
グローバル化に対応した中国の諸外国提携大学

―西安交通リヴァプール大学の事例を中心に―

澤谷敏行

要 旨

中国の諸外国との提携による法人格を持つ大学は、2004年に初めて設置され、

2021年5月現在全国に9校が設置されている。設置形態は、中国の国公立大学と

海外の著名大学との提携運営による民営高等教育機関である。これらの大学は、ダ

ブルディグリー制度により二カ国の学士学位を同時に取得できるという画期的なカ

リキュラムになっている。かつて、日本に進出した米国大学日本校と比較して外国

大学の本土進出に対する日本の政策との違いと、西安交通リヴァプール大学の事例

から諸外国提携大学の二カ国によるアイデンティティ教育の有効性と高等教育の共

通財としての価値を考察し、日本への示唆を導出する。

Ⅰ 問題意識

外国の大学の本土進出に対して日中両国における事例は、その政策によって結果に大き

な違いが見られる。1990年代における日本の米国大学日本校と2000年代における中国

の諸外国との提携運営による大学（原文「中外合作大学」、以下諸外国提携大学と呼ぶ）

である。自国の産業を発展させるうえで外国の先進科学を受け入れるということは両国と

もにこれまで実施されてきた。しかし、本土に外国大学を設置するということに対する対

応は、両国の間で異なっている。本稿では、外国大学の本土へ進出に対する政策と運営実

態を比較するとともに、海外留学ブームに乗じて成果を収めている中国の諸外国提携大学

について考察する。特に中国政府が認可している民営高等教育機関の営利性に関する規定

と西安交通リヴァプール大学の事例から外国大学の進出の背景と諸外国提携大学の二カ国

によるアイデンティティ教育の有効性を考察し、日本への示唆を導出する。

23経営戦略研究 Vol.15



Ⅱ 中国の諸外国提携大学の現状と背景

まず、先進国の中国への進出の背景と中国政府が高等教育機関の営利性を認可した法令

の内容について考察を行う。

１ 先進国進出の背景

中国では、1990年以降の高度経済成長により高等教育機関への進学率は近年急激に伸

び続けている。表1にみるようにGDPの伸び率は、2000年度1兆2,055億ドルに対し

て2020年度は14兆7,228億ドルで約12倍の増加となっている。2000年度から2020

年度を見ると、2020年度は2000年度在学者数の約7.5倍にまで増加している1。2020年

度の中国高等教育機関における在学者数4,183万人は、米国の1,754万人（米国IIE2020

年の統計）を大きく引き離し世界第1位である。こういった背景から中国は世界の高等

教育市場として先進国からのターゲットとなっている。中国の高等教育の量的拡大には、

政府の教育予算不足が課題となり、その結果、解決方法として政府の民営高等教育機関奨

励へつながった。中国の高等教育は、図1のように大衆化、国際化、市場化し、民営大
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＊1は社会諸勢力が営む機関で、全国高等教育機関数に含まれない。

＊2・3は、全国高等教育機関数に含まれる。

出所：中国統計年鑑（1985年,2001年,2019年）、中国教育部「教育発展統計

公報」各年度版、GDPは、国連国際通貨基金（IMF）統計を参考とし筆

者編集。

表１ 中国のGDPと大学粗就学率（進学率）

1 中国教育年鑑及び中国教育部教育発展統計公報http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/sjzl_fztjgb/に基づく。



