からの華

僑学生は 200 人以上に達している。国際提携の学校やプロジェクトは 33 件から 119 件に増

加し、増加の勢いは衰えを見せていない。提携対象のレベルは明らかに向上しており、例

えば、アメリカのジョージア理工学院、カナダのトロント大学、イギリスのバーミンガム

大学、オーストラリアのシドニー大学、日本の東北大学等数多くの名門大学が相次いで、

本校と学校提携合意を交わしている。招きに応じまた自ら来訪する外国人専門家は年ごと

に増加、その中には、ノーベル賞の受賞者、国外アカデミー会員や世界の著名な学者の数

も増加している。例えば、ノーベル経済学賞 2000 年度の受賞者ダニエル·カーネマン、ノ

ーベル経済学賞 2003 年度の受賞者、世界でも著名な計量経済学者 Robert F.Engle 教授及

びノーベル経済学賞受賞者 James J Heckman 教授らが，わが大学の名誉博士、教授とし

て招聘されている。また、その他著名な経済学者や本校の経済学部・海外校友の訪問に合

わせて、経済学部と交流、講義を行なって、本校の影響力を高めた。また 1991 年度ノーベ

ル化学賞受賞者スイスの科学家 Richard Erns、1982 年に数学界の「ノーベル賞」と言われ

る—フィールズ賞受賞の S.T.ヤォ（丘成桐）などが相次いでわが校を訪問、講義を行った。

学業を修め、留学先から帰国する人数も年々増加の傾向を示している。また海外の先進技

術資源を呼び入れ、各方面の人材を集めることによって、学校の主要な科学技術研究プロ

ジェクトの促進に積極的な役割を果たしている。例をあげれば、建設中の国家光電実験室

や教育部パルス強磁場重点実験室などで、積極的に国際提携を行って人材および技術を導

入している。大学の合併以来、わが大学主催の学術提携と国際会議は、50 以上に上ってい

る。 

その中で、東北大学、名古屋大学、広島大学、東洋大学、大分大学などの大学と学校提

携関係を築き、富士通株式会社、日立製作所など、数多くの諸研究機関・企業と科学研究
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提携関係を結んでいる。華中科技大学同済医学部は今までの長期間にわたるドイツとの提

携関係をもとに、ドイツのドレスデン心臓センター、ケムニッツ病院及び私立・順天堂大

学医学部と提携関係を築いた。また、華中科技大学と日本の大学および科学研究機関や企

業との提携や交流は益々深まっており、わが大学の科学研究と教育の発展をより一層促進

している。 

高等教育の国際提携の深化と拡大に従い、学生間の交流は我が大学と海外大学との提携

上、関心の高い項目となっている。この新しい情勢に対応し、厳粛な国際交流活動をルー

ル化するために、本校は国際教育学院を設立した。これは我が大学が教育の国際化を推し

進めるための重要な対策とその一歩である。こうして華中科技大学国際教育学院は 2002 年

9 月に成立、その主な目的は、華中科技大学が国際高等教育分野で既に有する地位を利用し

て、国外の大学、教育機関との学術交流と提携を通じて、華中科技大学の国際的影響力を

更に高め、また国際的な先進教育理念と教育方法を導入、融合させ、優秀な教師陣と関連

する教育資源を集め、内外双方の教育的趨勢をさらに発展、共に国際的な、素質の高い、

複合型の人材を育成すると同時に、華中科技大学の教師、学生及び社会各分野の人々が海

外での学習、実習、交流や研修を行うための連絡とサービスを提供することにある。また、

海外留学を希望する高校卒業生に信頼できる「緑色通道（手続きの簡素化）」を提供するた

めに、国際交流センターは提携関係にある数多くの有名大学から厳選し、2005 年にカナダ・

ライアーソン大学、オーストラリア・ジェームスクック大学などの大学への留学セミナー

を正式に開講した。 

 

２ 教育の国際提携交流の代表的なプロジェクト 

より実質的な交流と提携活動の展開を通じて、国際提携項目も新しい局面を迎えている。

以下は、わが校において成功をおさめている主なプロジェクトと提携モデルである。 

 

（１）教育部パルス強磁気場重点実験室 

当プロジェクトは国外の先進技術と研究経験の助けを借り、高水準の国際提携を展開す

ることで、高度な出発点から、中国の強磁気場研究分野での遅れを速やかに取り戻すこと

を目的にしており、わが国の核融合プロジェクトが必要とする人材の育成と本学の学科建

設の面において、重要な意味を持つ。  

わが大学の潘垣院士（アカデミー会員）をはじめとする中心メンバー達がアメリカテキ

サス大学から 2,000 万米ドル相当の TEXT－U 装置の寄贈を受けたため、新実験室はその

開設当初より高い国際提携の地点からのスタートが可能になり、「中米共同開発 TEXT－U
開放型核融合実験室」となっている。このほか、わが大学は別の国際提携プロジェクト、

即ち、「国際熱核融合反応（ITER）人材育成基地建設」及び「中国―ベルギー共同パルス

強磁気場研究プロジェクト」を始動させた。 

ベルギー・ルーヴェン大学強磁気場実験室は主にパルス磁気場研究に取り組み、磁気体
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の設計と科学研究の面で素晴らしい成績を修めており、国際的にも高い評価を得ている。

わが大学は世界「強磁気場の父親」と称されるルーヴェン大学強磁気場実験室主任 Fritz  
Herlach 教授を数回にわたって招聘し、中国―ベルギーが共同で行っているパルス強磁気場

研究及び実験室建設の指導に当ってもらった。2003 年、Herlach 教授は、中国とベルギー

両国政府科学技術共同プロジェクト「超強パルス磁気場開発研究」の申請を積極的に推し

進められた。 

2003 年 9 月、当項目は「国家 211 プロジェクト」二期項目の実証実験を開始し、その上、

優秀な博士及び若い教授を選抜して、Fritz Herlach 教授の実験室での半年間の科学研究・

実習に派遣した。そのほか、ドイツやフランスの強磁場領域の専門家及び研究室との交流

活動も展開されている。 

この三つの国際提携プロジェクトはすでに我が校「学科建設発展計画」の中に入ってい

る。また ITER は建国以来わが国が初めて全権を有する立場で参加する大型国際科学技術

提携プロジェクトである。 

強磁場重点実験室の設立は国際共同研究及びハイレベル人材育成提携の成功的な範例で

ある。同センターは我が校の多領域での総合実力の優位性を生かし、人材を結集、国際の

先端技術に焦点を絞り、イオン核物理、核融合過程及び強磁場条件下の物理、化学、材料、

生命学、医学研究を推し進め、国際提携と学術交流のための研究基地と実験プラットフォ

ームを提供している。 

 

