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1．中華人民共和国における物質・材料研
究政策

2006年 2月、中華人民共和国国務院は 2006年か

ら 2020年までの 15年間の中国における「国家中長

期科学技術発展計画要綱」を発表した 1-2）。本要綱

では、2020年までに国内総生産（GDP）に占める

社会全体の研究開発投資の割合を 2.5％以上に引き

上げ、科学技術進歩の寄与率を 60％以上にし、対

外的な技術依存度を 30％以下に引き下げ、中国人

の年間の特許取得件数と科学論文における国際的な

被引用数についていずれも世界 5位以内に入ること

を目指している。また、2020年までの科学技術発

展の全体目標として、①自主的な開発能力及び経

済・社会の発展と国家の安全保障に対する科学技術

により促進させる能力を顕著に高め、小康（いくら

かゆとりのある）社会を作る力強い支柱とすること、

②基礎科学と最先端技術研究における総合的な実力

を著しく高め、世界に重大な影響をもたらす研究成

果を複数上げ、革新型国家に仲間入りし、今世紀半

ばに世界的な科学技術強国になるための基盤を固め

ることを挙げている。

物質・材料関連に目を向けると、1999年に国家

が公布し実施した「国家優先発展ハイテク産業化の

重点分野指針」において新材料は重点的な援助を得

られることになった 3）。また、2000年に実施された

「国家計画委員会新材料ハイテク産業化特別プロ

ジェクト実施に関する公告」で新材料の発展は、国

民経済における重要な柱であるとしている。一方、

2005年 7月、国家発展改革委員会が起草し、国務

院の許可を得た「鋼鉄産業発展政策」が正式に公布

され、今後 5～ 10年の中国鉄鋼産業の発展に重大

な影響を及ぼすものとして注目される。この鉄鋼産

業発展政策は 2002年から準備が開始され、最後の

完成までに 30回も修正がなされたが、本政策は関

連法規及び鉄鋼業界が直面する国内外の情勢に従い

制定されたものであり、鉄鋼産業の健全な発展を目

指すものである。また、国務院では 2005年 9月に

国務院常務会議を開き、「アルミニウム工業発展特

別プロジェクト計画」及び「アルミニウム産業発展

政策」について協議し、電解アルミニウムの輸出コ

ントロール分野で明確な方向性を挙げ、主な目標を

エネルギー高消耗製品の生産及び輸出を制限するこ

とを原則的に可決した。省エネルギー、高付加価値

及び環境保護ニーズに適合した再生アルミニウム合

金及び高度加工製品の発展をサポートし、アルミニ

ウム業界の将来の成長ポイントを再生アルミニウ

ム、合金アルミニウム、アルミニウム加工材料等高

度加工製品で実現することを目指している。

中国では、863計画や 973計画などの特徴ある国

家計画が知られている。863計画は、ハイテク分野

の発展を目的とした国家計画であり、1986年 3月

から開始され、生物、宇宙、情報、レーザー、自動

化、エネルギー、新材料、海洋など 8つの分野の

20の課題が含まれている。神舟 5号・ 6号による

有人宇宙飛行計画も 863計画の中に含まれている。

973計画は、1998年から実施され、農業、エネル

ギー、情報、資源と環境、人口と健康、材料などの

分野の先端技術と基礎研究を行う科学者を奨励する

ものである。

中華人民共和国の基礎研究は、科学技術省

（MoST）、国家自然科学基金委員会（NSFC）、中国

科学院（CAS）及び教育省、の 4機関で所管されて

いる。MoSTは、自身の国家基礎研究プログラム予

算の 14％を材料科学に計上しており、一方 NSFC

では約 10％を拠出している。ナノ関連の研究はこ

こ数年増加しており、特に化学関連材料研究におい

てその傾向が強い。MoSTが支援する最優先プロ

ジェクトには、生体材料、金属と合金、非金属、環

境・エネルギー材料などの他に、試験、キャラクタ

リゼーション、計測などがある。CASでは、近年

そのミッションを国家目標の達成と最先端科学の研
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究の双方に重点を置き、技術融合と独自アイデアの

促進を当面の課題としている。物質・材料研究に関

わる多くの公的な研究機関を所管する CASでは、

実用化研究よりも主に基礎研究に研究費を投入して

おり、戦略的かつ未来指向の研究を推進している。

2．中華人民共和国における物質・材料研
究に関わる公的な研究機関

中華人民共和国では、多くの公的な研究機関が

物質・材料研究を進めており、全てを網羅すること

は困難である。そのため、トムソンサイエンティ

フィック社の引用索引データベースWeb of Science

のMaterials Science部門において、過去 10年間に

被引用された実績のある 22の公的研究機関を抽出

した。

今回調査した公的な研究機関の所在地を図 1に、

各研究機関の特徴を表 1に示す。

中国科学院金属研究所は 1953年設立され、1999

年に中国科学院中国科学院金属腐食・保護研究所を

吸収合併した 4）。2000年、急速凝固非平衡合金実験

室、材料疲労・断裂実験室、固体原子像開放実験室

の 3実験室を基に、中国初の国家実験室「瀋陽材料

科学国家連合実験室」が設立されている。

中国科学院物理研究所の前身は、1928年設立さ

れた中央研究院物理研究所及び 1929年設立された

北平研究院物理研究所であり、2研究所が 1950年

合併し中国科学院応用物理研究所が設立され、1958

年に中国科学院物理研究所に名称変更された 5）。

中国科学院上海応用物理研究所は 1959年に設立

された上海理化研究所が前身であり、2003 年に

現名称に変更された。日本 Spring-8、イタリア

ELETTRA、韓国 PLSと提携し、日本高エネルギー

研と共同で大学とパートナー関係を結んでいる 6）。

フランス ESRF、ドイツ BESSY-II等とも交流し、

RICH-STAR国際協力プロジェクトに加盟し、中国

科学院高エネルギー物理所とも提携関係をもつ。

中国科学院上海硅酸塩（セラミックス）研究所の

前身は中国科学院工学実験館窯業組であり、数回の

再編を経て 1959年に中国科学院硅酸塩化学・工学

研究所として独立し、1984年中国科学院上海硅酸

塩研究所に名称が変更された 7）。

中国科学院半導体研究所は、ポストドクター 2

コース、博士課程 3コース、修士課程 4コースが設

置された博士養成の重点基地である 8）。

中国科学院成都有機化学有限公司の前身は 1958

年創設され、数回の名称変更を経て、1978年四川

省化学研究所として中国科学院に所属し、2001年

中国科学院成都有機化学有限公司となった 9）。当研

究所は、国家科学技術部に認定された国家ハイテク

ノロジー研究発展計画成果産業化基地であり、薬物

国家工学研究センター、非対称合成・技術四川省重

点実験室、中国科学院皮革化工材料工学技術研究セ

ンター、など国及び省・部レベルの技術研究開発プ

ラットフォームを有している。

中国科学院電工研究所は、ハイテク研究発展を中

枢とする電気工学専門科学研究基地型研究所であ

り、電気工学・電力における新技術を研究するため

の国家科学研究機構である 10）。

中国科学院長春光学精密機械・物理研究所は、

1999年、中国科学院長春光学精密機械研究所と中

国科学院長春物理研究所の合併により設立された研

究機関である 11）。

中国科学院大連化学物理研究所の前身は、1949

年に設立された大連大学科学研究所であり、改称と

再編を経て、1962年に中国科学院大連化学物理研

究所に改称され現在に至る 12）。

中国科学院福建物質構造研究所では、2004年 3

大研究プラットフォーム構造化学国家重点実験室、

光電材料工学技術研究センター、ナノ材料重点実験

室が開設され、その中に研究室 7室（構造化学基礎

研究室、ナノ材料研究室、理論計算化学研究室、結

晶体材料研究室、材料物理・化学研究室、レーザー
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図 1 物質・材料研究に関わる主な公的研究機関の所在地



