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中国人大学院生が日本留学を選択する過程と要因
―2015 年度中国赴日本国留学生予備学校博士班への調査より―

赤桐敦（京都大学大学院博士後期課程）・鈴木美加（東京外国語大学）

【キーワード】　留学生受入れ政策、外国人留学生、グローバル人材、中国

1．はじめに
　2015 年現在、中国の名目 GDP は、日本の 2 倍に達している 1。また、経済だけでなく、学
術領域でも 2010 年に学術論文数が世界 2 位となり、中国の英語教育の進展とともに、英語
圏の研究者と直接連携して研究を行うことが可能となっている。中国の大学・大学院生の留
学先はこのような状況を反映しており、2014 年の清華大学と北京大学の卒業生の留学先は、
アメリカが 70.3%（清華大）と 62.9％（北京大）を占め、日本はわずか 3.1％（清華大）と
2.4％（北京大）に過ぎない 2。トップレベルの大学に在籍する中国人学生にとって、日本はす
でに目指す留学先ではなくなっているといえる 3。　

一方、日本では、「世界規模で、優秀な外国人留学生の獲得をめぐってしのぎを削る状況」
が生まれているとの認識のもと、「従前から重視してきた教育・研究面における役割、外交
や安全保障における役割に加えて、我が国の経済的な発展に掛かる役割」を担う留学生を確
保すべきとの意見が行政から出され、国際化を目指す各大学でも優秀な外国人留学生の招致
が求められている 4。なかでも、来日する外国人留学生の 60％を占め、日本に隣接する中国か
らの留学生は重要な役割を果たすことが期待される。

日本の留学生受入れ政策が変化し、経済や学術などの領域で日中間のパワーバランスが
逆転しつつあるなか、中国人学生はなぜ日本への留学を選択するのだろうか。本研究では、
2015 年度中国赴日本国留学生予備学校博士班において行われたアンケート調査をもとに、
中国のトップレベルの大学において修士課程を修了した中国人学生が、日本への留学を選択
し日本で博士学位取得を目指すに至った経緯を分析し、その要因を解明する 5。

1 李潔（2013）は中国のGDPの統計方法を巡る疑問を論じているが、本稿では中国国内における認識に基づく。
2 清华大学就业指导中心（2014：3）、北京大学学生就业指导服务中心（2014：10）。
3 中国では、大学・短期大学に相当等する「普通高等学校」が2553校（2015年5月現在）あり、国家が重点的に教育投資を行

う大学として、21世紀に向けて100校を選ぶ意味で名づけられた「211工程（計画）」で、1995年から112校が選定されてい
る。1998年からはさらにその中から「985工程（計画）」で39校が選定されている。この名称は98年5月に江沢民が提唱したこ
とによる。これらの大学は中国国内で211・985重点大学と呼ばれ、トップレベルの大学とされている。このほか学術誌Nature
の Nature Publishing Index-2013 Global Top200においてアジア最高位の6位となった中国科学院直属の中国科学院大
学、中央政府部門が管轄し特定分野のハイレベル人材を育成する外交学院などの大学が存在する。

4 文部科学省（2013：1）。
5 2015年度博士班の最終学歴（修士課程）は、211重点大学が65％で、そのうち北京大、清華大などの985重点大学は42.4%であ

った。残りの35％には、中国科学院直属の中国科学大学や中国共産党中央委員会直属の中共中央党大学などが含まれる。
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2．留学生受入れ政策の変化と実態調査の必要性
2.1　留学生受入れ政策と留学生教育市場

従来の日本の留学生受入れ政策は、発展途上国のエリートに対する個人的キャリア形成
支援、外交戦略（国際協力・途上国援助）、国際理解の促進、学術交流の 4 つのモデルから
説明することができたが、「留学生 30 万人計画」（2008）以降、日本の利益確保のための「高
度人材獲得モデル」が顕著に反映されるようになった 6。2013 年文部科学省「世界の成長を取
り込むための外国人留学生の受入れ戦略」では、より明確に、政府開発援助（ODA）とし
ての受入れ政策だけでなく、「我が国にいかに成長をもたらすか」という考え方が示されて
いる。

日本の留学生受入れ政策に、日本の成長に貢献する高度人材の獲得という考えが追加さ
れたことは、単なる理念の追加ではなく、支援型受入れから市場型への受入れへと大きく転
換したことを意味する。従来の国家エリートを受入れる留学政策の場合、留学生は帰国して
仕事や研究を通じて自己実現と社会貢献を行うことが想定され、留学生が出身国で活躍する
ことによって、外交戦略や国際理解で日本に貢献することが期待される。この場合、留学生
は他国への留学を選択することもできるが、受入れるかどうかの主導権は日本側が握ること
となる。しかし、留学生を高度人材とみなし、英語による学位取得コースの設置や国際ラン
キングの強化などのグローバルスタンダードの導入によって獲得しようとする場合、一元的
で世界的な留学生教育市場と労働市場が想定されている。日本側が留学生を高度人材かどう
かで選抜すると同時に、留学生も自分の市場価値を認識し、日本の国際的地位を比較考量す
るという対等な関係が生じる。日本側がグローバル化を推し進めるほど、留学生の流動性が
高まると同時に、世界的に中上位に位置する日本の大学のランキングと様々な慣例をもつ日
本の労働市場の閉鎖性が鮮明となる。結果として、英語圏のトップレベルの大学に入れなか
った留学生や日本留学を次のキャリアアップへの踏み台として考える留学生が日本に多く集
まり、留学後はそれぞれの目指す地域に移動するため、日本の成長への貢献を期待するのは
難しくなる。