（２）光電子国家実験室 

光電子国家実験室の設立は、わが国が基礎的創造力を高めるための重要な措置であり、

華中科技大学の一流大学を目指す取り組みに、良い機会を提供している。光電子国家実験

室は国内では最強の、国際的には一流の、そして中国を代表する最高科学研究水準の実験

室として、最も優秀な人材を結集、育成するための基地作りを目的に 2003 年 12 月に建設

を開始した。その特徴は包括する領域が広く、一領域を中心にしながら、学際的で、多分

野にわたる開放的かつ総合的な研究プラットフォームであるという点にある。光電子国家

実験室の“アレイ導波路格子ソフトウェア設計及びデイバス技術”と“波長分割多重接続

EPON ソフトウェアシステム及びデイバス技術”は国家外国専門家局より「ソフトウェア

及び集積回路引智プロジェクト（国外の技術を導入し人材育成をするプロジェクト）」とし

て支持を受けている。 

ドイツのデュースブルク大学光電子学部主任・Jaeger 教授、イギリスのケンブリッジ大

学・White 首席教授、シンガポール Gintic 国家研究員・熊政軍博士、ドイツ・カイザース

ラウターン大学・Zengerle 教授など、国際的に著名な電子・マイクロエレクトロニクスの

専門家との共同研究を通じて、国家 863 計画重点プロジェクト「EPON に基づく BPON シ

ステム」の研究を力強く支えている。 

建設企画中の実験室は世界各国から実験室主任を募集し、学術面では国際水準の管理制
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度を目指し、国内外の創造力に富むエリートたちの力を集め、ハイレベル実験プラットフ

ォームを作り上げ、強大な科学技術創造能力を形成することで、中国における世界的研究

者の育成をしている。 

 

（３）「中独幹細胞センター」プロジェクト 

わが校同済医学部の唐明教授はドイツのケルン大学と共同で「中独幹細胞センター」の

設立を申請し、資金援助 300 万元以上を獲得した。そのうち、中国側の投入額は 140 万元

である。当プロジェクトは長期にわたる共同プロジェクトで、目下、当プロジェクトは順

調に進められ、2000 年にはドイツ側から 124.000 マルクの実験設備援助、2005 年にはド

イツより 3.4 万ユーロの設備援助及び胚性幹細胞と貴重な試薬の一部の援助を受けている。

この他、ドイツ側は我々のために、当領域の専門家 5名を育成した。 

 

（４）我が校と株式会社ルネサステクノロジとの共同教育訓練センター  

 日本の株式会社ルネサステクノロジは世界最大のメモリコントロールユニットのメーカ

ーであり、世界の著名な半導体メーカーの一つでもある。同社は 120 セットのマイクロコ

ントローラ設備を寄贈し、また、わが校の自動制御学科と共同でマイクロコントローラ実

験室を設立した。これは㈱ルネサス社が中国の大学で初めて設立した教育訓練センターで

ある。 

わが校は華中地域に位置し、教育、科技、地理環境などの面において絶対的な優勢を有

していると同時に、実験室の建設、教材の翻訳出版、人員トレーニングなどの多方面にお

いて、真摯に取り組んできた。双方の協力を通じ、共同でマイクロコントローラ実験室を

建設し、当領域の専門家を育成することで、良好な社会的効果を獲得している。 

 

３ 教育における国際交流と提携の強化についての構想と展望 

過去数年間に進めてきた国際交流と提携の基礎を振り返ると、わが大学が教育における

国際交流と提携をより強く推し進める上での発展の方向性と目標は更に明確になっている。

本学は「総合型、研究型、開放式」のハイレベルの大学を建設するという遠大な目標を既

に確立している。この目標を実現する要は人材の確保である。また「第十一期五カ年計画

期」は大学発展の大事な時機でもあり、数多くの国家レベル重点プロジェクトが次々と、

わが校に付与され、実施される予定で、国内外の人材の呼び入れは実現のための重要な対

策の一つである。この実現のため、今後、数年間にわたって以下の構想と展望を持ってい

る。 

 

（１）大学は引き続き、海外からの人材（と技術）の導入を重視し、重点学科、重点項目、

重点実験室及び教授陣の建設に努めていく。 
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（２）「第十期五カ年計画期」においては、既存の提携を着実に推し進めた上で、ハイレベ

ルの科学共同研究の展開と人材導入のための基礎固めとプラットフォーム作りをし、

調和の取れた国際環境の創造をするために引き続き世界の名門大学との提携を拡大し

ていく。 

（３）大学の実力は各大学院と学部に蓄積されていることから、今後、各院、学部は国内

にとどまらず、各対応する国外のハイレベル大学、大学院などと実質性のあるプロジェ

クト提携を作り上げていくことが学科建設と発展を図る上での重要な鍵と考える。 

（４）「海外人材データベース」が持つ特殊な役割を充分に利用して、彼ら自身の母校に対

する学術貢献に加え、彼らの紹介やネットワークを通じて、より大規模の人材導入を

実現する。 

 

今後、華中科技大学は政府の一貫した支持の下で、国家の「中国中部から立ち上がる」

という戦略及び、湖北省の迅速な経済発展、ハイレベルな人材育成のために、科学技術の

強力な支柱を提供し、変わらず前に向けて頑張っていきたい。 
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四川大学  
 

