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■ 研究会開催報告 ■ 

「高い被引用回数の論文を著した研究者に関する調査－中国の研究者を一例として－」 
 

日 時：2017 年 4 月 7 日（金）15：00～17：00 
場 所：JST 東京本部別館 １F ホール 

 
 
【講演概要】 
各国別の科学技術力を比較調査する際に活用されるデータとして、科学論文について分析した科学技術･学

術政策研究所のベンチマーキングがある。直近のものは 2011 年から 2013 年までの科学論文が対象データで

ある『科学研究のベンチマーキング 2015』と題した調査資料であるが、これによれば被引用回数を考慮した

トップ１％の論文数の比較で、中国は全分野で米国に次いで世界第二位、材料科学分野では世界第一位とな

っている。他方、我々が属する JST/CRDS による『研究開発の俯瞰報告書（2015 年）等に基づく科学技術

力の国際比較』によれば、ナノテク・材料分野などで中国は米国、欧州、日本と比較して後れていると日本

の専門家が評価している。そこで、この二つの報告書のギャップを念頭に、高い被引用回数の論文数と国別

の科学技術力との関係について、中国の研究者を例として調査分析したものが今回の報告である。 

 

【講師紹介】 

林 幸秀（はやし ゆきひで）氏： 科学技術振興機構研究開発戦略センター（CRDS）上席フェロー 
［略歴］ 

1973 年東京大学大学院工学系研究科修士課程原子力工学専攻卒。同年科学技術庁(現文部科学省)入庁。文部科学

省科学技術・学術政策局長、内閣府政策統括官(科学技術政策担当)、文部科学審議官などを経て、2008 年(研)宇宙

航空研究開発機構副理事長、2010 年より現職。著書に『理科系冷遇社会～沈没する日本の科学技術』、『科学技術

大国中国～有人宇宙飛行から、原子力、iPS 細胞まで』、『北京大学と清華大学』『インドの科学技術情勢～人材大

国は離陸できるのか～』『米国の国立衛生研究所 NIH～世界 大の生命科学･医学研究所』など。 
 
樋口 壮人（ひぐち たけひと）氏： 科学技術振興機構研究開発戦略センター（CRDS）フェロー 
［略歴］ 

2002 年一橋大学経済学部卒。東京工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科博士課程修了。博士（技術

経営）。（財）未来工学研究所客員研究員、東京工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科産学官連携研究

員等を経て、2014 年より現職。著書に『インドの科学技術情勢～人材大国は離陸できるのか～』など。 

 

周 少丹（しゅう しょうたん）氏： 科学技術振興機構研究開発戦略センター（CRDS）フェロー 
［略歴］ 

2005 年大連外国語学大学修士課程（言語学専攻）修了。2009 年、早稲田大学大学院社会科学研究科修士課程政策

科学専攻修了、2014 年に早稲田大学大学院社会科学研究科博士課程政策科学専攻博士課程修了。2014 年 4 月によ

り現職。共同執筆で『日本語翻訳実務 3 級』（中国労働部の主催する全国翻訳資格試験での指定教科書）、学会論文

「先進製造技術の研究開発：中国の事例」、「主要国における橋渡し研究基盤整備の支援 : 中国の事例」、「中国科

学技術の歴史と現状」など。
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1．講演録 

【開会】 

（JST 石川フェロー） 

 これより科学技術振興機構中国総合研究交流センター

第 103 回研究会を開始する。今日は「高い被引用回数の論

文を著した研究者に関する調査報告～中国の研究者を一

例として～」というタイトルで、科学技術振興機構 研究

開発戦略センター（CRDS）の林 幸秀上席フェローと、同

センター樋口壮人フェロー、周少丹フェローの 3名に講演

をお願いする。 

 林上席フェローは東京大学大学院を修了後、科学技術庁

（当時）に入庁し、文部科学省科学技術・学術政策局長、

内閣府政策統括官、文部科学審議官などを経て、2008 年

より宇宙航空研究開発機構副理事長、2010 年からは JST

で活躍されている。樋口フェローは 2002 年に一橋大学を

卒業後、東京工業大学大学院イノベーションマネジメント

研究科で博士課程を修了し、未来工学研究所の客員研究員、

東京工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科

産学官連携研究員等を経て、2014 年より現職、周フェロ

ーは 2005 年に大連外国語大学で言語学を修了後、早稲田

大学大学院で社会科学研究科博士課程政策科学専攻博士

課程を修了、2014 年より CRDS となる。 

 