嶋内（2014）は、日韓の高等教育における英語プログラムに在籍する留学生への質的な
調査から、プログラムに参加した留学生の多くが、欧米の英語圏への留学を目指しながらも、
何らかの理由で断念して日本や韓国にやってきたセカンドチャンス型・ステッピングストー
ン型の留学生であることを明らかにした。一方で嶋内は、「留学先としての日韓という選択
肢（リージョナル・プル要因）が出てきたことで，英語プログラムを拠点とした留学生移動
の「地域化」をもたらし、「東アジア周遊」という新しい留学の形を表出させている」7 と結
論づけ、多様な留学生が来日することは留学生の質を高めると評価する。

確かに、世界の留学生教育市場が 450 万人に達するなか 8、世界の趨勢に合わせて日本の留
学生受入れ政策を市場型に切り替えるべきだともいえる。しかし、留学にかかる費用を学費
としてすべて留学生本人に負担させる「顧客モデル」ならこの主張は説得力をもつが 9、日本

6 寺倉（2009：66‐67）
7 嶋内（2014：317）
8 OECD（2014：344)
9 寺倉（2009：55）
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の奨学金や学費の減免などの優遇政策を受けている場合、周遊するセカンドチャンス型・ス
テッピングストーン型の学生を支援する根拠は乏しい。

2.2　実態調査の必要性
一元的で世界的な留学生教育市場と労働市場を前提とした市場型の留学生受入れ政策で

は、日本政府や受入れ大学は利害関係者の一つに過ぎない。嶋内が質的調査で示したように、
政策策定者が想定する留学生像と、実際に来日する留学生の実態は大きく乖離している。日
本側が主導権を主張できる支援型の受入れ政策では、理念や制度に関するマクロ的なアプロ
ーチが有効であったが、市場型の留学生受入れ政策の分析では、主体となる留学生側に立っ
たアプローチが重要となる。

このような問題意識を持つ先行研究として、韓、河合（2012）がある。韓らは、「どのよ
うに「優れた留学生」の受入れを促進するかについて、具体的な方策はまだ十分に示されて
いない。現状さえ明確にはなっていない」としながらも、浙江大学で調査を実施し、中国の
トップレベルの大学に、実際に来日する留学生を大きく上回る数の日本への留学希望者がい
ることを明らかにしている 10。

韓らは、日本留学を阻害する原因が（1）留学方法の分かりにくさ、 情報不足、奨学金・
入試制度等の日本の留学生受入れ体制の問題点、（2）大学間格差、留学仲介業者の存在とい
った中国側の状況、（3）高等教育システムについての日中の相互理解不足にあるとの仮説を
立て、これらの課題を克服すべく、京都大学のアドミッション支援オフィスの導入と広報活
動の充実に努め、北京大学からのサマースクール受入れを軌道に乗せている 11。
　太田（2015）は、留学の理念と動機は時とともに絶えず変化し、留学生の受入れと送出し
政策は相互に連動しあうダイナミックな関係であると訴える 12。市場型の留学政策の分析で
は、国ごとで異なる送出し国の教育政策や労働市場の動向、日本の国際的な位置づけを、異
なる条件を持つ留学生がどのように捉えているかを明らかにすることが重要となるとしてい
る。

3．調査の概要
3.1　中国赴日本国留学生予備学校博士班について
　中国赴日本国留学生予備学校（以下、「予備学校」と呼ぶ）は、1979 年に日中政府間の共
同事業として、中国長春の東北師範大学に設立され、文部科学省国費外国人留学生（以下、「文
科省国費留学生」と呼ぶ）として日本で博士後期課程への進学を目指す中国人学生に対して、
1 年間の日本語予備教育を実施している 13。2015 年度は 105 名が選抜されコースとしての「博
士班」で日本語予備教育を受けている 14。本研究では、日中交流史と日本語教育史における

10 韓、河合（2012：37）
11 韓、佐々木、河合（2014：18-21）
12 太田、工藤、上別府（2014：15）
13 1985年からは私費留学生に対する日本語教育を行う進修班が設置されているほか、文科省国費留学生以外の派遣プログ

ラムや英語圏への派遣プログラムの予備教育も行っている。
14 早期渡日試験合格者7名を除く。



中国人大学院生が日本留学を選択する過程と要因：赤桐敦・鈴木美加218

予備学校の位置づけに関して李（2010）、酒井（2012）を、文部科学省派遣教師団による日
本語教育に関して坂本（2011）、藤村（2014）を参照した。

3.2　調査目的とアプローチ
　本研究は、留学生受入れ制度の主体である留学生がどのような意思決定プロセスを持ち、
どのような要因に影響を受けたかに関心を持つ。予備学校博士班に関する先行研究では、日
本語教育の効果についての関心から行われた調査が多く、同様のアプローチからの専攻研究
は管見のかぎり見当たらない。よって、本研究では探索的な調査を行うこととし、次の項目
に関する回答を分析することとする。（1）文部科学省国費外国人留学生を知ったきっかけ、（2）
日本留学決定を促進した要因と阻害した要因、（3）日本の研究の位置づけ、（4）他国との比
較、（5）他の留学プログラムとの比較、（6）受入れ大学と研究室に関する情報源、（7）情報
アクセスのしやすさ、（8）手続きの進めやすさ
　なお、筆者両名は 2015 年度予備学校博士班における基礎日本語担当教員であった。