 
近年、四川大学では国際交流と協力が盛んに行われ、実りのある成果を上げている。そ

の手段は多様で、ユニークなものであるが、終始して学術交流を軸とし、海外の有名校及

びその重点学科との提携を促進してきた。一方で、レベルの高い、効果のある協力計画を

牽引力としながら、他方で、ハイレベルの国際会議や学術交流活動も行っている。また、

重点学科、新しい学科、学際的学科を発展する必要性から、大学は積極的に海外から人材

を招致し、学科建設、人材育成、ハイテク産業化計画などの面に、その力を活用し、教育

における国際化の発展を推し進めた。国際交流における目覚しい発展は、教育の面おいて

も、学術研究の面においても交流大学双方のレベルの向上及び国内外高等教育の発展に大

きく寄与している。現在、国際交流課を主導とし、学院を主体とし、教授を主役とする国

際交流の環境が出来上がりつつあり、四川大学は国際交流の舞台で力を発揮し、中国西部

地域における国際教育と科学技術、文化交流を促進する重要な掛け橋になっている。 
 

１ 2001 年～2005 年における国際交流の概況 
（１）積極的に国際交流を行い、交流レベルを向上させた。 
・ 四川大学は既に海外の 150 ヵ所の大学、研究所、教育センター及び教育基金と交流関係

を結んでいる。大学と教育提携をしている海外の大学は、世界でよく知られている大学

または知名度の割合高い大学が多数あり、その比率は 60％に達している。 
・ 中国にある外国の大使館及びその他の国際機構と常に交流関係を持っている。2005 年

四川大学欧州研究センターが申請した「中国―EU 欧州センタープロジェクト（ESCP）」
が EU に承認され、300,124．30 ユーロ（280 余万元に相当）のプロジェクト援助が得

られた。 
・ 2001 年～2005 年の間に、外国高官や中国駐在機関の使節を含めた海外からの訪問団は

571 団体を数え、訪問者は延べ 6,275 人にのぼっている。 

          
表格 2000 年―2005 年 海外来訪者統計 

2001-2005国外来访人次统计

1307

718
900

1550
1800

2001年 2002年 2003年 2004年 2005年
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大学を訪問した訪問者の中に、各研究学科の専門家や学者が 40%を占めており、その中

は、ゲディシャークや Rober Huber 博士（ノーベル賞化学賞受賞者）、James A.Mirrlees(イ
ギリス人で、1996 年ノーベル賞経済学賞受賞者)、クリントン政権の首席経済顧問、2001
年ノーベル賞経済学受賞者、世界銀行経済学家、アメリカコロンビア大学商学院経済学と

金融学教授 Dr.Joseph E.Stiglitz などノーベル賞受賞者や世界的有名な学者も少なくない。 
・ 五年間、90 数回のハイレベルの国際学術会議と学術討論会を主催、又協賛した。回数

が年々増え、レベルが高くなり、学科範囲が広くなりつつあるこれらの国際会議の開催は、

学科の建設と発展を促進しただけでなく、大学の国際的知名度を高めた。 
 
（２）教育国際化は著しい成果を成し遂げた。 
四川大学は、十ヶ国の二十余ヵ所の大学と連携して、22 項目に亘る学部生、大学院生を

育成する計画を展開している。その中には、「2+1+1」、「3+1」、「1+3」、「3+1+1」、「4+1」、
「4+2」などのモデルが含まれる。これらの計画の 
展開は、大学における国際化の促進、教育の改革、及び国際的競争力のある創造性に富む

人材の養成に重大且つ有益な役割を果たしている。 
・ 以上の計画に基づいて、延べ 274 名の学生は「共同育成」計画に加わり、海外の大学に

赴いた。2005 年には、「2+2」、「3+1」モデルに参加して、海外の大学へ学習に行く学部

生の数は 142 名に増えた。 
・ アメリカシアトルのワシントン大学との「学部生創造的人材養成計画」は 2005 年度に、

国家教学成果賞二等賞を受賞している。 
 

（３）大型の学術活動を積極的に開催し、四川大学の国際的知名度を高めた。 
・ 2005 年、成功裏に「中、米公立研究型大学学長フォーラム」を開いた。会議の企画、

立案、整然とした運営、また大学施設の整備状況や人材を育成する環境の充実に対し、

中、米 43 校の学長たちより多くの賞賛を受けた。 
・ 2005 年、アメリカのカリフォルニア大学と「10+10」合作協議を結び、同大学及び四

川省阿壩州政府、九寨溝管理局と協力して「九寨溝生態及び持続的発展国際研究センタ

ー」を設立し、その影響は国内外に及んでいる。 
 
（４）海外から知力を導入し、学校の学科建設を促進した。 
・ 科学研究と学科建設の必要に応じて、四川大学は重点的に国際的知名度のある専門家

や海外のアカデミー会員、学者などを招聘し、合作研究や難関突破研究、新製品開発、

現地指導などの形で、彼らと学術交流活動を行い、高い成果を収められた。招聘される

専門家の構成も、今までの主に言語学専門家を招聘する方向から科学技術専門家を招聘

する方向へと変わりつつある。毎年、技術系専門家の数は平均して専門家数合計の 90%
を占める。 
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・ 海外の専門家、外国籍の教師を招致し、教師陣の質の向上を高めた。五年来、学期ごと

に、海外専門家の指導を受ける若手教師、大学院生（修士課程、博士課程を含めて）、学

部生の数は 12,000 名を超えている。専門家による授業の分野も今までの単一の外国語か

ら文科系、理科系、医学、経済学、商学、法学、経営学などの 20 余の専攻にまで広がっ

ている。 
・ 知力導入計画の重点プロジェクト――「曙光計画」が正式にスタートされた。当計画は、

四川大学が「985 プロジェクト」二期建設を契機に、飛躍的発展を期して、重点的に取り

組んだ事業の一つである。大学はアメリカマサチューセッツ理工大学生物医学工程研究

センター副主任、首席科学者張曙光博士を中心とする世界的に優れている研究チームを

招聘して、四川大学ナノ生物医学技術と膜生物学研究所を設立し、「生物―医学―ナノ材

料」という新しい学際的学科分野において、いち早く世界一流レベルの研究所とトップ

レベルの研究チームを作り、一流の成果を創出する努力を行っている。 
 
（５）留学生教育が盛んに行われ、その規模もレベルも大幅に向上された。 
・ 現在、世界 39 ヶ国と地域から、1,763 名の留学生が大学で学んでいる。 
・ 留学生の中に、学士以上の学歴を持つ学生は全体の 68%を占めている。なお、修士、