学、独立学院、諸外国提携大学の民営高等教育機関が誕生している。民営高等教育機関は、

当初国公立大学の補完的役割、または大衆化の受け皿としての役割が期待されたが、市場

のニーズを敏感に捉え、独立学院と諸外国提携大学は特徴ある設置形態に発展した。

２ 社会的背景と政府の対応

諸外国提携大学は、中国の東南沿海地域には海外企業の工業園ができ、その経済発展し

た地域に2000年以降に誕生した。2001年に中国がWTOに加盟し、中国人の海外留学

ブームが続き、英語熱がますます盛んになった。2016年までに9校が設置された。米国

3校、英国2校、香港2校、イスラエル1校、ロシア1校である。英語、ロシア語をキャ

ンパスの共通言語とし、中国と諸外国の両方のキャンパスで学習する。分野は、商工業、

理工科学、建築、都市計画、材料科学、生命健康科学、生物科学、化学環境学などが多い。

中国政府の対応は、諸外国の著名大学を積極的に受け入れ、中国の学位と提携校の学位

を同時に取得できる道を開き、また海外の大学がビジネスとして進出しやすくするため

に、民営高等教育機関に対する「民営教育促進法」「諸外国との提携学校運営法令」の規

程を整備し、収益性を認めた。本土進出を迎え入れて、自国のために活用する対応であっ

た。

３ 出資者のメリットと大学の現状

出資者は、法令により所有権が保持できるほかに収益を回収することができる。他にも

関連事業において収益性が見込まれる。海外の提携校にとって卒業後は優秀な学生を自国

に取り込むことができるなどのメリットがあった。入学する学生は、全国統一入学試験
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出所：筆者作成

図１ 中国の大学発展の背景



「高考」の成績が国公立大学と遜色のない高い学力レベルとなっている。キャンパスには、

海外のからの留学生、交換留学生、外国人教員が多く国際的な雰囲気を醸し出し、外国語

がキャンパスの共通語として使用されている。

４ 外国との共同プログラムと学校運営の現状

叶（叶2016,2332頁）によれば、中国において海外の大学との連携は、2013年段階

では全国に1,979件の海外との提携による様々な大学レベルや学部レベルの共同プロジェ

クトが行われている。その対象国は、英国26％、米国16％、ロシア15％、オーストラ

リア14％、カナダ7％の順となっている。中国教育部のホームページ「中外合作�学」

によると2021年4月現在、海外の大学との提携の数は、膨大で江蘇省だけをみても、大

学等教育機関に所属する学院7校、また共同プロジェクト210校あり、江蘇省では、オー

ストラリア51件、カナダ47件、米国31件、シンガポール、韓国、英国が21件、その

他となっている。その中には日本のコンピュータ学院と蘇州の職業学院など3件の提携

も含まれている2。しかし、大学として独立法人格が認められ、営業権が認可されている

のが2021年5月現在、全国の諸外国提携大学9校のみである。

Ⅲ 日本の1990年代の米国大学日本校のケース

1990年代の日本における米国大学日本校について、社会的背景、政府の対応、出資者

のメリット、大学の状況を比較し考察を行う。

１ 貿易摩擦の解消としての外国大学の受け入れ

日本においては、かつて1990年代に米国の大学が日本に進出した。その背景は、日米

の経済摩擦解消を目的としたものであった。1986年5月に両国の国会議員団による日米

貿易拡大促進委員会が開かれ、具体的な交渉内容の一つとして米国大学の日本誘致があっ

た。つまり、米国大学日本校は、日本と米国との貿易、ビジネスととらえられた。大安

（1992）によれば、米国大学日本校は、1990年頃30校から40校あったが多くは撤退し、

鳥井（2003）によれば当時の大学で現在残って入るのはテンプル大学のみとなっている。
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2 中華人民共和国教育部「中外合作�学」http://www.crs.jsj.edu.cn/aproval/localbyarea/5 閲覧日：