工学研究室、応用化学研究室）が含まれる組織と

なった 13）。

中国科学院固体物理研究所は 1982年設立され、

中国科学院知識創造プロジェクト実験企業に 2001

年指定された 14）。

中国科学院蘭州化学物理研究所は、1958年設立

以来特に中国の石油加工及び両弾一星（原爆・水

爆・人工衛星の開発）に大きく貢献している 15）。触

媒、分離分析、構造及び合成化学を基礎に資源科学、

新材料、科学生物学の 3大学科分野を設立した。

中国科学院理化技術研究所は、感光化学研究所、

低温技術実験センター、化学研究所・物理研究所の

一部が合併し、1999年に成立した機関であり、同

年に工学プラスチック国家工学研究センターが設立

され、2000年に中国科学院に所属することとなっ

た 16）。

中国科学院長春応用化学研究所は、高分子化学・

物理、アルカリ金属化学・物理、電気化学分析に強

みがあり、総合的な科学研究プロジェクトを展開し、

国家重点実験室 2箇所（高分子物理・化学国家重点

実験室、電気分析化学国家重点実験室、）及び中国

科学院開放実験室 1箇所（アルカリ金属化学・物理

開放実験室）を有する 17）。本研究所では、有機・高

分子機能性材料、有機ナノ複合機能材料、薄膜・表

面物理、微細加工、デバイス物理、デバイス工学の

6領域の研究を行っている。

中国科学院化学研究所において、工業プラスチッ

ク重点実験室及び有機固体実験室は 1991年に、有

機固体開放実験室は 1994年に設立され、1999年中

国科学院知識創造革新プロジェクトモデル企業北京

物質科学基地に組入れられ、2001年に中国科学院

有機固体重点実験室となった 18）。ハイテク材料実験

室は 2001 年に設立され、分子ナノ構造・ナノテク

重点実験室はもともと 1987年に設立された STM

実験室であり、1994年に中国科学院ナノ科学技術

青年実験室となった。現在、分子反応動力力学国家

重点実験室（大連大学と共同設立）、分子動態・静

態構造国家重点実験室（北京大学と共同設立）、高

分子物理・化学国家重点実験室（長春応用化学研と

共同設立）を有する。

中国科学院力学研究所には、非線型力学国家重点

実験室、高温気体動力学重点実験室、国家微重力実

験室、工学科学研究部、技術発展研究部がある 19）。

中国科学院山西石炭化学研究所は、中国科学院石

炭研究室として 1954年に大連で設立され、名称変

更の後、1978年に中国科学院山西石炭化学研究所

となった 20）。

中国科学院プロセス工学研究所の多層反応重点実

験室の前身は流体化実験室であり、国連プロジェク

トの助成により 1986年に設立され、1999年に中国

科学院により国家知識創造革新プロジェクトモデル

施設に指定された 21）。

国家ナノ科学センターは、2003年 12月、中国科

学院ナノ科学技術センター、北京大学、清華大学が

発起し、中国科学院と教育省が共同で設立した研究

機関である 22）。国から巨額の資金援助を受け、設立

時の 2億 5千万元（33億 8千万円： 1元＝ 13.5円

換算）の経費のうち国が 1億 8千万元（24億 3千

万円）を出資しているが、そのうち基礎建設と機器

設備で半額ずつ使用している。

上海核工学研究設計院は中国核工業集団公司の傘

下に置かれた研究設計企業であり、主な業務内容は

原子力発電技術の研究及び設計である 23）。秦山原子

力発電所は上海核工学研究院が設計した中国最初の

原子力発電所であり、上海核工学研究院が設計を請

負ったパキスタンのチャシュマ原子力発電所 1期プ

ロジェクトは、中国が最初に原子力技術を外国へ提

供した発電所である。

鋼鉄研究総院は、元冶金工業部の傘下企業として

1952年に設立され、1999年 7月に企業として独立

した、中国冶金業界における最大規模の総合研究開

発機関である 24）。当院は、中国冶金新材料分野の研

究開発基地であり、「両弾一星」、「長征」、「神舟号」

などの衛星やロケット製造のための新材料を開発

し、重要な国家プロジェクトに貢献している。現在、

同院には先進鉄鋼材料技術国家工学研究センター、

先端鉄鋼工学材料国家重点実験室、連続鋳造技術国

家工学研究センター、国家非結晶微結晶合金工学技

術研究センター、国家鉄鋼材料測定センター、国家

鉄鋼製品質量監督検査試験センターなどの 9施設が

設置されている。

国家生物医学材料工程技術研究センターは、国家

科技部に 1999年批准された中国初の開放型国家ク

ラス生物医学材料研究開発機構であり、主に生物医

学材料、医用移植用材料、組織再生工学・製造技術

の研究及び応用を行っている 25）。
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表 1 中華人民共和国において物質・材料研究に関わる主な公的研究機関 4-25）

研究員
350名以上

うち科学院院士
8名

機関予算
非公開

中国科学院
上海応用物理研究
所
Shanghai Institute of
Applied Physics,
CAS
上海 Shanghai
1959年
中国科学院

http://www.sinap.ac.cn/
核物理研究室（研究員 5名）
・放射性核ビーム物理、中高エネルギー相対論的重イオン衝突反
応、カーボンナノチューブ・合成メカニズム、分子動力学・応
用、DNAの物理性質、生物流体・流体関連の計算方法、シンク
ロトロン放射加速器によるビーム研究・応用、など
ナノ生物医薬研究室（研究員 7名）
・単一分子テスト、ナノメーター光学技術の医薬分野における応
用、光化学・光生物学の超速過程、など
上記以外に、輻射技術応用研究センター、加速器第一研究室、加
速器第二研究室、応用加速器研究センター、先進探測技術研究中
センター、などがある。