博士課程に在学している大学院生や上級研修生の数は留学生全体の 20％にのぼってい

る。 
   

図：学歴を持っている学生 68%   （左） 
    学歴を持っていない学生 32% （右） 

   
 
 
・ 留学生の学習分野も 20 以上の専門に広がっている、また、臨床医学学院は率先して英

語で授業を行う学部生クラスを開いている。 
  

２ 日本との交流状況 
長年、四川大学は日本との広い範囲にわたる学術、文化交流を一貫して重視してきた。 

（１）四川大学における日本語人材の育成及び文化研究 
 ① 中国西南地域における日本語教学センター――四川大学外国語学院日本語学部 
   四川大学日本語学部は、1972 年の中日国交正常化以後、中国において最も早く設置

された日本語学部の一つであり、現在、専任教師 10 名、日本人専門家１名を有し、120
名の学部生と 30 名の大学院生が学んでいる。1973 年以来、1,000 人を超える卒業生を

育成してきた。2002 年から、三年連続して「四川省大学生日本語スピーチコンテスト」

が四川大学で主催され、わが大学及び四川省内の大学生に日本を理解する契機を与え

非学
历学
生
32%

学历
学生
68%
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ただけでなく、日本文化の紹介に、また中日交流の重要性をアピールするのに、重要

な役割を果たした。 
 ② 西南地域における日本語教師の養成基地---四川大学外国語学院日本言語、日本文学

研究科 
   1999 年から現在に至るまで、日本言語、日本文学研究科は既に 20 名の大学院生を

育てた。卒業生たちはそれぞれ、四川大学、復旦大学、成都電子科学技術大学、広州

大学、西南民族大学、西華大学、成都理工大学で日本語教師として教鞭を取っている。 
 ③ 日本留学生の養成基地 
   現在、日本からの 61 名の留学生が四川大学で学んでいる。その学習分野は中国語、

法律、経済、経営などの学科に及んでいる。1982 年から 2005 年までの間に、四川大

学は延べ 1,000 余名の長期、短期コースの日本留学生を受け入れた。 
④ 日本との交流 

   長年、四川大学の教師は東京大学、広島大学、山梨大学など、日本の大学との交流

関係を続けている。近年、様々の形で日本へ訪問、研修に行く教師が年々増えつつあ

り、その数は、1979 年から、現在まで約 800 余名に上る。また、早稲田大学、金沢大

学、長崎大学、北海道教育大学、大阪国際大学、熊本大学との間で交換留学生の交流

を行っている。毎年、数名の学生は日本文部科学省の奨学金を受けて日本に留学する。 
   1998 年、1999 年に、伊藤謝恩育英財団を始めとする四川省在住日系企業の援助の下

で、大学は第一回、第二回日本文化祭を成功裏に開催した。その後、又 2001 年に、日

本国駐中華人民共和国大使館重慶事務所と日本国際交流基金の協賛をえて第三回日本

文化祭を主催した。一方、日本語学部は、大学国際交流課の積極的な働きで、山梨県

から日本語語学専門家を 23 年にわたり招聘しつづけている。山梨県から来た専門家た

ちは、四川大学の日本語教育及び学術研究に大きく貢献している。例えば、犬飼和雄

先生（法政大学名誉教授）は数千冊に上る図書資料と視聴覚資料（主に日本の歴史、

文化、社会を紹介するビデオテープ 300 余本）を日本語学部に寄贈し、犬飼先生のご

協力で、四川大学日本文献資料センター――「犬飼和雄資料文庫」が設置された。四

川大学は四川地区の大学においては、日本語学習、研究用資料の蔵書数が最も多い大

学である。 
 
（２）日本の教育、文化機関との交流 
 四川大学は、日本国際文化交流研究所、東京経営研究所、日本学術振興会などの機関と

交流を行っている。 
 
（３）日本の財団との交流 
 トヨタ株式会社との交流---四川大学は優秀な卒業生をトヨタに推薦している。一方、ト

ヨタは「四川大学トヨタ奨学金」を設け、毎年 12 名の優秀な学生に奨学金を提供している。 
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 東京三菱銀行との交流――四川大学の優秀な学生に奨学金の提供を行っている。 
 伊藤謝恩育英財団との交流――四川大学日本語学部の優秀な学生に奨学金を提供してい

る。 
 岡崎嘉平太国際奨学財団――四川大学の学生に日本留学の奨学金を提供している。 
 住友財団――四川大学の教師に日本研究の助成金を提供している。 
 
３ 代表的な交流プロジェクトの紹介 
「国内一流、国際知名」の高レベル研究型総合大学の建設を目標としている四川大学は、

学校の人材育成のモデルと目標（深い文化的素養、しっかりした専門知識、広い国際的視

野、強い創造・革新意識を持つ優秀な人材と国際化時代における社会を牽引するエリート

を育成することを目標としている）に応じて、人材育成における国際交流の重要性を高く

認識し、学部の教学改革を推進しつづけている。1999 年から、国際交流課は、教務課、学

生管理課と協力して生命科学学院、建築と環境学院、材料学院、歴史文化学院、コンピュ

ーター学院、経営管理学院、経済学院、公共管理学院で、「四川大学--アメリカシアトルワ

シントン大学創造的人材養成計画」を実施し、四川省とワシントン州との交流を深めた。 
  
・「四川大学--アメリカシアトルワシントン大学創造的人材養成計画」の概要 

二十一世紀の科学技術革命及び中国の WTO 加盟のチャレンジにあたり、四川大学は、科

学技術による国づくりの戦略の下で、1999 年の夏からアメリカワシントン大学との間に、

四川省・ワシントン州が共に直面している生態環境における科学的、技術的、社会的チャ

レンジを中心課題として検討する共同計画が考え始められた。双方は 2000 年の秋から正式

に共同計画をスタートさせることに合意し、学部教育改革と交流を契機に学生の創造力の

養成及び双方の科学研究の促進に、協力の重点を置いている。「四川大学--アメリカシアト

ルワシントン大学創造的人材養成計画」と名付けられた当計画の内容は以下の通りである。 
双方大学の教師、学生からなる研究グループは、四川省、ワシントン州が共に直面して