2021年4月8日



２ 軌道に乗らなかった原因

大安（1992）によれば、1991年に設置された30校のうち、本校と同じカリキュラム

を提供するもの17校、英語教育を主体とするもの7校、大学院プログラムを提供するも

の3校、その他3校であった。創設時の背景は、経済発展、円高による日本側の資金が

十分にあり、米国で人口が減少し、日本の18歳人口が増加し、進学率も上昇していた。

国際化ブームに乗じて外国大学招聘の動きが活発化した。また日本の労働力不足を外国人

で埋めようという政府の狙いもあったという。そして日本の私立大学では出資者が所有権

を放棄しなければならないが、米国では所有権を維持できるので、日本人の設置者には魅

力的であった。しかし、大安（1992）の調査によると、当時の学生のほとんどが日本人

で、「日本に居ながらにして米国の大学」という雰囲気ではなかった。入学者のレベルが

低く、日本の大学進学に失敗した学生が多く、入学後の英語の授業についていけず、米国

の本校に編入学するために必要な英語能力TOEFL500点に達しない学生が出ていたとあ

る。日本校を卒業しても日本の学位が授与されない。米国の本校に編入し卒業する英語力

がなく、本校と同じカリキュラムを提供しようとしたが、それらの学校は軌道に乗らず廃

止されていった。

３ 外国大学に対する政府と大学の対応

鳥居（2003）によれば、1990年代に進出した大学では、大学院プログラムを提供するテ

ンプル大学ジャパン校のみ残った。日米の高等教育政策に関して、大安（1992）によれ

ば米国における大学の倒産は連邦政府の責任にはならないが、日本の私立学校の倒産は、

当時文部省の教育行政責任が問われるとされた。そのこともあったためか、これらの学校

は日本の大学とは認められることはなく、県知事の認可する専修学校扱いであったことも

米国大学日本校の日本での発展を妨げることとなった。外国留学ブームが起こっていたが、

米国大学日本校はこの対応から日本の私立大学にとっての競合相手とはならなかった。つ

まり、日本の政府と日本の大学は外国大学の本土進出に対して敵視政策をとったといえる。

Ⅳ 諸外国提携大学のビジネスとしての大学設計

１ ビジネスとしての大学設置

諸外国提携大学は、主に英国、米国などの著名大学と中国の一流大学との提携によって
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設置運営され、『中華人民共和国民営教育実施法』（2003年、2016年改正）（以下『民営

教育促進法』と略）3の規定に基づく民営の高等教育機関であり、国家からの投資を全く

受けておらず、ビジネスとして大学経営を成り立たせている。諸外国提携大学は、中国の

法令によって独立法人として認可された営業権を持つ大学で、2020年現在表2のとおり

の9校である。初めて設置された大学は2004年で寧波ノッティンガム大学である。そし
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3 中華人民共和国民営教育促進法」2003年9月1日施行、2016年11月7日第2次修正。（原文《中�

人民共和国民�教育促�法》）

注：入試点数の全国統一試験「高考」は、各省で総合点が異なるため、2019年江蘇省出身者平均点

で表示。本科一本線とは、各省での大学入学最低ラインの点数で、省ごとに異なる。

＊はその他の成績を合わせて総合評価。その他の成績とは、例えば独自試験、高校成績など。

出所：各大学ウェブサイト（閲覧日2020年10月20日、2021年2月5日）等により筆者作成。

表２ 諸外国提携大学全校の一覧（2020年現在９校）



て2010年までに3校、2016年までに9校が認可され現在に至っている。この諸外国提

携大学に参入している中国の9大学のうち5校が中国トップ大学で、985プロジェクト4

の指定大学である。これらの大学が海外の著名大学と提携し、民営高等教育機関として民

間が運営する改革メカニズムを導入し実行している。

２ 民営高等教育機関の営利性に関する規定の整備

中国の高等教育機関の原則は公益事業である。一方、海外の大学が進出するためには、

少なくとも民営高等教育機関が報酬を得ることができなくてはならない。民営高等教育機

関の営利性については、2003年『民営教育促進法』5と2004年6月2日中国教育部発布

の『中華人民共和国諸外国との提携学校運営法令実施規則』（以下『実施規則』と略）6の

条項によって整備されている。『民営教育促進法』第19条によれば、非営利性民営学校

と営利性民営学校に区分されているが、「非営利性民営学校の設置者は、学校運営の収益

を受け取ることはできない。学校運営の余剰金は全て学校運営に使用される」、一方「営

利性民営学校の設置者は、学校運営の収益を受け取ることができる。学校運営の余剰金は

会社法等の関係法律、行政法規の規定により処理される」と規定されている。さらに読み

解くと、非営利性民営学校は日本の私立大学に似た制度で、税金に対する優遇措置が行わ

れる。一方、営利性民営学校は米国の私立大学に似た制度と考えられる。諸外国提携大学

は、後者ということになる。

続いて『実施規則』の第29条を読み解くと、「提携学校設置者に合理的報酬を要求さ

れる提携学校運営機構は、少なくとも年度純収益から25％の比率で発展基金を設けるべ

きである」と規定され、第31条では、「提携学校設置者が合理的報酬を要求するときは、

『中華人民共和国民営教育法実施法令』の規定に基づき実行するべきである」とある。こ

の規定から諸外国提携大学における海外の進出大学は、一定の額を除いたあと報酬を受け

取ることができると解釈される。さらに中国国内の提携大学も同様に合理的な範囲で経済

的な見返りを受けられると解釈でき、海外の提携大学はビジネスにつながり、中国側の提
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4 「985工程」1989年5月、国家教育部が北京大学、清華大学など一部の大学を世界一流にするため指

定した。2020年現在39校。

5 「中華人民共和国民営教育促進法」2003年9月1日施行、2016年11月7日第2次修正。（原文《中

�人民共和国民�教育促�法》）

6 「中華人民共和国諸外国との提携学校運営法令実施規則」2004年6月2日教育部令第20号発布（原

文：《中�人民共和国中外合作�学条例�施�法》）



携大学は大学の財源獲得につながっている。

３ 計算された学生募集と出口戦略

諸外国提携大学9校の多くは、中国の民衆の留学ブーム、英語熱に敏感に反応し、国

際化に対応して、海外留学させることを目標とし、2＋2のプログラムを導入している。

つまり、2年間を中国のキャンパスで学び、2年間を海外の提携大学で学ぶ。このプログ

ラムが成立するためにキャンパスの共通語を外国語（主に英語、ロシア語）としている。

入学する学生のレベルは高く、カリキュラムにより外国語能力にも優れ、卒業と同時に両

国の両校からの学位が授与されるという点が受験生の大きな魅力となっている。この海外

の学位と成績によって世界ランキングトップ100の大学院への入学資格を獲得している。

海外の著名大学や著名学者のブランドを活用し、学生募集と卒業後の出口戦略（進学、就

職）に活かせている。中にはノーベル賞受賞者を4名も招聘した香港中文大学（深�）な

どもある。大学の目標は、これらの戦略からすると自国主義教育ではなく、世界市民の育

成とならざるを得ない由縁である。諸外国提携大学は、当初から学生募集の入口戦略と卒

業後の進学・就職という出口戦略がしっかり計算され設置されている。二カ国の著名大学

で提携運営されている私立大学は、世界的に類をみない形態である。

Ⅴ 西安交通リヴァプール大学の事例

諸外国協定大学の9校の中で学生数が最も多く、諸外国提携大学を代表する大学が西

安交通リヴァプール大学である。新しい試みの大学として、中国内外のさまざまな批判の

目に対し、大学の実情を発信し続けている。大学のホームページと同大学執行学長である

席酉民教授の著書『私の大学は私が主役―西安交通リヴァプール大学の物語』（原文《我

的大学我做主-西交利物浦大学的故事》）（2016）（中国の高等教育分野で2020年のベスト

セラー図書、以下「著書」と略）から大学運営の記述を訳出する。

１ 大学の概要

西安交通リヴァプール大学（中国名「西交物利浦大学」、略称「西浦」）は、西安交通大

学と英国リヴァプール大学が協議して2006年5月に正式に成立した。2020年現在、学

部生数約 18,000名、大学院生約 1500名で、中国の江蘇省蘇州市工業園区に英国風の広
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いキャンパスを有している。大学の管轄は江蘇省人民政府教育庁である。2020年度学費