職員総数
689名

うち技術者
478名

機関予算
非公開

研究所名／
都市／創立年／省庁 主な物質・材料研究部門

中国科学院
金属研究所
Institute of Metal
Research, CAS
瀋陽 Shenyang
1953年
中国科学院

http://www.imr.ac.cn/IMRWeb/
瀋陽材料科学国家連合実験室（研究員・エンジニア 50名）
・材料製造設備科学：ナノ材料、非結晶体金属材料、複合材料、金属
薄膜等新材料の製造・加工
・材料構造分析：電子顕微鏡、X線回析、熱分析など。
・材料設計モデル確立、材料性能評価：材料の力学・熱・物理・化学
等の性能評価、材料の使用時の評価
材料環境腐食試験研究センター（院士 1名、研究員 60名）
・各種材料の土壌・大気・海水・自然環境及び工業環境中における腐
食のプロセスと法則の研究など
上記以外に、金属腐食・保護国家重点実験室などがある。

中国科学院
物理研究所
Institute of Physics,
CAS
北京 Beijing
1950年
中国科学院

http://www.iphy.ac.cn/
超伝導国家重点実験室（院士 1名、研究員 10名）
・マイクロ、ナノメートル酸化物超伝導体・多層複合構造の成長
及び物理性質、新超伝導材料の模索・関連メカニズム、超伝導
薄膜材料及びデバイスの物理・応用、など
磁気国家重点実験室（院士 1名、研究員 17名）
・中性子散乱の研究、スピンエレクトロニクス材料、物理デバイ
ス、アルカリ金属・遷移金属の化合物及び酸化物の構造、磁
性・輸送性質の研究、磁性物質中の超微細相互作用、など
表面物理国家重点実験室（院士 1名、研究員 6名）
・原子スケール表面ナノメートル構造の形成メカニズム・輸送特
性、III-V族化合物半導体材料及びその低次元量子構造、
・新型デバイスの模索、新エネルギー・電子材料薄膜成長・物
性・デバイス、低次元ナノ構造の成長制御・量子効果、など

先進材料・結晶構造分析部（院士 5名）
・低次元材料・複雑結晶構造の電子顕微鏡学、先進材料結晶構造
と相転移、ナノメートル材料、機能材料の電子顕微学・電子結
晶体学画像処理、など。

ナノメーター物理・デバイス実験室（院士 3名、研究員 7名）
・ナノメーター有機-無機機能材料・デバイス及び物理、ナノメー
ターイオン学、ウェハー・ナノミクロン光電材料、ナノミクロ
ン構造・物性、ナノミクロン電子デバイス・物理、など
上記以外に、軟物質物理実験室、極限条件物理実験室などがある。

職員総数
422名

うち研究員
308名

機関予算
非公開

中国科学院
上海セラミックス
（硅酸塩）研究所
Shanghai Institute of
Ceramics,CAS
上海 Shanghai
1959年
中国科学院

http://www.sic.ac.cn/
高性能セラミック・超微細構造国家重点実験室（院士 1名）
・無機ナノメーター材料科学研究、先端セラミック材料多層構造
デザイン及び性能評価、無機材料の調製科学・新技術、無機新
材料探求・計算材料科学、など

結晶構造セラミックス工学研究センター（院士 3、研究員約 50）
・炭化物系・窒化物系・酸化物の各セラミックス及びその複合材
料
生物材料研究センター（研究員 2名）
・バイオガラス、バイオセラミック、細胞・薬物キャリアの有
機／無機複合生物材料（生物高分子材料、バイオガラス及びバ
イオセラミックを含む）、天然高分子医療用材料、など
上記以外に、セラミックス構成工学研究センター、人工結晶工学
研究センター、特殊無機材料研究及センター、などがある。

職員総数
734名

うち技術者
498名

400万元
（4,968千 US$）

（2004年）
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2006年度物質材料研究アウトルック

中国科学院
半導体研究所
Institute of
Semiconductors,
CAS
北京 Beijing
1960年
中国科学院

http://www.semi.ac.cn/
半導体材料科学重点実験室（院士 1名、研究員 9名）
・半導体ナノクラスター・高分子ポリマー複合新型光機能、光
ディスプレイ材料、空間半導体材料の生成・性質・地上アナロ
グの研究、GaAs/AlGaAs 規則超格子・量子井戸構造材料及び
HFETs構造材料の成長・研究、、磁性半導体材料、など

材料科学センター（院士 2名、研究員 12名）
・III－ V族化合物半導体の量子マイクロ構造材料、高速電気回路
のゲルマニウムシリコン材料、高温パワーマイクロエレクトロ
ニクスデバイスの窒化ガリウム・炭化珪素、新型へテロエピキ
タシー SOI材料、など
上記以外に、表面物理国家重点実験室などがある。

職員総数
600名

機関予算
非公開

中国科学院
成都有機化学有限
公司
Chengdu Organic
Chemicals Co., Ltd.,
CAS
成都 Chengdu
1958年
中国科学院

http://www.cioc.ac.cn/
触媒新材料・技術基地（研究者 8名）
・天然ガス触媒、天然ガスプラズマ技術、気体吸収・保存、オキ
ソニウム化合物の合成、ファインケミカル中間物合成・無機ナ
ノメーター材料調製、エネルギー貯蔵・材料開発、など

中国科学院成都分院分析測定センター（研究者 5名）
・有機成分・構造分析、結晶体の構造分析、無機成分・構造分析、
生物組織の超微細構造・形態の観察、など
上記以外に高機能高分子材料基地などがある。

職員総数
400名

機関予算
非公開　

中国科学院
電気工学研究所
Institute of
Electrical
Engineering, CAS
北京 Beijing
1963年
中国科学院

http://www.iee.ac.cn/
マイクロ・ナノ電気加工技術研究部（研究員 30名）
・ナノ電子ビーム露光装置、マイクロエレクトロメカニカル・シ
ステム、ステッパーの設計、DNA 生命科学機器、など

上記以外に、生物医学工学研究部、応用超伝導重点実験室、現代
電気駆動研究部、新型電力技術研究部、などがある。

職員総数
381名

うち科学院院士
1名

工程院院士
1名

機関予算
非公開

中国科学院
長春光学精密機械・
物理研究所
Changchun Institute
of Optics Fine
Mechanics and
Physics, CAS
長春 Changchun
1999年
中国科学院

http://www.ciom.ac.cn:8111/index.jsp
応用光学国家重点実験室（院士 1名、研究者 35名）
・宇宙光学精密センサー、短波光学技術、マイクロメカトロシス
テム、光学情報融合・情報セキュリティ、基礎光学など
励起状態物理重点実験室（研究者 25名）
・低次元半導体発光物理、固体中希土類イオンの発光物理、新型
発光・フラットディスプレイデバイス
上記以外に、空間光学研究部、光電対抗研究部、CAD技術応用研
究室、などがある。

職員総数
1,985名

1,789億元
(222億 US$)