いる問題を共同で研究する。研究課題としては、森林生態の問題、汚水処理の問題、グリ

ーン材料加工の問題、生物多様性の問題、人と環境の相互関係の問題などが挙げられる。

2000 年の秋から、四川大学とワシントン大学は毎年、それぞれ学部一年生を 25 名選び、

プロジェクトの研究に参加させる。研究活動に加わることによって、学生たちは以下の諸

方面において、能力が鍛えられる。 
 
① 共同研究グループの一員として、二つの大学の先端的研究に参加できる。 
② 双方の直面している問題を比較研究するによって、世界に対する理解が深まる。 
③ 新しい方法で外国語の勉強ができる。 
④ 大量に、創造的にインターネットを使用してアイデアや資料、問題を解決する方法な

どを交換することができる。 
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⑤ 研究計画に参加して、三年目に、相手の大学へ留学できる。 
⑥ 四年目には、各自の母校で卒業論文の作成又は設計を完成することができる。 
 
 国際的教育と学術研究の協力を通じて、四川大学とワシントン大学は、双方地域の直

面している問題の解決、及び未来社会の指導者たちへの良質な教育の提供に、貢献する

ことを望んでいるのみならず、当共同研究計画の円満な実施によって、大学における教

育改革、とりわけ学部生の創造的教育の面における改革に成功したモデルを提供しよう

と希望している。 
 当共同研究は、そのユニークな方法にしても規模にしても、中、米両国にとっては一つ

の新たなテストとなるであろう。 
 共同研究計画の実施に当たり、双方は、毎年、団体訪問や個人訪問などの形で互に相手

校を訪問し、計画をめぐる意見の交換を行っている。 
 アメリカワシントン大学は、創造性に富むユニークな学部生教育改革の先駆として、ア

メリカでの知名度は非常に高いものである。それにも拘らず、ワシントン大学は新たな発

展を目指して学部教育に力を入れ、更なる改革を模索し続けている。その影響はアメリカ

国内においては非常に大きなものがある。大学は、ワシントン州政府及びアメリカ連邦教

育部から支持を受けているこの四川大学との共同研究計画を学校教育改革の一環として

位置づけている。双方が検討を重ねた結果、最初の研究計画は環境科学、生命科学、材料

科学、考古学などの五つの分野において行われることになった。一つのグループは、双方

が選んだ一、二名の教授と五、六名の学生からなる。研究に加わった学生は各自の基本的

な勉強以外に、中、米両国の教授から共同指導を受け、インターネットを通じて研究情報

を交換する。 
 当共同研究計画は 2005 年度中国教育部学部生教育成果賞、二等賞を受賞している。現

在、共同研究はスムーズに行われている。 
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西安交通大学  
 

 
１ 国際協力交流概況 

 近年来、世界での一流大学育成を目指す「985 工程」を契機に、国家の「西部大開発」と

いう好機を掴み、西安交通大学は対外開拓と対内発展との結合原則を積極的に推し進めし

て、その結果、大学の国際協力と交流は新しい状態を呈している。実質的な国際交流と合

作を重視し、いっそう多くの世界的な名校や多国籍企業との協定を締結したいと考えてい

る。地域間と国家間の大学運営形式を探索し、先進的な大学運営理念を導入して国際化大

学運営歩調を迅速に進める。毎年、ノーベル賞受賞者や他の世界的に著名な学者を招請し

て大学の特別講義や科学研究合作などが行われている。教師と学生の国際視野を開拓し、

学術レベルを向上させて、中国への留学事業を積極的に進める。その結果、学歴生率が 75％
に達し、医科学歴生教育も目覚ましい成果をあげ、大学の発展に貢献できる。とにかく、

わが校の国際合作と交流事業では、大学が全方位、多段階、広領域、高水準という国際化

方向へと発展しつつあり、大学の国際名誉と知名度を大いに向上させ、国際競争力のある

人材と教職員スタッフを育成するため、学校が飛躍的に発展するため、いい基礎を打ち立

てている。 

 2000 年以来、わが校は世界各地から来られる訪問代表団を四百回、二万人ほど接待した。

アジア、ヨーロッパ、アメリカ、アフリカなど世界各地の有名高等学府及び機構と多種形

式で合作関係を結び付けている。アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、日本、オラン

ダ、ベルギー、カナダ、オーストラリア、シンガポールなど二十数ヵ国やホンコン、マカ

オ、台湾などの地域百ヶ所以上の高等学府と大学間の合作協定を締結し、Micro soft、Intel、
Samsung、IBM、アメリカ Milbank 基金など世界有数の企業と合作関係を結んだ。外国か

ら長期に及び招いた専門家が 132 人に達している。短期招待と短期訪問の専門家は合わせ

て 856 人いる。高い水準での外国及びホンコン、マカオ、台湾地区の専門家講座は、1,000
回を越え、聴衆は計 50 万人である。「WTO 中国及びアジア経済年会」、「第五回多相流伝熱

伝質及びエネルギー転換国際学術会議」、「第九回海峡両岸環境保護学術シンポジウム」な

どを代表として三十三回の高水準の国際学術会議が主催された。 

西安交通大学は日本と広範かつ密接な合作交流を持ち続けてきた。2000 年から今に至る

まで、わが校は日本各大学や有名企業などとの交流合作を幅広く推進し、学術、科学研究、

教育及び人材育成などに関する多方面での交流と合作を積極的に展開している。 

 

２ 対日交流協力の主な形式 

本大学の日本との交流提携は、大学との国際交流、企業との提携、研究の提携、人材養

成など様々な形式で行われている。 
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提携研究の方面において、本大学は日本の大学と高いレベルでの専門領域の提携と交流

が行われた。1999 年から今まで、日本の 20 以上の一流大学と交流契約及び契約継続を 25
以上ある。本大学は東京大学、慶応義塾大学、大阪大学、筑波大学などの日本で最も有名

な大学の教授と提携研究を行ない、著しい成果を遂げた。それと同時に、本大学は積極的

に企業と共同して研究開発を行った。1999 年から、本大学は理光、松下電器産業、富士ゼ

ロックス、SMC、富士通、日立医療器械、オムロン等企業と契約し、提携研究項目は 10
あまりに及ぶ。 

高いレベルでの人材の提携養成において、本大学は優秀な教師や学生を積極的に日本に

派遣し、日本の教授や留学生も積極的に受け入れている。例えば、日本語科の趙蔚青副教

授は県立広島女子大学で勤めていたときに、｢標準日本語文法｣の編纂を完成し、学術界で

高く評価された。日本から本大学に専門的な勉強をするために来た学生と中国語の研修生

の人数もしだいに増加している。 

 