は、88,000元（中国人学生以外80,000元、1元＝15円約132万円）である。学部は、

10学院の下に27系（学科）。修士課程40分野、博士課程18分野がある。2016年9月

現在の報告では、50か国から450余の教員と360名の行政官と教学サポートの人材を雇

用している。卒業すると英国と中国の二カ国の学位が授与される。

２ 大学の卒業生の進路と国内競争力

著書（第1章23頁、筆者訳出）の「就職データ列挙」には、次のように記載されて

いる。

「西浦の6期の卒業生中、約80％が世界的知名度の高い大学の修士と博士課程で学んで

いる。その内10％～15％の卒業生は世界ランキングのトップ10位に入る大学（TIMES

によるランキングによる）で研究を継続し、50％を超える卒業生が世界ランキング100

位の大学で学んでいる。インペリアル・カレッジ・ロンドン電子電気学部はネット募集で

中国の申込者は、C9（中国のベスト9大学連盟）7、「985」大学と西浦の卒業生のみを対

象とすると説明している。学生が就職する部門は世界の上位500企業、多国籍企業、国

営企業等を含む」、また「2015年度学生を例にとってみると、西浦の2015年は71％の

卒業生は世界の知名度の高い大学に入学し、その内810人はオックスフォード、ケンブ

リッジ、インペリアル・カレッジ・ロンドン、コロンビア大学、ペンシルベニア大学、デュー

ク大学、カリフォルニア大学バークレー校、香港大学、シンガポール国立大学など世界ラ

ンキング100の大学に入学した。このほか、70名の卒業生は就職を選択し、25.71％は

世界上位500企業に、21.42％は中国の財閥500企業に、11.43％は中央全国企業または

その所属機構において仕事の機会を得た」とある。

なお、2021年の世界大学ランキングのQSWorlduniversityRankingでは、801～

1000位にランクインし、中国国内でもランキング51位となっている8。このように中国

国内においても競争力を持っている。学費が8.8万元（約132万円、1元＝約15円）と

比較的高額で、富裕層をターゲットとしたもので貴族的という批判の声は聞かれるようで

あるが、これも留学費用と捉えれば保護者には納得がいくようである。

グローバル化に対応した中国の諸外国提携大学 31

7 中国のC9大学は、北京大学、清華大学、上海交通大学、復旦大学、浙江大学、南京大学、中国科技

大学、ハルピン工業大学、西安交通大学をさす。

8 出所：QSWorlduniversityRanking2021、https://www.topuniversities.com/university-rankings/

world-university-rankings/2021 閲覧日2021年2月5日



３ 利益連携型の大学のガバナンス

著書（第5章158 159頁、筆者訳出）の「利益連携型、共生共栄の統治プラットホー

ム」には、以下のように記載されている。

「大学は、多くの社会グループの注目と批判を受けて、目下大学のガバナンス実践は挑

戦を続けている。同時に大学は伝統的なガバナンスの考え方を調整することにある。開放、

Win Winのガバナンス構造を建設する良い機会でもある。西浦は10年間模索して、一

種の利益連携型で多方面参加型のガバナンスフレームワークを組み立てるよう尽力した。

大学を学術共同体とみて、大学の価値は、一つのプラットホームと一種の雰囲気を提供す

ることにあると考えた。全社会の学術と人材育成に対して、関心のある個人と組織が気軽

に大学のプラットホーム上で自己の夢を実現させ、自己の価値を発揮する」「この目標を

実現するため、西安交通リヴァプール大学は、特に全ての利益連携型の相互Win Win

を重視する。伝統的な大学の利益連携型の政府、理事会、教師間のWin Winプラット

ホームを建設する他、探索型の家長、社会エリート、工業界との有効な相互メカニズムと

Win Winのプラットホームを築いた（中略）これらの実践は、大学ガバナンス理論に新

しい前例を提供した」とある。なお、著書（137頁）では図2のとおりとなっている。従

来型と比較して、社会、学生の意見、投資者、教員の意見が学術共同体に吸収され、また

教育研究を支えるサービス支援関連部門も直接学術共同体に伝わる形となっている。つま

り学術共同体は、ステークホルダーの意見が集約された意思決定の中心的役割を果たして
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出所：西安交通利物浦大学校長席酉民著『我的大学我做主』（2016）p.137から筆者抄訳