中国科学院
大連化学物理研究
所
Dalian Institute of
Chemical Physics
CAS
大連 Dalian
1949年
中国科学院

http://www.dicp.ac.cn/
宇宙触媒・新材料研究室（研究者数不明）
・新型ヒドラジン分解触媒の研究及び宇宙航空分野の緊急動力シ
ステムなどの応用、過酸化水素・硝酸ヒドロキシルアミン・ケ
ロシン／過酸化水素触媒分解技術等の研究、特殊吸着剤、高蓄
積エネルギー相転移材料、遮熱コーティング材料、など
分子反応動力学国家重点実験室（研究者 22名）
・分子（原子、イオン、遊離基を含む）の衝突反応動力学、レー
ザー誘導の反応動力学、化学レーザー・燃焼・触媒及び材料科
学等の化学反応・理論モデル、など
触媒基礎国家重点実験室（院士 2名、研究者 16名）
・新触媒材料、触媒活性相、低炭酸パラフィン、環境保護触媒・
ファインケミカル品触媒合成等の基礎研究、など
上記以外に、環境工程研究室、生物技術研究部、化学レーザー研
究室、などがある。

職員総数
820名

うち技術者
632名

研究者 67名

3億元
(37.3百万 US$)
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2006年度物質材料研究アウトルック

中国科学院
福建物質構造研究
所
Fujian Institute of
Research On the
Structure of Matter
CAS
福州 Fuzhou
1973年
中国科学院

http://www.fjirsm.ac.cn/web/index.asp
構造化学基礎研究室（研究者 8名）
・構造化学研究新方法、ナノ材料の構造化学、無機－有機ハイブ
リッド化材料・超分子化学、構造感光材料の基礎研究・生物の
構造化学、など

ナノテクノロジー研究センター（研究者約 40名）
・ナノ分子材料合成・構造調整、光電子ナノセラミック材料及び
デバイス、低次元無機ナノ材料、ナノ吸着－貯蔵水素材料、ナ
ノ材料の構造化学、複合機能ナノ材料・応用、など
レーザー工学技術研究室（研究者 2名）
・オプトデバイスに関連するレーザー結晶体、ノンリニア光結晶
体材料の探求と生長技術の研究

材料物理・化学研究室（研究者 4名）
・ナノ材料・デバイス、有機、無機ハイブリッド化機能材料、機
能複合、機能集積光電子材料・デバイス、生物医学材料の合成
と構造・性能の研究、機能材料の設計、など
上記以外に、理論計算化学研究室、水晶体材料研究室、など

職員総数
304名

うち科学院院士
2名

研究者 29名

機関予算
非公開

中国科学院
固体物理研究所
Institute of Solid
State Physics, CAS
合肥 Heifei
1982年
中国科学院

http://www.issp.ac.cn/
材料物理重点実験室（研究者 42名）
・機能材料、ダンピング材、ナノ材料・ナノ構造、半導体材料
ナノ材料・構造実験室（研究者 9名）
・研究内容は非公開
内耗・固体欠陥実験室（研究者 19名）
・機能酸化物材料（フラッシュ導体、磁気電気抵抗材料、イオン
導体、熱電材料等）、特殊材料（ワイドギャップ半導体材料、バ
ブル金属材料）の創製・物性、内耗テスト方法、など

物質計算科学研究室（研究者 8名）
・新型材料の電子構造、磁気構造・物性の研究、ナノ顆粒、ナノ
構造、ナノアレイ体系の理論研究、生物高分子の構造・機能・
特性、など

ナノ材料応用発展センター（研究者 10名）
・ナノ材料の創製及び応用、ナノ材料応用技術（既存材料：ゴ
ム・プラスチック・塗料・紡績化工・セラミック等、環境保護
分野：光触媒技術、クリーン抗菌、汚水、排気処理等、エネル
ギー分野：新型コロイド蓄電池等）、など

職員総数
127名

うち研究者
20名

機関予算
非公開

中国科学院蘭州
化学物理研究所
Lanzhou Institute of
Chemical Physics,
CAS
蘭州 Lanzhou
1958年
中国科学院

http://www.licp.ac.cn/
固体潤滑国家重点実験室（工学院院士 1、科学院院士 1、研究者 28）
・宇宙潤滑材料・技術、材料磨耗・表面技術、分子摩擦学、複合
潤滑材料、高機能潤滑・防護材料、など

甘粛省天然薬物重点実験室（院士 1名、研究者 24名）
・薬物分子・生物標的分子間の相互作用の化学の基礎研究、など
上記以外に、先進潤滑・防護材料研究発展センター、石油精製化
学工業中間体国家工学研究センター、などがある。

職員総数
406名

うち科学院院士
1名

工学院院士
1名

機関予算
非公開

中国科学院
理化技術研究所
Technical Institute
of Physics and
Chemistry, CAS
北京 Beijing
1999年
中国科学院

http://www.ipc.ac.cn/
特種感光材料研究センター（研究員 9名）
・高解像度感光材料、損傷箇所探知用感光材料、感光材料実験
工学プラスチック国家工学研究センター（研究開発チーム約 20名）
・プラスチック、エコロジー素材、医療用高分子材料
有機光電機能材料・分子工学重点実験室（院士 1、研究者 18）
・有機光電機能材料、分子設計・構造、有機光情報材料・デバイ
ス、光エネルギー転換新材料
上記以外に、有機光波導材料・デバイス研究センターなどがある。

専門技術
スタッフ 237名
うち科学院院士

4名
研究員 59名

機関予算
非公開

中国科学院長春応
用化学研究所
Changchun Institute
of Applied
Chemistry, CAS
長春 Changchun
1948年
中国科学院

http://www.ciac.jl.cn/
先端有機光電材料・デバイス研究センター（研究員 6名）
・有機・高分子材料、薄膜物理、マイクロ加工、など
上記以外に、高分子物理・化学国家重点実験室、アルカリ金属化
学・物理開放実験室、電気分析化学開放実験室、高分子工学実験
室、などがある。

職員総数
1,010名

うち科学院院士
5名

第三世界科学院
院士 2名

機関予算
非公開　
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中国科学院
化学研究所
Institute of
Chemistry, CAS
北京 Beijing
1956年
中国科学院

http://www.icas.ac.cn/
工業プラスチック実験室（専門家 15名）
・ポリマー触媒重合と制御、高分子複合材料、汎用高分子素材の
高性能化、生物分解・環境保護関連高分子素材、など
有機固体実験室（院士 1名、研究員 12名）
・分子材料の基礎研究・物理化学現象過程の研究、分子材料微小
サイズ効果研究、分子デバイス研究、など
分子ナノ構造・ナノテク重点実験室（院士 1名、研究員 4名）
・分子ナノ構造 、表面・界面マイクロ構造・性質、機能分子ナノ
構造及び特性の基礎研究 、電気化学ナノテク、生物単分子解析、
など