３ 代表プロジェクトおよび協力モデル 

本学では、対日交流に顕著な効果が現れている。その代表的なものは、人工智能とロボ

ット研究所、材料学院、機械学院、航空航天学院と日本の大学および企業との交流、協力

である。 

 

（１）人工智能とロボット研究所――日本の有名な大学や企業との全面的な協力 

人工智能とロボット研究所は本学の優秀な人材を育てる重要な分野の一つである。主

に、コンピューター視覚とモデル識別を基礎としての智能情報処理理論および系統実現

技術についての研究をしている。本学学長鄭南寧先生が本研究所の所長を担当している。 

数年来、数多くの日本有数の大学および企業との間に、幅広い学術交流や協力関係を

築き豊かな成果を挙げた。研究所が発展してきた過程を顧みると、1986 年から慶応大学

と絶えず密接的な人員往来や交流をおこなっている。しかも、本研究所には慶応大学を

卒業した博士が二名いる。2000 年に、所長の鄭南寧教授が卓越した業績をあげている留

学生の代表として、慶応大学に招かれて主題報告をすることになった。2002 年、「情報理

线論と応用」と「非 性理論と応用」といった二つの国際会議を開催した。また、徳島大

学、法政大学との間では、博士育成の協力と学術交流をしている。 

本研究所が、日本富士ゼロックス株式会社と共同研究協力関係を締結したのは、十年

前のことであった。顧みると、約 30 以上の文字映像処理核心計算法および嵌入式ソフト

の研究と開発プロジェクトを担当した。しかも、仕上げられたプロジェクトの質が会社

の技術者に高く評価され、その結果、毎年の研究プロジェクトが安定し、研究所の科学

技術研究環境に貢献するところとなった。そして、特別研究員として日本富士ゼロック

ス会社の研究開発センターで協同研究に従事しているのは 5 人いる。そのほか、研究所

传がコンピューター視覚 感信息的道路交通環境態勢分析と映像検索方向といった面で、
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日本の OMRON 会社と良好的な協力関係を築いている。 

 

（２）材料学院――連合研究センター成立、高水準国際化人材養成 

材料学院金属材料強度国家重点実験室の主任である孫軍教授と日本国立物質・材料研

究機構材料研究所の主任研究員である任暁兵博士とは科学研究での合作を行い、多学科

材料研究センターを成立させた。中国でのこのセンターは材料に関して学科間の浸透、

交差、総合に力を注いだ初めての研究機構である。中国での学科を越える材料研究への

推進および国際的な水準に当たる科学を研究する人材の養成を目指している。 

このセンターでは K. Otsuka 教授（国際形状記憶・マルテンサイト材料研究の先駆者

として名を知られた教授である）、任暁兵教授、T. Suzuki 教授および K. Nakamura 教授

など著名な科学者を共同研究者に迎え、顕著な成果をあげた。任暁兵教授が Nature 
Materials で発表した研究成果は世界の学術界と工業界で大きな反響を呼んだ。このグル

ープは国家自然科学基金委員会海外青年学者合作研究基金と教育部の「長江学者と創新

グループ発展計画」の創新グループプロジェクト援助計画の経済的援助を獲得した。2006
年頭わが校は教育部、国家外国専局連携的に実施した「大学学科創新引智計画」の一項

を得た。 

 

（３）航空宇宙学院――国際学術会議開催、学術交流推進 

2005 年 9 月、わが校の航空宇宙学院と日本東京工業大学機械科とは第一回「JTU-TIT 
Joint Workshop on Creative Engineering---Mechanics, Control and Robotics」を共同主

催した。シンポジウムの座長はわが校航空宇宙学院の院長、長江学者特別招聘教授、国

家傑出する青年基金を獲得した王鉄軍教授と日本東京工業大学工学部副部長岸本喜久教

授とが担当した。シンポジウムではわが校の副校長である盧天健教授と日本東京工業大

学で訪問教授としているアメリカのカリフォルニア工科大学の Guruswami 
Ravichandran 教授が招かれ、それぞれ報告をおこなった。シンポジウムでは両校から

40 篇からの論文が送られてきた。 

 

(４)機械学院―日本著名企業と連携実験室の成立、産業学習研究の結びつけ 

2004 年わが大学の機械学院電子工程系は、電機･エネルギーのパーツを生産する国際的

な実力がある日本の SMC 株式会社と共同して、「西安交通大学 SMC 電機・エネルギー

技術研究室を設立した。2005 年 SMC 側は科学研究と実験室の建設のために 80 万元を投

資した。現金投資のほかに、無料で当社のあらゆる製品の申請を許可した。研究内容は

主として、当社の電機・エネルギーの新製品の開発及び旧製品の性能と質量の向上であ

る。それと共に、電機・エネルギーの基礎理論も研究する。この二三年来、多くの電機

機能の新製品が開発され、10 名以上の博士と院生が育成された。それ故に、技術的に先

進的な実験室となってきた。友好的、積極的な協力を通して、わが学院の電機・エネル
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ギーの技術が高まってきた。 

2005 年 10 月 19 日から 30 日にかけて、機械学院は、「新シルクロート行き」を主催し

た。以下の 6 台の新エネルギーの車が参加した。大阪産業大学が開発されたソーラーカ

ー及び電機車、上海 Maway 電気車が開発されたミニ電機車、西安交通大学が開発した「思

源一号」の（遠隔操作の）無人車及びソーラーカー及び電機車。活動が成功を成し遂げ

たおかげで、若い教師と学生がこの重点な課題を挑戦する信念をより高めている。そし

て中日双方の新エネルギーの交流と合作が高まった。 

近年来わが校は日本向きの交流でよい成果を得た。各学院は積極的に日本の一流大学、

一流企業などとの共同研究ができるようにと勤めている。それと同時に学術の面、科学

の面での相互交流と発展を増進するよう努力する。 

 