図２ 中国の伝統大学と西安交通リヴァプール大学のガバナンス機構



いる。なお、中国の国公立大学のガバナンスは、従来型の「共産党委員会指導下の学長責

任制」であるのに対して西浦は、「理事会の指導下の学長責任制」である。

４ 二つの国の大学役員による理事会構成

西安交通リヴァプール大学のホームページよれば、理事会構成（2021年3月現在）は

表3のとおりとなっている。委員会構成は、両国の大学のバランスがとられ、執行学長

がリヴァプール大学の副学長に就任するなど役職者の襷掛け人事も行われている。大学理

事会組織においても英国側の立場からと中国側の立場から捉え方に解釈があり、玉虫色に

なっている。例えば、理事のメンバーには西安交通大学の現職の共産党常務委員が参加し

ている。民営機関であるから共産党委員会組織は関わることはないが、中国側の事情と英

国側の役員の懸念するところが形の上でうまく調整されているところである。西安交通リ

ヴァプール大学という名称が示すように中国の大学であり外国の大学でもある。二つの国

の大学文化はぶつかり合い、その摩擦エネルギーが大学運営のシナジーとなっているもの

と考えられる。

グローバル化に対応した中国の諸外国提携大学 33

＋英国リヴァプール大学の関係者

出所：西安交通リヴァプール大学ホームページから筆者訳出

https://www.xjtlu.edu.cn/zh/about/people/leadership/

表３ 二カ国の大学によるガバナンス



Ⅴ 日本への示唆

１ 営利性を認可する規定の先にある国家戦略

中国政府は、外国大学の進出を積極的に受け入れ、これを活用しようと考え、自国の名

門国公立大学と著名外国大学の提携を推奨した。そのために民営高等教育機関の営利性を

認める規定を整備した。そのことによって卒業生が欧米をはじめ世界のトップ大学の大学

院への入学を拡大させ、さらに海外のトップ大学で育成された高度人材を自国に呼び戻す

国家戦略につなげている。

これに対して日本は、米国大学日本校に対してあまり期待せず、むしろ、日本政府も各

大学も外国大学の進出を「第二の黒船」と受け止めた。日本の文部科学省は、高等教育問

題で立ち行かなくなった時、しばしば英国の制度や米国の制度を提案し導入してきた。ポ

スドクやロースクールなどはその一例である。しかし、数年経つとまた同じ問題が起こり、

うまく適応しない。日本は伝統的に海外のものを導入することに熱心であるが、実際に現

場で海外との間で問題が起こると「第二の黒船」として対応するところがある。日本の高

等教育は、未だ開国の道を探っているところにあり、残念なことに他国の高等教育に影響

を及ぼすことはない。他方、中国の諸外国提携大学のグローバル化に対応した民営の高等

教育機関は、世界の高等教育制度に影響を及ぼすものと思われる。

２ 世界の高等教育における共通財として新しい価値の創造

LinTian&NianCaiLiu（2019,p.627）によれば、「中国の高等教育が純粋な公共財

（非営利、非排除、非競合）でもなければ、純粋な私的財でもないと考えれば、「共通財」

と表現する方が合理的かもしれない。高等教育をグローバルな共通の利益と考えるならば、

大学はオープンマインドで広く協力し、自己利益の保護によって築かれた障壁を取り除き、

未来を共有する共同体を構築する必要がある」と述べている。諸外国提携大学の事例は、

まさに世界の高等教育の共通財と捉えることができる。

中国の諸外国提携大学のほとんどは、キャンパス内は英語が公用語であり、教室ではカ

ルチャーショックを与え、キャンパス外では中国語の生活を送るが、それは単なる外国語

による教育ではなく、二カ国によるアイデンティティ教育ととらえるべきである。卒業生

は二つの国のアイデンティティを持ち、海外の大学院への進学や世界のトップ企業への就
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職に有効なコンピタンスを持つ人材となる。グローバル化の進む世界において、この二カ

国の大学提携の諸外国提携大学による高等教育は、共通財として新しい価値を創造してい

くものと考えられる。
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