3.3　方法
回答者　博士班予備教育受講者 95 名中 1581 名提出（理系 61 名、文系 20 名）、回収率 85.3%
質問紙　「日本留学に関するアンケート（博士班）」と題された質問紙を 2015 年 7 月 13 日

に配布し 17 日に回収した。回答は無記名による記述式で、日本語、英語、中国語による回
答があった。

データ処理　まず回答の全記述を筆者が日本語に翻訳し表記のゆれを統一した。次にテキ
スト分析ソフト KH Coder を用いて、抽出語リストを作成した 16。

カテゴリーの作成　抽出された語彙において、出現回数が上位の語彙を類似性から分類し、
カテゴリーを作成した。さらに詳しい分類が可能な場合は、下位の分類を行った。また、1
人の記述が 2 つのカテゴリーに言及する場合は、それぞれの分類に算入した。例えば、「こ
のプログラムは中国の先生が推薦してくれました。自分でネットで調べて詳しく知りまし
た。」という記述は、「人間関係」と「インターネット」に分類されている。そのため、出現
回数の総数と各分類でカウントされた出現回数は一致しない。

分類の適切性　筆者が作成した分類をもとに、2 名の研究協力者（外国語教育を専攻する
院生）が、筆者の行った記述の分類の適切性についての確認作業を行った。

15	 基礎日本語教育修了時に調査を実施したため、基礎日本語履修全期間免除者10名も調査対象から除いた。
16 無料配布ソフトKH Coder Ver. 2.Beta.31d（http://khc.sourceforge.net/dl.html より2014年10月12日ダウンロード）
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3.4.1　分類と結果　「文科省国費留学生を知ったきっかけ」
表 1　文科省国費留学生を知ったきっかけの分類 17

（　）内は出現回数、N=81

上位分類 下位分類 回答記載例

人間関係
（53）

教員（23） 2015年2月大学の先生からメールをもらった。このメールで知りま
した／日本から帰ってきた修士課程の指導教員／修士時代の
指導教官が教えてくれました

先輩（19） 先輩から聞きました／大学の先輩を通じて知りました／
私の修士課程の実験室の先輩がこのプログラムを通して東京大
学の博士課程に留学しました。この期間、彼と十分交流しました

友達（10） そのプログラムを受けた友達から知りました／2013年に友達から
この文部科学省奨学金を知っています

家族（1） 5年前、家族から知りました

インターネット
（27）

特定サイト記
載なし（10）

自分でインターネットで知りました／修士の三年生の時、インター
ネットで知りました

CSC（国家留学
基金管理委員
会）のサイト（10）

3年前（2012年）CSCのウェブサイトのホームページで偶然に見ま
した／2011年に大学院に進学してから、CSCのホームページか
ら知りました

学校（5） 院生二年生の時、学校のホームページを通して知りました

文部科学省の
サイト（1）

だいたい半年前の報告書、文部科学省のサイト閲覧

SNS（1） 2014年3月中旬、卒業した学校の公費留学生の交流グループで
このプログラムの情報をえた

通知・説明会
（3）

学校（3） 学校の留学センターを通して知った／京都大学の募集担当の
先生が浙江大学で行った説明会を通して

その他（1） 日本に対するイメージ

　結果　回答者（N=81）のうち 65.4％が、教員、先輩、友達などの人間関係を通して、文
科省国費留学生を知ったことが明らかになった。人間関係の中でも、とりわけ日本留学経験
を持つ教員、日本留学中の先輩が重要な役割を果たしている。人間関係に続き、インターネ
ットがプログラムを知る契機となっている。留学に関する情報をインターネット上で閲覧し
ている際に、偶然プログラムを知ったこと示す記述と、人間関係を通じてプログラムの存在

17　各表のNは該当項目回答例に記載があった質問紙の数を挙げる
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を知り、インターネット上で詳細を調べたことを示す記述がみられた。人間関係とインター
ネットは、相互に補完して文科省国費留学生の存在を知るきっかけとなっている。

3.4.2　分類と結果　「日本留学決定を促進した要因と阻害した要因」

表 2　日本留学決定を促進した要因
（　）内は出現回数、N=76

上位分類 下位分類 回答記載例

自己決定
（36）

日本に対する
イメージ（26）

日本人の研究に対するまじめな態度に感動している／先進な技
術、きれいな町、国民の素質が高い／一番のは日本に対するイ
メージ／日本へ留学することを促進するのは、日本人が真剣に
仕事をする印象です