ハイテク材料実験室
・高温耐性ベンゼン環重合体、高性能有機シリコン材料、耐熱樹
脂、機能性樹脂、高性能プラスチック、など

職員総数
442名

うち専門技術
スタッフ 370名
科学院院士

8名
工程院院士

1名
研究員 89名

機関予算
非公開

中国科学院
力学研究所
Institute of
Mechanics, CAS
北京 Beijing
1956年
中国科学院

http://www.imech.ac.cn/
非線性力学国家重点実験室（研究員 26名）
・固体変形、損傷、破壊の非線性力学解析、流体の非線形現象、
材料分野と環境分野における非線性基本研究と方法開発、など
工学科学部プラズマ体・材料技術力学研究組（院士 2、研究員 15）
・熱イオン発生器の製造、応用技術研究、など
技術発展研究部インテリジェント・レーザー製造技術実験室
（常勤研究スタッフ 36名）
・レーザーと材料の相互作用力学研究、高速強度レーザービーム
空間変換、など

職員総数
350名

うち科学院院士・
工程院院士

8名
研究員 50名

機関予算
非公開　

中国科学院山西煤
炭化学研究所
Institute of Coal
Chemistry,CAS
太原 Taiyuan
1954年
中国科学院

http://www.sxicc.ac.cn/
石炭転化国家重点実験室
・石炭のクリーンエネルギーまたは加工品への転化プロセス基礎
研究、石炭から COガスへの間接還元プロセス基礎研究、石炭
転化に関する環境工学、など

炭素材料重点実験室
・炭素前駆体の合成、炭素前駆体の熱処理プロセスにおけるミク
ロ構成と組成の変化、カーボン材料高性能化と多機能化の製造
研究、新型カーボン材料の応用工学、など
上記以外に、エネルギー環境プロセス実験室、エネルギー化工工
学センター、などがある。

職員総数
621名

うち科学院院士
1名

研究員 40名

機関予算
非公開　

中国科学院プロセ
ス工学研究所
Institute of Process
Engineering, CAS
北京 Beijing
1958年
中国科学院

http://www.ipe.ac.cn/ipe2005/index.php
多相反応重点実験室（科学院院士 2名他）
・ナノ物理・化学、超微細顆粒材料の製造・表面処理、石炭カー
ボン分子転化、など
上記以外に、生化工学国家重点実験室、国家生化工学技術研究セ
ンター、クリーンプロセス重点実験室、などがある。

職員総数
793名

うち科学院院士
3名

研究員 30名

機関予算
非公開　

国家ナノ科学
センター
National Center for
Nanoscience and
Technology, China
（NCNST）
北京 Beijing
2003年
中国科学院、
教育省

http://www.nanoctr.cn/
ナノ加工・ナノ部品実験室（院士 2名、研究員 22名）
・先進的なナノ材料・ナノ構造の研究
・特定機能を有するナノ材料・ナノ構造研究
上記以外に、ナノ材料・ナノ結晶構造実験室、ナノ構造評価試験
実験室、などがある。

研究者 155名
うち科学院院士

22名

計 3,134万元
(3,892千 US$)
予算は 2004年・

2005年の合計　

上海核工学研究設
計院
Shanghai Nuclear
Engineering
Research and
Design Institute
上海 Shanghai
1970年
科学技術部

http://www.snerdi.com.cn/
炉芯設計所や建築設計所などの組織がある。

専門技術
スタッフ
約 700名

うち科学院院士
1名

売上高 1.2億元
(14.9百万 US$)
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3．中華人民共和国において物質・材料研
究に携わる大学

中華人民共和国において物質・材料研究に関わる

大学は多いため、前項と同様にトムソンサイエ

ンティフィック社の引用索引データベース Web of

ScienceのMaterials Science部門において過去 10年

間に被引用された実績のある大学を選び調査した。

今回調査した大学の所在地を図 2に、調査結果を

表 2に示す。

清華大学は、1911年に創立（1925年大学部設立）

された、中国において科学研究経費が最大の大学で

ある 26）。1996年に工科類専門事項「学部―大学院

鋼鉄研究総院
Central Iron & Steel
Research Institute
北京 Beijing
1952年
鉄道部、建設部

http://www.cisri.com/
先端鉄鋼材料技術工学研究センター
・マイクロ合金化技術、高純度鉄鋼冶金技術、均質結晶鋳造技術
生産、超微細鉄鋼組織の熱加工、鉄鋼材料組成の予測技術、等
国家鉄鋼材料測定センター
・化学分析、物理測定試験、力学試験、非破壊測定、計量検定、
材料品質総合評価、標準物質研究、分析測定試験技術研修、分
析機器開発、など
上記以外に、連鋳技術国家工学研究センター、国家非結晶微結晶
工学技術センター、などがある。

職員総数
3,452名

うち専門技術
スタッフ
2,505名

科学院及び
工程院院士

6名

機関予算
25億元

(311百万 US$)

国家生物医学材料
工程技術研究セン
ター
National
Engineering
Research Center for
Biomaterials
成都 Chengdu
2000年
成都市政府

http://www.biomater.com/
四川省アルカリ金属材料・応用工学研究センター
・アルカリ金属合金、アルカリ金属磁性材料、ニッケル水素動力
電池・アルカリ動力電池、など
四川省ナノ粉体材料工学研究センター
・各種ナノ粉体材料の研究製造、開発、産業化及びナノ材料の物
理化学試験測定、など
上記以外に、ナノ材料工程研究センター、などがある。