（５）慶応大学工学部と連携申請合作研究プロジェクト、日本 NEDO の援助を得た 

2004 年から、わが校のおける国際交流機関はいくつかの学院が日本慶応大学工学部と

の協力をすることができるようにした。日本の新エネルギー・産業技術総合開発機構

（NEDO）北京事務所の支持により、2004 年と 2005 年に西安と、東京で、三回の合作

研究シンポジウムを行った。シンポジウムで両学校はエネルギー、環境、材料、機械、

電機など幅広い領域の合作を討議した。シンポジウムには日本の NEDO 北京事務所の首

席を招請した。NEDO の参加者は当事務所における対中国の研究交流と研究支援制度を

紹介した。外事窓口の積極的な協力と関係ある教授の努力により、現在わが校は三つの

合作研究プロジェクトに対して NEDO の援助を得ている。 

 

４ 未来の展望 

 既に述べた通り、わが校は近年来の対日交流はよい成果を成し遂げた。大学は各学院が

積極的に日本の一流大学、一流企業との共同研究をできるように勤めている。中日双方に

とって有益かつ実りある学術交流及び協力関係を推進していきたい。それと同時に、わが

校は講義を行うために、積極的に日本の専門家を招いている。優秀な若い科学家、教師、

学生を日本に留学するように推薦することを通じて西安交通大学の更なる国際化に貢献し

た。 

近年、わが校は、中国と日本の合作と交流の現状から、将来中日交流がさらに増加する

ことを確信している。今後、積極的に多くの一流大学との協力関係を通して、わが校の国

際的新イメージを打ち立てるようにする。また、国外の大学と共同的に人材の育成をする

ことによって、わが校の各方面における人材の素質を高める。それに基づいて学術研究、

技術開発、成果転化、人材育成など各方面の発展を高める。特に実質的合作に重点を置く

こととする。その結果、わが学校の対日交流は新しい段階に飛躍できると確信する。 
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東北大学  
 

 
東北大学は積極的に学校の国際化を進めたり、国際交流のルートを広げたりしようとし

ている。対外学術交流、科学研究合作、教師交流、専門家招待プロジェクト、中外学校運

営の提携及び留学生教育などの面で、大きな進歩をした。地域と歴史の原因で、東北大学

と日本との交流が特に目立っている。 
 

１ 東北大学対外交流の簡単な情況 

東北大学は相次いで 22 の国家と地域の 106 の大学、科学研究院（所）と学術交流関係を

結んだ。その内、日本の学校は 17 あり、全体の 16％を占めている。近年来，相次いで国外

へ研修、講義と科学研究合作に派遣した教師は延べ人数 1,200 名である。その内、日本に

派遣した人員はわりに大きい割合を占めている。日本留学から帰国した博士、オーバード

クター研究生は 70 名あまりである。今、学校の副処長以上の幹部では留学経験のある者は

13.4％であり、教授の中で留学経験のある者は 30.1％であり、博士指導教官で、留学経験

者は 40.3％である。学校は外国の専門家を延べ人数 1,893 名、授業担当、講義と科学研究

合作に招待した。名誉教授或いは非常勤教授に招いた国内外の有名な学者は合わせて 591
名である。今、日本と協力している科学研究項目は 11[1]あり、2003 年から 2005 年にかけ

て、東北大学で開いた日本に関連する国際学術会議は 16 回[2]、日本と協力した重大な生産、

学術、研究合作は 3 つある。これらの合作は学校の学術実力の高まりを力強く促進した。 

 
２ 学校の対外交流における一部の代表的成果 
（１）国際学術交流に力を入れ、学科実力の高まりを促進する 

 東北大学の冶金学科は全国でも実力の高い重要な学科で、今までずっと人材育成、高い

レベルの科学研究プロジェクトの担当と完成の面で国家のために大きな貢献をしてきた。

長年、この学科は優秀な教師を選抜して外国へ研修に派遣し続けてきた。その内、日本へ

派遣した人は大体 30％ぐらいである。現在、それらの教師たちの多くは既に修了して帰国

した。彼らは教学、科学研究だけでなく、行政幹部として一部の人は東北大学の発展のた

めに大いに奉げている。今の東北大学の学長赫冀成教授は 80 年代教育部によって日本留学

に派遣され、名古屋大学の有名な学者鞭岩教授に従って勉強して、名古屋大学工学博士号

を取得した。彼は日本で育った「冶金反応工程」という分野での一人目の中国人の博士で

ある。昨年、優れた業績と声望で、赫冀成教授は名古屋大学が授与した Fellow 賞の初めて

の人になった。 

 毎年、東北大学は外国の有名な教授、学者を講義、交流及び研究合作に招いてきて、学

科実力の高まりを力強く促進している。 
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 赫冀成学長の名古屋大学での留学経験により、我が学校は日本名古屋大学浅井滋生教授

を初めとする多くの有名な学者を招いたことが何回もあり、材料電磁過程（EPM）という

分野で、広くて深く合作したり研究したりして、そして大きな成果をあげた。浅井滋生教

授の促進で、東北大学は日本名古屋大学と、2005 年 9 月にアジア材料電磁過程の研究基地

（COE）というプロジェクトの連合申請に成功した。 

 我が学校はフランスのメズ大学国家科学研究センター（CNRS）の Claude ESLING を非

常勤教授に招待した。我が学校が「強磁場の作用で金属材料の熱処理技術」という国家「十

五」863 項目を担当しているうち、ESLING 教授は私たちと協力して炭素鋼の固体位相変

化と再結晶の過程での強磁場作用の物理模型の作り、それに、磁場と温度場との結合作用

に応じる工芸パラメーターの最高選択という問題を研究した。研究成果は所期の技術指標

に達し、さらにオーバーした。理論上で強磁場が金属材料の再結晶と固体位相変化の過程

に対する作用規律を明示した。固体情況における材料電磁メイクアップ過程理論の枠を一

応造った。我が国の自分知的所有権の材料の微視組織結構の最優秀なデザイン方法と制御

技術を創った。 

 