日本に対する
興味（8）

私は日本が好きなので、日本へ留学したら、日本での生活を経験
することができます／私はもともと日本ドラマ・歴史のファンだ

自己研鑽（6） 日本語学習を通じてより多くを学んで自分をさらに優秀にしたい
／働いた後、自分の能力を高める必要があると感じました

将来（3） 将来、よりよい条件で自分の好きな仕事を探すため／将来、研究
についての仕事をしたいですから、博士号を取る必要があります

人間関係
（30）

教員（20） 先生の励ます話が決心を後押ししました／私の修士の指導教
員は京都大学で１年の訪問学者をしたことがあります。彼は学術
レベルをとても認めていました。

家族（19） 家族と相談した上で決めました／父は若い時、日本語を習ったこ
とがあるので、私の留学決心に賛成しました／両親の大きな支
持が作用しました

先輩（4） 先生と先輩／先生や先輩が励ましました

友達（3） 日本留学を決めるにあたって、先生や先輩や家族や友達みんな
相談した上で決心を促進しました

研究（19） 日本の指導教官の研究に興味を感じたからです／私は主に災害
に対する研究をしています。日本の災害レベルは高いので、日本の
研究レベルも高いです／自分の専門を進めるために留学を決めた

回避（4） 結婚と就職もしたくなかったことが決心を促進しました／良い仕
事を見つけるのが難しかったことと研究が好きだから／今の中国
の医療レベルと医療の状況

その他（1） 奨学金は十分です
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結果　回答者（N=76）のうち 47.3％が自分自身で日本への留学を選択し、39.4％が人間
関係から影響をうけ、25％が研究のために日本留学を決定したことが明らかになった。これ
らの要因は相互に補完的で、日本へのポジティブなイメージから日本への興味を持ち、情報
を集めて研究のために日本留学を志し、教員や家族に相談した結果、留学を決心するという
意思決定が行われている。就職難など現在の状況から逃れる「回避」のために留学を選択し
た学生はいたが、回答者の 5.2％に留まった。

表 3　日本留学決定を阻害した要因
（　）内は出現回数、N=36

上位分類 下位分類 回答記載例

不安（22） 日本語（7） 障害は日本語が下手です／言語学習は比較的大きな障害

生活習慣の
違い（5）

日本でうまく生活できるかどうか心配です／日本の生活習慣と経
済状況

経済的問題
（3）

障害になったことというと、経済的なストレスとか日本に留学した
後、日本での生活に慣れるかどうかなどに対する心配なのだ

年齢（3） 障害となったことは家族が私の年齢を心配したことでした／障害
は年齢です。まだ結婚しません。彼女もいない。留学なら、4，5年
後で結婚は遅いです

災害（2） 障害となったことは福島の事故の放射性物質の残留問題でした
／心配なのは日本の自然災害

その他（5） 学位を取るのは難しそうだ／障害というと、自信不足、自己懐疑、
進路困惑など精神的な問題があるでしょう

人間関係
（13）

家族（13） 最初家族は中日関係と自然災害の原因で私の赴日を望まなかっ
た。後で、話を聞いて同意してくれた／両親は欧米への留学を
希望しましたが、交流の後、最終的に日本へ行くことに同意してく
れました／日本への留学を決めた後、家族で反対する人がいま
した。彼らは中国人は日本で安全ではなく、人身攻撃を受けると
感じており、私がじっくり説得した後、心配はかなり減りました

友達（2） 家族と周囲の友達は心配しました。政治的、国際的問題は日本
に行く人の安全にとって心配です

その他（1） 自由に帰国することはできません

結果　本設問の回答率は全回答者（N=81）の 44.4％（N=36）にとどまった。原因として、
障害そのものが存在しなかったことが考えられるが、強い障害に出会った学生はこのプログ
ラムに応募しない・できなかったこと、ネガティブな記述を筆者（クラスを担当した日本
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人教師）に伝えるのは失礼だと考えた可能性を排除できない。設問に答えた回答者のうち、
59.4％が留学への不安が障害となっており、35.1％が家族や周囲の人間からの反対にあって
いる。家族が反対する主な理由は、日本に対するネガティブなイメージであり、加えて欧米
への留学が研究者としてのキャリアアップにつながるとの世界観にあった。

3.4.3　分類と結果　「日本の研究レベルの位置づけ」
表 4　日本の研究レベルの位置づけ

（　）内は出現回数、N=78

上位分類 下位分類 回答記載例

国際的な序
列に基づく評
価（66）

国際的に上位
（60）

国際的に先進なレベル位置づけられます／日本の研究レベルは
国際的にとても高い。世界的に進んでいます／一番に位置づけ
られます／材料学において、日本と米国はこの分野のリーダーで
す／アジアの一番高い

国際的に中上
位（6）

トップレベルではありません。香港やシンガポールなどの最先端の
研究と比べるとやはり見劣りします／中等と思います。でも東大
や京大という学校はすばらしい先生がいます

相対的な評価
（8）

独自性を評価
（4）

私の研究分野は世界でも「若い研究」です／アジア人一概にま
とめて西洋人と比較する研究が圧倒的に多いなか、私の研究
は同じアジアの隣接する国同士の比較を行い、西洋主導の理論

（心理学）に一石を投じてくれることを期待している／基礎研究
は優れています

中国との比較
（4）

最も先進とは言えないが、中国より強い／ご存知のように、中国は
30年に及ぶ経済発展をつづけました。しかし、環境問題は日増し
にひどくなっています。日本は技術大国として、環境領域で経験
を蓄積しており、技術も発展しています／中国より成熟していま
す