職員総数不明
科学院院士

1名
教授 20名

機関予算
非公開　

統括育成体制」を設立し、理科系、経済、管理、人

文社会・法学などの専攻学科では「4年間の学部＋

2年間の大学院」の育成体制が確立された。

南陽理工学院の前身は、1987年に創立された南

陽大学であり、1993年に国家教育委員会により南

陽理工学院に改称された 27）。

中国科学技術大学は、中国科学院により 1958年

創立され、1970年安徽省合肥市に移転した。2003

年に医学情報技術研究、生物材料・生物力学臨床応

用工学技術研究、人類疾病生物治療研究、新薬物・

漢方薬開発現代化研究、出生欠陥研究、など 5つの

交流学科研究センターを設立した 28）。

吉林大学に関して、前の吉林大学、吉林工業大学、

白求恩医科大学、長春科技大学、長春郵電学院が

2000年に合併し設立され、さらに 2004年中国人民

解放軍軍需大学が吉林大学に加わった 29）。現在の吉

林大学には、IC光電子学国家重点連合実験室、理

論化学計算国家重点実験室、超硬材料国家重点実験

室、自動車動態国家重点実験室、無機合成・化学国

家重点実験室の 5つの国家重点実験室がある。

浙江大学の前身は 1897 年に設立されており、

1998年に浙江大学、杭州大学、浙江農業大学及び

浙江医科大学が合併し現在の浙江大学が設立され

た 30）。材料・化学工学院は、1999年に設立された

が、うち高分子科学・工学科は 1992 年、材料科

学・工学科は 1978年、化学工学・バイオ工学科の図 2 物質・材料研究に関わる主な大学の所在地



前身である浙江大学化学工学科は 1927年に設立さ

れている。

南京大学では、前身が 1902年に設立された後、

三江師範学堂、両江師範学堂、南京高等師範学校、

国立東南大学、第四中山大学、国立中央大学と変遷

し、1950年に南京大学と改称された 31）。1952年に

は全国高校院学部編成により、南京大学の工学、農

学、教育などの一部の院や学部を独立させ、1888

年に設立した金陵大学の文学院、理学が合併して南

京大学となった。新しく制定された南京大学院生革

新プロジェクト規定により、若手研究者への援助金

は 2000年『985』1期の 74万元や 2004年国家革新

計画の 80万元から『985』2期の 2,000万元にまで

増加したが、その支援範囲は、国家革新計画による

物理学・化学・地質学の 3つの革新センター設立か

ら、大学院生科学研究革新・国際学術交流・博士論

文の育成・特殊人材の個性育成・コア課程の設置な

どのプロジェクトまで拡大している。

哈爾濱工業大学は 1920年設立され、2000年哈爾

濱工業大学と哈爾濱建築大学の合併により哈爾濱工

業大学が設立されたが、材料科学・工学院は 1993

年に設立されている 32）。

北京大学は 1898年に京師大学堂として設立され、

1912年に北京大学に改称された。北京大学には、

マイクロ・ナノテクノロジー、アルカリ金属材料化

学の応用など 11の国家重点実験室が存在する 33）。

また、北京大学は 17の国家基礎研究及び教学施設

を有し、人材育成に力を入れている。

上海交通大学は、1896 年に前身である南洋公

学が設立され、2002年 10月シンガポールに研究

院を設立し、2005年には上海第二医科大学を併合

した 34）。

西安交通大学の前身は 1896年に創立した上海の

南洋公学であり、1921年に交通大学と改称され、

1956年交通大学の主体が西安に移り、1959年に正

式に西安交通大学となった 35）。2000年 4月、国務

院の許可を得て西安医学大多区、西陜財経学院及び

西安交通大学の統合が実現した。

北京科技大学は、北洋大学などの中国の著名な 5

大学の学部により 1952年に設立された 36）。その後、

1960年に北京鋼鉄学院、1988年に北京科技大学と

改称され、同年北京冶金管理干部学院が同大学と合

併して北京科技大学管庄校区を設立した。2005年、

北京科技大学と広東珠江投資有限公司が提携し、天

津市宝 区に北京科技大学天津学院を設立した。材

料科学・工学学院は、2001年 3月に再編成を行い、

材料学学科、材料加工・制御工学学科、材料物理・

化学学科、無機非金属材料学科、粉末冶金研究所、

機能材料研究所、腐食・防護センター、実験検査セ

ンターなどの 4学部 2研究所 2センターを設立し

た。本大学には国家実験室 2箇所、国家工学研究セ

ンター 1箇所、部・委員会レベルの開放実験室 4箇

所が設置されている。

復旦大学について、1905年復旦公学が設立され、

1917年私立復旦大学に改称し、1941年国立大学に

改編された 37）。1946年上海江湾へ移転し、2000年

4月上海医科大学と合併し、新しい復旦大学が設立

された。復旦大学では、ドクター指導教官の募集自

主権の拡大、修士博士一貫募集採用により優秀な生

徒を集める、などの募集制度改革を進めている。ま

た、カリキュラムの強化や教材作成により大学院生

学位課程体系を確立し、厳格な科学研究能力の育成

による大学院生の革新的な潜在能力の発揮、学位論

文の報告、中期審査及びドクター資格テストなどを

実施し、大学院生の資質を向上させている。さらに、

2004 年同大学の国家大学科技園はイギリスの

ウェールズ南部に事務機構を設立した。

山東大学は、1901年に設立され、2000年に山東

医科大学及び山東工業大学と合併し、新たな山東大

学が設立された 38）。

武漢理工大学は、武漢工業大学、武漢交通科技大

学及び武漢汽車工業大学の合併により 2000年に設

立された全国重点大学である 39）。材料学学科は国家

レベル重点学科であり、同学科の施設には国家重点

実験室 1箇所、部レベル検査センター 1箇所、省レ

ベル実験センター 3箇所があり、材料科学・工学ポ

ストドクターステーションを有する。

大連理工大学の前身は 1949年に設立された大連

大学工学院であり、1950年大連大学が廃止された

ため独立し、大連大学工学院が大連工学院となる 40）。

本大学は、1960年教育省直属の全国重点大学に選

定され、1986年に大学院が設置され、1988年大連

理工大学と改称された。現在、海岸・近海工学国家

重点実験室、レーザーによる材料改質国家重点実験

室、精密化学工業国家重点実験室、工業装備構造分

析国家重点実験室の計 4箇所の国家重点実験室を有
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し、さらに国家工学研究センターである船舶製造国