（２）国際合作と交流を通して、ハイテク産業の発展を促進する 

 東北大学東軟会社（NEUSFU）の壮大な事業の歩みの始まりは東北大学ソフト研究セン

ターと日本 AERPAI 株式会社との提携によるのである。現在、この会社はもうソフト技術

を中心にして、ソフトとサービス、デジタル医療、IT 教育と養成を主な業務範囲にして、

ソフト研究、設計、開発、製造、販売、養成とサービスを一体化にした解決方案提供会社

になり、アメリカ、日本、香港にも支店がある。東軟会社と日本との業務の協力は主にソ

フト分野（応用ソフトとクローズアップソフト）である。2005 年、東軟会社が日本に輸出

したソフトは 6,000 万ドル近くになった。東芝、AERPAI、ソニー、日立、松下、大和、

SONYERICSSON のような大手客と協力団体を持っている。日本で東京以外に販売サービ

スのホームを設けたので、日本の協力団体に更に速いサービスと支持を提供できて、それ

で、東軟会社の下請けの主な部分は続けて高度成長を保持することもできるようになった。

同時に、東軟会社は非常に、欧米市場の開発を重視して、EMC、HP といった多くの多国

籍企業と協力関係を結んだ。 

 日本の AERPAI 会社と東芝会社は合わせて東軟会社の 31％の株を持っている。日本通用

服務会社が大連東軟情報服務有限公司に対する投資比率は 90％である。東軟―AERPAI 自
動車電子研究センターでは AERPAI 側は投資して、東軟会社側は経営と管理をしている。

そのセンターはもう 4 つの特許を申請した。全部発明特許である。 
  東北大学は日本東洋特殊鋼業株式会社と合資して、瀋陽東洋異形管有限公司を作った。

この公司は高難度異形管の生産という国内での空白を埋めた。瀋陽市南湖科学技術開発区

で最も見込みのある独立経済実体の一つと呼ばれている。 
 他に、東北大学はまた日本三建会社と合資して東大三建炉製造公司を作った。現在、こ
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れらの合資企業は全部順調に、穏やかに発展している。 
 
（３）世界に面して、学校運営を開放させる 

2005 年 9 月に東北大学はオランダのエインドホウェン科学技術大学（Eindhoven 
University of Technology）と提携して、我が学校での初めての中外学校運営提携機構――

東北大学中蘭生物医学と情報工程学院（Sino-Dutch Biomedical and Information 
Engineering School of Northeastern University）を創った。これは東北大学が生命科学分

野で発展を求めて、そして挙げた成果であり、戦略的な意義がある。 
 東軟会社と PHILIPS 会社はその学院の投資側で、そして学院に強大な教学、研究と実践

の基地を提供している。科学研究の速い発展を促進するために、学院はオランダ側の教授

を学院の科学研究院長に招待して、オランダ側の教授と東北大学の教授の協力によって研

究所を作った。投資側とオランダ大学側は研究開発の種目に対する支持を提供する。東軟

会社、PHILIPS 会社とエインドホウェン科学技術大学（Eindhoven University of 
Technology）は協力して学院に科学研究のプロジェクトに対する支持を提供する。学院は

総合的に中、蘭双方の優秀な教育資源を利用して、「生産、学習、研究」の合作と教育提携

を実現して、関連する専攻の国際化の高等専門人材を育成する。 

 この学院は先に東北大学研究型学院の列に入り、ハイテク企業と国家経済の発展に対し

て、重要な役割を果たす。 

 

３ これからの対日合作交流に対する全体的な考え 

（１）密接な関係を持っている、実力が高い日本の大学と協力して、院生を養成する 

  ① 共に院生養成の方法、科目設定及び養成計画に関する改革提案 

  ② 特に博士、オーバードクターの協同養成に力を入れる 

  ③ 先端的な科学研究項目を引き付けて協力して、人員の交換と情報の分かち合いを

する 

（２）更に日本側と遠距離高等教育システムの開発と協力を探求する 

（３）短期または長期的に実力の高い日本の専門家を招待する 

  ① 学科の先端的な授業を担当していただき、関連する学科の研究状況を系統的に紹

介していただく 

  ② 博士を指導したり養成したりしていただく 

  ③ 科学研究、論文発表、国家或いは国際合作研究種目の連合申請で協力していただ

く 

  ④ 東北大学の名義で国際学術会議を引き受ける 

  ⑤ 学校の重要な建設項目に意見とアドバイスを出していただく 

（４）日本との生産、学習、研究或いは政府、生産、学習における合作を強化したり促進

したりして、ハイテク企業の発展を促進する 
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（５）日本との学術の交流と合作に力を入れる。特に材料、環境と情報などの関連学科の

面で、一歩進めて合作を強めて、共に突破性の成果をあげようとする。 

 

 

備考： 
[1] 日本と協力した科学研究項目の一部： 
    1) アジア材料電磁過程の研究基地（COE 项） 目 
  2) 日本文部省「研削技術精密加工」国際合作項目 
  3) 日本文部省「新型窯業材料超音波研削複雑加工」国際合作項目 
  4) 自診断技能を備えるスマ—ト構造物の最適設計に関する共同研究 

5) 名古屋大学工業学部材料電磁過程実験室との共同研究合作協議 

6) 日本東北大学金属材料研究所との共同研究合作協議 

7) 分布式のデータバンクシステムでの調べ処理技術についての研究 

8) 并向のデータバンクシステムでの肝心な技術についての研究 
9) 情報安全とろ過技術の研究 
 

 
[2] 東北大学で開いた日本と関連する国際学術会議の一部： 

2003 年 工業生態国際論壇 

第一回先進鉄鋼材料発展国際セミナー 
第二十回東方言語コンピューター処理国際学術会議 

2004 年 中日 IPv6 合作技術と報告会 

大型科学技術のホームの利用による、先進材料の特徴についての証明の 

国際セミナー 

第二回先進鉄鋼材料発展国際セミナー 

ヨーロッパとアジアにおける材料電磁過程学術セミナー 

第三回磁性産業国際学術会議即ち第一回物理学と情報産業国際学術会議 

2005 年 強磁場作用による金属材料微視組織と結構国際学術セミナー 

国際超細粉と先進無機材料セミナー 

第十一回工業工程と工程管理国際学術会議 

第一回アジア材料電磁過程学術セミナー 

2005’中国遼寧（瀋陽）国際大学学長論壇 

2005’材料デザインと組織コントロール国際高級セミナー 

第十二回アジアバイオロジック学術セミナー 

第六回東アジア科学技術と社会国際学術会議 

 