その他（4） 国際的な名声はよくわかりません／大体同じです

結果　回答者（N=78）のうち 76.9％が日本の研究が国際的に高いレベルにあると考えて
いることが明らかになった。判断の根拠に大学の国際ランキングをあげている記述が見られ
たが少数にとどまり、回答者の研究領域における日本の研究の先進性、独自性や教員の研究
に着目した記述が多くみられた。回答者が読んだ論文、指導教員や先輩からの評価が留学生
の日本の研究に対する評価に強い影響を与えている。
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3.4.4　分類と結果　「他国との比較」
表 5　他国との比較

（　）内は出現回数、N=81
上位分類 下位分類 回答記載例

事前に日本を
選択（52）

理由の記載なし
（22）

ほかの国に留学する考えはなかったです／いいえ、ほかの国を考
えません／検討したことはありません

日本に対する興
味（13）

日本の文化や習慣が好きだからです／理由は日本が一番好きで
す。子どもの時から日本のアニメを見ています

研究（11） 日本の医療レベルと国民の素質などが私をひきつけました／専攻
は日本文学ですから、ほかの国への留学を検討しませんでした／
私の専門に関する研究が世界で先進です

人間関係（7） 先生は日本で学んで帰国しました／私の前の指導教員のアドバイ
スが最も大きな理由です

地理的な近さ
（6）

日本は中国の隣国であり、行ったり来たりするのが便利です／日本
は中国から近いから、同じアジアの国です

文化的な近さ
（5）

文化的な違いがその他の国 に々比べて、比較的小さいです／文
化や伝統はだいたい同じです

日本語（1） 日本語の基礎があったので、すぐに日本へ行くのを決めた
他国と比較
した上で選択

（29）

研究（18） 日本とアメリカの研究はだいたい同じレベルです／日本のレベルは
とても高い。もちろん米国の方もいいですが、日本のほうが文化、食
生活、風俗などは近いので、生活と勉強はしやすいと思います／
私の研究領域で、日本はアメリカに近い研究と技術レベルがあり、
併せて厚い産業基盤があります

地理的な近さ
（9）

日本は近くて、私の分野も進んでいる。遠いところへ行く必要がな
い／日本はほかの国と比べると中国に近くて、技術産業が発達し
た国だからです

奨学金（7） 奨学金をもらうのはちょっとやさしい／ほかの国の奨学金はとても
少ないです

文化的な近さ
（5）

中日両国の文化の違いは小さく、欧米に比べて容易に適応できる
と思い、日本への留学を決めました

日本に対する興
味（3）

異なる言語環境を得るために日本を選びました／漫画文化にとて
も興味がある

博士課程の長さ
（3）

博士は三年以内に学位を取ることができます／日本の博士時間
はアメリカより短くて、私の研究分野も世界中有名です

その他（3） 英語は下手です／私の指導教員はとてもやさしい人だからです
／アメリカの大学も選択肢であったが、受け入れの手続きの問題
で不可能になった



中国人大学院生が日本留学を選択する過程と要因：赤桐敦・鈴木美加224

結果　回答者（N ＝ 81）のうち 64.1％が、事前に日本留学を選択しており、他の国への
留学との比較検討を行なっていない。ここでも、日本に対する興味、研究、人間関係が日本
留学の選択の主要な要因となっている。35.8％は他の国との比較を経て、日本留学を選択し
ている。比較した留学先として、アメリカ（11）、ドイツ（2）、イギリス（1）、イタリア（1）、
カナダ（1）、香港（1）、ヨーロッパ（1）が記述に出現していた。比較後に日本への留学を
選択した要因は、欧米と同等の研究レベル、地理的な距離の近さ、奨学金の金額と採用され
る可能性の高さであった。

3.4.5　分類と結果　「他の留学プログラムとの比較」
表 6　他の留学プログラムとの比較

（　）内は出現回数、N=81

上位分類 下位分類 回答記載例

他 の 留 学
プログラム
と比較した

（65）

日本語訓練がある
（51）

留学の前に1年の日本語を学ぶことができます／日本は非英語
圏の国で、先生や学生と交流し、学習で用いる言語を学ぶ必
要があります／文部科学省奨学金は日本語をよく勉強できるの
で、以後の日本の生活に役立つと思います

日本語学習を通じ
て日本理解と生活
適応を期待（17）

日本の文化をより多く理解することができるので、早く日本の生
活にとけこむことができます／国内で日本語の訓練があり、日本
の生活に更に適応できます

応募時期や支給
期間（8）

奨学金が多く、時間も長い／交換留学と比べて時間が長いの
で、本当に研究できます

事前に学費免除
証明書・内諾書が
不要（6）

このプログラムは外国の学校の学費免除証明が要らなかった
ため／このプログラムは（事前に）内諾書が要らなくて、私が申
し込むことができました

事前に英語・日本
語能力証明が不
要（5）

このプログラムに決めた理由は、TOEFL，TOEICまたは
IELTS試験の成績説明書を提出する必要はない／申し込む
前に日本語能力がいらないから

大学や専門領域
に制限がない（4）

東京大学建築系に高水平のプログラムがありません／入学希
望の大学院にはこのプログラムがないから、高水平を諦めました

金額や学費免除
（4）

このプログラムの奨学金は一番高いです／高水平プログラムに
は学費（免除）はない

その他 このプログラムは公平で、社会人で留学したい者にも機会を与
えてくれます／高水平のプログラムは日本で卒業後で、もうすぐ
中国へ帰らなければなりません
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比 較しな
かった（16）