家工学研究センターもある。

四川大学の前身は 1896年に設立された四川中西

学堂であり、旧四川大学、旧成都科技大学及び旧華

西医科大学の重点大学 3 校によって、1994 年と

2000年の 2度に及ぶ組織編成を経て四川大学は設

立された 41）。四川大学の研究組織について、既存の

国家重点学科 15学科と部省レベルの重点学科 66学

科が同時に 21世紀科学技術発展動向の情報技術、

生物技術、ナノ技術・新材料技術、新エネルギー・

エコ技術などに影響を与え発展させている。

華中科技大学は、旧華中理工大学、旧同済医科大

学、旧武漢城市建設学院及び科学技術部幹部管理学

院が合併して 2000年に設立された大学であるが、

材料科学・工学院は 1953年、華中工学院建設時の

機械工学 2学部を基に華中理工大学材料科学・工学

部が発展してできた学院である 42）。

上海第二医科大学は、1952年全国高等医薬院校

院学部編成時に聖約翰（セントジョン）大学医学院、

震旦大学医学院及び同徳医学院が合併して上海第二

医学院として設立され、元の震旦大学を所在地とし

たものである 43）。1985年上海第二医科大学と改称

され、2005年に上海交通大学と上海第二医科大学

が正式に合併した。合併後の新上海交通大学は教育

省直属の大学であり、元の上海第二医科大学と元の

上海交通大学医学院を基に上海交通大学医学院が設

立された。

華東理工大学は、百余年前に設立された南洋公

学・震旦学院が前身であり、1952年に複数の大学

の理工学部門を統合して現在に近い形となり、1993

年に現在の校名に改められた 44）。

香港城市大学は、1984年に市立工芸学校として

設立され、1994年に総合大学として認定昇格され

た 45）。香港城市大学には、研究開発が主目的の

R&Dセンターは計 19あり、うち 3つは戦略的特定

テーマとなっている。運営資金の大半を香港市から

の助成金（1,642百万 HK$： 2005年）でまかなっ

ている。

香港理工大学は、香港大学、香港中文大学に次ぐ

香港第三番目の高等教育機関として、1972年に開

校された 46）。開校以来、理工系、社会・人文科学系

等幅広いコースを提供しており、2005年現在、学

生数は 2万 2千 2百人、専任教員数は 1千人を超え、

香港政府立の六大学の中で、最大の規模を誇ってい

る。香港理工大学では、実用技術の教育に力点を置

き、研究開発でも実用性と即効性の点からテーマが

選択されており、高機能センサー用材料開発（ス

マートセンサー）、光ファイバ応用システム開発が

その代表的な例である。

香港科技大学は、San Francisco State Universityを

モデルとした香港政府立の大学である 47）。設立当初

から理学部、工学部、工商管理学部、人文学部が発

足しているが、人文学部は小規模である。ナノテク

ノロジー・ナノマテリアルの研究開発に重点を置い

たナノテクノロジー・ナノマテリアル研究所が

2003年に開設され、バイオテクノロジー分野も特

徴の一つである。

香港大学は、1911年創立の香港初の総合大学で

あり、世界 42箇国の約 500の大学・学術機関との

交流を行っている 48）。

4．まとめ

1 ）中華人民共和国では、2006年から 2020年まで

の 15年間の中国における国家中長期科学技術

発展計画要綱が発表され、国内総生産（GDP）

に占める研究開発投資の増加、科学技術進歩の

寄与率向上、対外的な技術依存度の低下、中国

人の年間の特許取得件数と科学論文の国際的な

被引用数がいずれも世界 5位以内になることを

目指している。

2 ）1999年公布の「国家優先発展ハイテク産業化

の重点分野指針」や 2000年実施の「国家計画

委員会新材料ハイテク産業化特別プロジェクト

実施に関する公告」によって、新材料が国家的

な支援を受け、2005年の「鋼鉄産業発展政策」

や「アルミニウム工業発展特別プロジェクト計

画」などにより鉄鋼産業やアルミニウム産業の

発展を促す政策が進められている。

3 ）中華人民共和国における物質・材料に関わる基

礎研究は、科学技術省、国家自然科学基金委員

会、中国科学院及び教育省が所管し実施されて

いる。公的研究機関の多くは中国科学院に属し

ており、香港の大学を除き中華人民共和国の大

学は教育省に属し、様々なナノテクノロジー研

究や物質・材料研究が進められている。
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表 2 中華人民共和国において物質・材料研究に関わる主な大学 26-48）

大学名／所在都市／創立年／省庁／主な物質・材料研究部門 研究者／予算

清華大学（Tsing Hua Technology）
北京 Beijing、1911年、教育省
・材料科学・工学科（教授 41名、副教授 22名）
・マイクロエレクトロニクス研究所
http://www.tsinghua.edu.cn

職員総数 7,869名
うち教職員 2,020名

約 12億元以上（149百万 US$）

南陽理工学院（Nanyang Institute of Technology）
南陽 Nanyang、1993年、教育省
・土木工学科（教授 2名、副教授 16名）
http://202.102.240.88/index.php

教職員 800名

機関予算非公開

中国科学技術大学（University Science and Technol of China）
合肥 Hefei、1958年、教育省
・材料科学・工学科（教授 16名、助教授 7名）
・高分子科学・工学科
・理学院物理学部マイクロエレクトロニクス・固体電子学研究室
http://www.ustc.edu.cn/

職員総数 3,400名
うち教授 443名

機関予算非公開

吉林大学（Jilin University）
長春 Changchun、2000年、教育省
・材料科学・工学院（教授 49名、副教授 40名）
http://www.jlu.edu.cn/newjlu/

教職員 6,059名
うち教授 1,128名

機関予算非公開

浙江大学（Zhejiang University）
杭州 Hangzhou、1998年、教育省
・材料・化学工学院（教授・研究員 89名、うち科学院院士 3名）
・高分子科学・工学科
http://www.zju.edu.cn/

職員総数 8,400名

機関予算非公開

南京大学（Nanjing University）
南京 Nanjing、1950年、教育省
・材料科学・工学科（教授 1名、副教授 8名）
・高分子科学・工学科
・固体微細結合物理学国家重点実験室
http://www.nju.edu.cn/

専任教師約 2,000名
うち教授 654名

科学院院士 27名、工程院院士 3名

約 6百万 US$（2004年）

哈爾濱工業大学（Harbin Institute of Technology）
哈爾濱 Haerbin、1920年、教育省
・材料科学・工学院（院士 4名、教授 61名）
http://www.hit.edu.cn/

専任教師 2,957名、教授 737名
うち工程院院士・科学院院士 19名

957百万元（119百万 US$）（2004年）

北京大学（Beijing University）
北京 Beijing、1912年、教育省
・化学・分子工学院（科学院院士 9名、教授 52名、助教授 62名）
・マイクロ・ナノ加工技術国家重点実験室
http://www.pku.edu.cn/

教授 1,188名、助教授 1,503名
うち科学院院士 49名、工程院院士 8名

4.4億元（55百万 US$）（2003年）

上海交通大学（Shanghai Jiao Tong University）
上海 Shanghai、1896年、教育省
・材料科学・工学院（教授 38名、助教授 46名）
・マイクロ・ナノテクノロジー研究院
・薄膜・マイクロテクノロジー教育省重点実験室
http://www.sjtu.edu.cn/

教員 2,800名以上
うち科学院院士 15名、工程院院士 20名

教授 635名

846百万元（105百万 US$）（2003年）

西安交通大学（Xian Jiaotong University）
西安 Xi'an、1959年、教育省
・材料科学・工学院（正副教授及び高級エンジニア 53名）

材料学学科、材料加工学学科、材料物理・化学学科
・理学院
材料物理学科

http://www.xjtu.edu.cn/

職員総数 5,600名
うち科学院院士 5名、工程院院士 8名

教授・副教授 1,200名

機関予算非公開

北京科技大学（University of Science and Technology Beijing）
北京 Beijing、1952年、教育省
・材料科学・工学学院（教授 68名、副教授 52名）
http://202.204.49.252/ustbcn/index.asp

職員総数 2,631名
うち科学院院士 7名、工程院院士 3名

教授 293名

機関予算非公開
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香港城市大学（City University of Hong Kong）
香港 Hong Kong、1994年、香港市香港城市大学委員会
・理工学部物理材料学科
・理工学部電子工学科
・スーパーダイアモンド・高機能薄膜研究センター（研究者 18名）
ナノマテリアル・ナノサイエンス、有機発光ダイオード、
ナノダイアモンド製造技術、超硬度薄膜製造技術、など

・オプトエレクトロニクス研究センター（研究者 8名）
長周期光ファイバ格子、高分子光ファイバ、など

http://www.cityu.edu.hk/

教授及び助教授約 175名

2,827百万 HK$
（364百万 US$）（2005）

復旦大学（Fudan University）
上海市 Shanghai、1905年、教育省
・技術科学・工学学院　材料科学系（教授 17名）
http://www.fudan.edu.cn/