いいえ、比較しませんでした／高水平や交換留学は検討して
いないのでよくわかりません

結果　回答者（N=81）のうち 80.2％が他のプログラムとの比較検討を行っている。比較
の対象として　中国政府国家建設高水平大学公費派遣研究生プログラム（以下、「高水平公
費研究生」と呼ぶ）（13）、大学間交換留学プログラム（2）が記述に出現していた 18。比較後
に文科省国費留学生に応募した主な要因は、1 年間の日本語訓練があることで、比較を行っ
た学生のなかで 78.4％に及ぶ。次いで日本語学習が日本・日本文化理解と日本社会への適応
につながるとの記述が多く見られた。応募可能な研究領域や派遣先、出身大学などで、高水
平公費研究生の求める条件が、文科省国費留学生に比べて厳しいことを示唆する記述が見ら
れた。

3.4.6　分類と結果　「受入れ大学と研究室に関する情報源」
表 7　受入れ大学と研究室に関する情報源

（　）内は出現回数、N=81

上位分類 下位分類 回答記載例

インターネット
（53）

大学（30） 学校のホームページ／ネットを通じて大学と先生の情報を入手し
ました／日本の大学のオフィシャルサイト

特定サイト
記載なし（22）

インターネットと昔の先生の話／自分でネットの情報を取りました

CSC（1） 自分で国家留学基金管理委員会のサイトからより多くの情報を
得ました

人間関係
（28）

教員（23） 大学院の指導先生から教えていただきます／日本の大学の先生
と私の学校は共同研究していました。それで私が行く大学の先
生について以前から知っていました

先輩（7） 私のいる大学院の先輩がこのプログラムで行きました。彼から多
くの情報を得た／私はある先輩（09年予備学校で学習）の推薦
を受けました

その他（1） 婚約者の実験室と合作、交流したことがあるので、お互いに比較
的理解していました

18 高水平公費研究生は、教育部の外郭団体である国家留学基金管理委員会によって運営される「優秀な学生を国外の一流
高等教育機関に派遣する」プログラムである。（国家留学網、http://www.csc.edu.cn/〈2015年10月31日〉）
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論文（5） 論文の閲読を通して／論文の検索は難しかったです。日本の日
本語学術誌、特に文科はその多くが電子出版がありませんでし
た

説明会（2） 日本の大学の紹介会／説明会

その他（2） 大学の入学案内書を通して／母校の協定校へ行って、先生の
授業を聴講したりしました

　結果　日本への留学を決めた回答者が、受入れ大学と研究室を決めるにあたり、インター
ネット上の情報（65.4％）と人間関係（34.5％）とが主要な情報源となっている。インター
ネット上で提供される情報の評価は、次項で詳しく調査する。

3.4.7　分類と結果　「情報アクセスのしやすさ」
表 8　情報アクセスのしやすさ

（　）内は出現回数、N=81

上位分類 下位分類 回答記載例

肯定的評価
（58）

集めやすい
（45）

情報は集めやすかったです／教授たちのホームページは、大学
が英語版を用意していました。日本語ができなくても、英語ができ
れば教授にメールを出すことができます

わかりやすい
（45）

ホームページやパンフレット、説明会での説明はわかりやすかった

十分（4） 東京大学の工学部の教授に関する情報は十分です。詳しい連
絡先もあるから、教授にメールで質問もできます

否定的評価
（19）

集めにくい
（10）

そんなに集めやすくなかった／言語はわかりやすかったが、情報
はちょっと砕けているし、ときどき古いので、ホームページはわかり
にくかったです／先生の情報は、運が良ければオフィシャルサイト
で見つけられます。ある学校はサイトに先生の情報を載せません

わかりにくい
（6）

先生の情報は、やはりわかりにくかったです。多くの学校で、先生
の情報は基本的にメールと大まかな研究方向に限られていまし
た

難しい（6） すごく難しいことだと思う／日本語はできないので、英語でネット
の先生の情報を得るのはやはり難しかったです

不十分（5） 大部分の情報は比較的簡単でした。しかし、さらに詳細な情報
は比較的難しかったです
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その他（4） 私の場合は、日本の大学や先生に関する情報を全部でネットで
調べた／先輩から、いろいろな情報をもらって、学校のことも先生
からのメールで知りました。ほかの手段は実は利用しませんでし
た

結果　インターネット上で提供される情報の評価は、71.6％の回答者が肯定的評価を下し
ている。否定的評価に着目すると、指導教員の詳細な情報、とりわけ研究内容についての情
報の深さにむらがあることが原因となっている。回答者は、受入れ先を日本語学習前に探し
ており、英語・中国語でアクセス可能な情報が重要となる。