教職員 2,300名
うち教授・副教授 1,350名

科学院院士及び工程院院士 28名

機関予算非公開　

山東大学（Shandong University）
山東 Shandong、1901年、教育省
・材料科学・工学学院（科学院院士 1名、教授 65名）
http://www.sdu.edu.cn/

専任教師 3,631名
うち科学院院士 5名、教授 922名

機関総予算非公開
科学研究プロジェクト費 166百万元

（21百万 US$）

武漢理工大学（Wuhan University of Technology）
武漢Wuhan、2000年、教育省
・材料科学・工学学院（教授 28名、副教授 105名）

材料加工工学科、材料科学科、金属材料工学科、無機非金属
材料工学科、高分子材料工学科、複合材料工学科、材料成形
抑制工学科

http://www.whut.edu.cn/index.html

教職員 5,975名
うち科学院院士 5名、教授 499名

機関予算非公開　

大連理工大学（Dalian University of Technology）
大連 Dalian、1949年、教育省
・材料科学・工学学院（教授 24名、副教授 27名）

材料加工学学科、材料学科、材料物理化学学科、材料表面工
学科、材料接合技術学科、など

・レーザーによる材料改質国家重点実験室
http://www.dlut.edu.cn/

博士指導教官 265名
科学院院士及び工程院院士 9名

1.5億元（18.6百万 US$）（2000年）

四川大学（Sichuan University）
四川 Sichuan、1896年、教育省
・材料科学・工学学院（教授 20名、副教授 34名）
・高分子科学・工学学院
・製造科学・工学学院
http://www.scu.edu.cn

教授レベル 1,047名
副教授レベル 2,170名

科学院院士及び工程院院士 8名

機関総予算非公開
科学研究総経費 5.5億元

（68百万 US$）（2004年）

華中科技大学（Huazhong University of  Science & Technology）
湖北 Hubei、2000年、教育省
・材料科学・工学院（工程院院士 1名、教授 40名、副教授 33名）
http://www.hust.edu.cn/

職員総数 31,544
うち教授 897名

科学研究総経費 4.27億元
（5百万 US$）（2003年）

上海交通大学医学院（Shanghai Second Medical University）
上海 Shanghai、1952年、教育省
・基礎医学院（正・副教授 112名）
医用数理教育研究室、生物医学工学教育研究室、など

http://www.shsmu.edu.cn/

専門エンジニア 10,168名
博士教官 206名

うち科学院院士 1名、工程院院士 6名

機関予算非公開　

華東理工大学（East China University of Science and Technology）
上海 Shanghai、1952年、教育省
・材料化学・工学学院（教授 29名、副教授 53名、他 51名）
無機材料学科、高分子材料学科

・石油化学工学学院先進材料研究所
・理工大優秀学生部材料工学類（教授 29名、副教授 53名）
高分子材料・工学科、無機非金属材料工学科、材料物理学科、
複合材料・工学科

http://www.ecust.edu.cn/

職員総数 3,900名
うち科学院・工学院院士 4名

機関予算非公開
科学研究費 2.51億元

（30百万 US$）（2005年）
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香港理工大学（The Hong Kong Polytechnic University）
香港 Hong Kong、1972年、香港政庁教育雇用局大学教育資助委員
会、香港政庁工商及科技局創新科技署
・応用物理学科（教授 7名、助教授 8名）

強誘電体、薄膜、コーティング、複合材料、など
・電子工学科（教授 3名、助教授 1名）
光デバイス、光ファイバーセンサー、など

・電子情報工学科（教授 4名、助教授 1名）
オプトエレクトロニクス材料・素子、薄膜素子、など

・材料物質研究センター
高機能センサー材料開発（超音波モーター、正特性サーミス
タ、IR画像計測、医用超音波）、など

http://www.polyu.edu.hk/

教授・助教授・研究員
（アカデミッククラス）

886名

3,307百万 HK$ 
（426百万 US$）（2005年）

香港科技大学（The Hong Kong University of Science and Technology）
香港 Hong Kong、1991年、香港政庁教育雇用局大学教育資助委員
会、香港政庁工商及科技局創新科技署
・ナノ科学研究所（教授 1名、助教授 1名）
・ナノ材料技術研究所（教授 9名）
液晶表示装置、ナノカーボンリチウム電池、カーボンナノ
チューブ FET、超薄強誘電体、ナノマテリアル製造技術

・理学部化学学科
高分子機能材料、光エレクトロニクス用ポリマー材料、ナノ
スケールクラスター材料、など

・理学部物理学科
ナノ材料、半導体物性、表面工学、超音波光学/非線形光学材
料、など

・工学部物理学科
機能高分子材料、ゼオライト薄膜材料、液晶、など

http://www.ust.hk/en/index.html

教職員数
理学部 117名、工学部 150名

270百万 HK$ 
（3,471万 US$）（2004/2005年）

香港大学（The University of Hong Kong）
香港 Hong Kong、1911年、香港政庁教育雇用局大学教育資助委員
会、香港政庁工商及科技局創新科技署
・理学部化学科（教授 7名、助教授 12名）

高分子機能材料、光エレクトロニクス用ポリマー材料
・理学部物理科（教授 5名、助教授 12名）

SiC基板デバイス開発、ZnO単結晶光学素子、有機発光ダイ
オード、ナノ構造体の光学的性質、高 Tc積層ジョセフソン
素子、ペロブスカイト酸化物薄膜、高機能薄膜材料、など

・工学部電子工学科（教授 2名、助教授 3名）
GaInP/GaAs 高速バイポーラー Tr、高温超電導用コイル材
（MRI用）、マイクロキャビティ有機発光ダイオード、有機材
料ソーラーセル、光デバイス用有機・無機ナノコンポジット
材料、など

・工学部機械工学科（教授 3名）
低炭素鋼の圧延微細組織、Al－Mg合金の加工熱処理による
加工特性改善、Fe3％ Si材の二次再結晶組織、など

http://www.hku.hk/

教授 70名

5,146百万 HK$ 
（663百万 US$）（2005）

引用文献
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11）中国科学院長春光学精密機械・物理研究所、
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14）中国科学院固体物理研究所、http://www.issp.ac.cn/
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27）南陽理工学院、http://202.102.240.88/index.php

28）中国科学技術大学、http://www.ustc.edu.cn/

29）吉林大学、http://www.jlu.edu.cn/newjlu/

30）浙江大学、http://www.zju.edu.cn/

31）南京大学、http://www.nju.edu.cn/

32）哈爾濱工業大学、http://www.hit.edu.cn/

33）北京大学、http://www.pku.edu.cn/

34）上海交通大学、http://www.sjtu.edu.cn/

35）西安交通大学、http://www.xjtu.edu.cn/

36）北京科技大学、http://202.204.49.252/ustbcn/index.asp

37）復旦大学、http://www.fudan.edu.cn/

38）山東大学、http://www.sdu.edu.cn/
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41）四川大学、http://www.scu.edu.cn

42）華中科技大学、http://www.hust.edu.cn/
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