3.4.8　分類と結果　「手続きの進めやすさ」
表 9　手続きの進めやすさ

（　）内は出現回数、N=80

上位分類 下位分類 回答記載例

順調（66） わかりやすい
（50）

手続きの説明は英語版があるので理解しやすい／わかりやす
かったです。例えば、入学のために、どんな書類が必要か、いつ申
し込むか、いつまで提出すべきかなど、とても詳しく並べてあった
のです

教職員の
サポート（45）

日本の大学は専ら係員があります。私は手続きをやっている時。
困ったことがあったら、いつも係員に聞きました。たくさん手伝いを
もらった／例えば、私の先生はとてもやさしいからです。Ｅメール
でたくさん資料をもらいました

不順（12） わかりにくい
（8）

わかりにくかった。／手続きのやり方はわからなかった。そして、私
は指導教授にメールを送って、それを聞きました。後で指導教授
はStaff in office of internationalに頼んで手続きのやり方を私
に教えます

情報が共有
されていない

（7）

大部分の先生はこのプログラムを知りません／文部科学省の新
しい改革と政策は各学校にまで行き届いていませんでした。交
流の間で誤解が生じました。

その他（3） 手続きが複雑である／研究生の制度が各大学で異なり、博士課
程の受験も異なることは、とても困ります

その他（2） 手続きややり方はまだわかりません。まだ先生、あるいは係員に
伺っていません
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結果　手続きを行った回答者の 81.4% が、手続きは順調だったと考えていることが明ら
かになった。手続きに関する説明書きがわかりやすかったとする記述と、日本側の教員や事
務のサポートによって順調に手続きを進めることができたとする記述が多数みられた。手続
きに関する説明がわかりにくく、さらに教職員も適切なサポートができない場合、学生にと
って大きなストレスとなっている。日本独自の制度は、適切な説明とサポートがあれば、大
きな障害とならないことが明らかになった。

4. 考察
4.1 調査結果の概要
　本研究によって、2015 年度文科省国費留学生に関して次のことが明らかになった。

（1）日本への留学経験を持つ教員、先輩、友達などの人間関係が、日本への留学を選択する
際に最も主要な要因となっており、その後も重要なアドバイザー、ガイド、推進役になって
いる

（2）日本に対するポジティブなイメージや興味、研究分野のレベルの高さから、自ら日本留
学を決心していた学生が 64％を占める

（3）欧米への留学を検討した学生は、日本の研究レベル、地理的・文化的な近さ、奨学金を
考量し、日本留学を選択している

（4）日本の研究レベルに対する評価は高く、欧米に比べて遜色ないと考えられており、学生
は自身の研究領域に関連づけて日本の研究の質を見極めている

（5）留学に際して言語と異文化環境に不安を抱く学生が多く、62％が 1 年間の日本語教育を
受講する機会のあることを理由に文科省国費留学生を選択している

（6）インターネット上の情報は十分な広がりをもって提供されているが、深さにむらがある。
情報不足や理解しにくい個所があっても、人的なサポートによって補完された場合、学生の
ストレスは大きく軽減される。

4.2 分析とモデル化
　まず、本調査の結果を韓、河合（2012）の指摘する潜在的な日本への留学希望者の存在と
それを阻害する要因から検討したい。本調査において、64％の回答者が他国への留学を考慮
せず、事前に日本への留学を選択していた。欧米への留学を諦めてやってくるセカンドチャ
ンス型・ステップストーン型の留学生ではなく、当初から日本への留学を希望する学生が中
国のトップレベルの大学に一定数存在することは、韓らの調査結果を支持する。留学方法の
わかりにくさや情報不足が日本留学を阻害しているとの点については、本調査ではごく一部
にとどまった。その理由として、近年日本側で広報の重要性が意識され情報発信が改善され
たこと、本調査対象は留学申請に成功した者であり申請に至らなかった者は調査対象となっ
ていないことが考えられるが、日本に留学した経験をもつ教員や先輩などの人間関係を有し
ているかどうかが重要な要因となった。本調査では、人間関係は日本留学のきっかけを作っ
ただけでなく、受入れ先の選定のガイドや障害に遭った時のアドバイザーや推進役になって
いることが明らかになっている。
　次に、嶋内（2014）が提示するリージョナル・プル要因から、留学生の移動の要因を検討
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したい。嶋内は、出身国から出たいと考える要因をプッシュ要因、受入れ国が引き付ける要
因をプル要因とし、なかでも地域への関心をリージョナル・プル要因と呼び、地域間の移動
から東アジア周遊型の留学が生まれるとする。本調査では、就職難やモラトリアムからとに
かく留学したいとする記述が見られたが、少数に過ぎず、他国との比較の上で日本に引き付
けられた学生は 35.8％であった。プッシュとプルという概念はもともとマーケティングに用
いられる概念であり、市場における消費行動の分析に適している。留学生の移動を留学市場
における消費行動とみなす場合、奨学金や国際ランキングの強化、英語の使用などでプル要
因を強化することが考えられるが、本調査ではこれらに対応する記述は少数にとどまった。
プル要因の強化による、日本留学促進の効果は限定的なものになる。
　以上から、本研究では調査から導かれるモデルとして、人間関係の蓄積を提示する 19。日本
に留学した経験を持つ中国人留学生は、日本と中国以外の国も移動範囲に含めながらも、日
本語と中国語を駆使して、主に日中間で自己実現と社会活動を行う。日本で得たポジティブ
な経験は、中国の若者に語られ、若者にポジティブな日本のイメージを創出する。予備学校
は設立から 34 年を経過し、国費留学を終えて帰国した留学生の 87％が大学・研究機関で働
いている 20。その多くは、教授や大学の管理職などの重要な役職についており、学生に語る
留学談やアドバイスは学生の意思決定に大きな影響を与えている。マスコミによるネガティ
ブキャンペーンは、家族や周囲の人々に日本に対するネガティブなイメージを抱かせるが、
人間関係を通して日本留学を志した学生の決意は、これを説得してでも意思を貫こうとする
ほど固い。

5　まとめと提言
　本研究において、留学生は比較的早い時期に日本への留学を決意しており、そこには日本
への留学経験を持つ教員や先輩などの人間関係が大きく影響していることが示された。この
ことは、一元的で世界的な留学生教育市場と労働市場の想定とそこにおける日本の地位の影
響を否定するものではないが、中国人留学生の移動が大学ランキングや国力の大小に直接影
響を受けるものではないことを意味する。

本研究の結論から、現在行われているプル要因を強化する政策に加えて、（1）中国にお
ける人間関係の拡大再生産支援、（2）日本における留学生を受入れる人間関係の充実、（3）
日本語教育支援、などが留学生受入れ政策に必要になると考えられる。帰国後に教員や研究
者となった日本留学生は、学生にとって良きアドバイザー、ガイド、推進役であり、高度人
材の獲得を目指す日本にとっても、良きリクルーターとなっている。しかし、帰国後、時間
の経過とともに、日本とのつながりが薄れ、日本の研究の動向にも疎くなるため、学術交流
支援などを通じて定期的に情報を更新させていく必要があろう。また、人間関係を通じてや
ってきた留学生を受入れ、適切な生活支援や学習支援を行う日本側の人間関係も重要になる。

19 フランスの社会学者ピエール・ブルデューは、フランスのグランドゼコールの出身者とエリート階層を対象とする分析を行い、親
の経済資本、文化資本、人間関係資本を引き継ぎ、エリート階層が再生産されていることを明らかにした。本研究では、人的ネ
ットワークを可視化するこのブルデューの人間関係資本を導入するが、「資本」としての定義や定量化するには至っていない
ので、単に「人間関係」と呼ぶ。

20 李（2010： 218－219）
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調査では、手続きの際に人的なサポートが機能していることが示唆されたが、日本における
人間関係と中国側との連携がとれれば、より高い効果が期待される。最後に、本調査では高
水平公費研究生と比較を行った回答者の 8 割近くが、1 年間の日本語学習を理由に文科省国
費留学生を選択している。その理由は、日本語によって日本の指導教員や研究室の院生、生
活圏の日本人とつながり、生活の質と研究の質を上げることができると考えているからであ
る。留学生は日本においても人間関係の構築を志向している。すでに予備学校では充実した
日本語教育が実施されているが、これを着実に継承していくことが望ましい。さらに広い観
点からいえば、日本語によって日本で高度人材としての教育を受けた留学生は、日本語と中
国語によって自己実現と社会貢献を図る傾向を持つ 21。日本に関わる人間関係のネットワーク
の強化と日本語教育支援が、高度人材を獲得し、将来に向けて囲い込むことにつながるので
ある。

以上の提言は、本研究の調査対象である中国のトップレベルの大学を卒業した中国赴日
本国留学生博士班の学生に向けたものあり、そのほかのプログラムで来日する国費留学生と、
中国人留学生の大部分を占める私費留学生では異なる対応が必要であろう。さらなる実態調
査の積み重ねが期待される。
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 This paper analyses and describes several factors influencing the decision of Chinese 

students to select Japanese universities as the location to conduct research and receive their doctoral 

degrees based on a survey of Japan-bound pre-doctoral governmental scholarship students in 2015. 

As background to the research, it must be noted that China has emerged as an economic and academic 

power changing the power balance between Japan and China, and there has been a shift in the 

Japanese governmental policy of accepting international students.

The results of the survey clarified the following:

(1) Academic advisers, seniors and/or friends are primary influencing factors through whom students 

learn about study/research programs in Japan, and then decide to apply. This also represents their core 

support system when they need to gather university admission information after being selected.

(2）In the group surveyed, 64% of the students decided to study/research in Japan without comparing 

it to other countries. Decisions were made based on A) having a positive image of and an interest in 

Japan, B) the quality and the type of research available in the students’ field of study, and C) their 

Chinese academic advisors’ advice.

(3) Among these students, the remaining 36% compared Japan to other countries for study/research 

and finally decided on Japan based on foreseeable benefits in the quality of research, geographical and 

cultural proximity, and the scholarship system.

(4) Also, 63% of the students selected their program for the availability of a one-year Japanese language 

program that they felt would be beneficial to their studies, as many students concern expressed concern 

over dealing with their lack of skill in the language and managing different cultural circumstances.

 In conclusion, there should be an emphasis on strengthening networking with Chinese 

researchers/professors, which will ensure the maintenance of a strong relationship with Japan. 

Furthermore, enhancement of pre-arrival Japanese language programs needs to be encouraged. 