【講演】 

（林上席フェロー） 

 皆さん、こんにちは。 

 私は元役人だが、今は JST の CRDS－研究開発戦略セン

ターで各国の科学技術力調査を担当しており、中国総合研

究交流センターのフェローも兼任している。 

 始めに少し CRDS の仕

事を紹介したい。 “海

外動向ユニット”という

ところでは各国の科学

技術の政策や制度を横

並びでみて、それぞれの

特徴を確認し、日本の参

考になるような良いと 

ころを政府に提言していく。その時に重要なのは各国の科

学技術力がどういう状況にあるかということだ。それぞれ

の国の科学技術力をどうやって測るかというと、基礎研究

の力を計る場合には論文の数や被引用数が重要となる。文

部科学省の科学技術政策研究所（NISTEP）ではトムソン・

ロイター（現クラリベイト・アナリティクス社）のデータ

を使っていろいろな分析をしていて、我々にとっても非常

に有用なツールとなっている。ところが 近、これまでと

は状況が少し違うことになってきた。それは何かというと、

論文の被引用数をベースにして論文に順番を付ける時に

は、引用数が多いものほど優れた論文という前提でランク

を付けるのだが、NISTEP ではトップ 1％の論文を書いた研

究者がどこの国、どこの研究所/大学に所属するかをベー

スに、その国の科学技術力を計ろうとしてきた。この数年、

中国の論文が急激に増えていることから、状況が変わって

きたのではないか、あるいは我々が求めているような各国

の科学技術力と論文の被引用数が必ずしもマッチしてい

ないのではないかという懸念が出てきた。そこで、その原

因を具体的に探るべく、去年 1年間をかけて調べた結果が

この報告書だ。インターネットで公表しているのでダウン

ロードできるが、今日はそのエッセンスを少し詳しく説明

したい。あらかじめお断りしておくが、中国の研究者と中

国の科学技術システムについて厳しい表現を用いている

ところがある。大胆な内容を仮説として記述しているため、

誹謗、中傷の類に思えるかもしれないが、そのような意図

はまったく無い。誤解なきようお願いしたい。 

 

 説明は大きく二つに分けて行う。はじめは樋口フェロー

の方から、報告書の内容をできるだけ丁寧に説明する。次

に、実際の今の中国の科学技術力と論文の被引用回数には

少し乖離が認められるものの、特に 近の中国の科学技術

の発展には目を見張るものがあるという議論が多く出始

めているので、その具体例と日本の科学技術の課題につい

て、中国出身の周フェローから説明する。今日はできるだ

け質疑時間を長く取っていろいろな質問に答えたいと思

う。それでは早速、樋口の方から説明する。 

 

（樋口フェロー） 

 それでは、「高い被引用回数の論文を著した研究者に関

する調査報告～中国の研究者を一例として～」に関して発

表させていただく。 

  

 はじめに我々の調査の背景について説明する。我々は調

査を始める段階で、旧トムソン・ロイター社（現クラリベ

イト・アナリティクス社）の科学論文の関連データに着目

した。2011 年から 2013 年の全分野におけるトップ 1％の

論文数の比較では、米国が1位、中国が2位となっている。

次に同じ期間の材料分野でのトップ 1％の論文数を比較

すると米国の 2位に対して中国が 1位になっている。これ

に対して、日本の専門家による国際比較の結果を説明する。

これは JST の「研究開発の俯瞰報告書（2015 年）」等の内

容をもとに CRDS で取りまとめたものだが、日本の専門家

による科学技術のレベルに関するアンケートにもとづい

た評価となっており、環境エネルギー、ライフサイエン

ス・臨床、情報科学技術、ナノテクノロジー・材料という

4つの分野において、米国、欧州、日本というグループと、

韓国、中国にはまだ少し開きがあるのではないかというと

ころが示されている。トムソン・ロイター社のデータでは

中国は現在、世界 2 位で非常に伸びているが、その一方、
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日本の専門家の方々からは、まだ少し差があるのではない

か、中国はまだ追いついてはいないのではないかという意

見がある。そこで我々はこのギャップを調査しようと考え、

1 年をかけて調査を行った。トップ 1％の中国の論文につ

いて、どういう研究者が論文を書いているのか、その人た

ちはどのように国際的に評価されているのかということ

を見ていけば具体的な中身が見えてくるのではないかと

考え、海外においてどう見られているかは国際賞の受賞数

を調べ、論文の中身については同じ専門分野の日本の研究

者にピアレビューをお願いした。これらの内容は昨年 12

月に公表した報告書に記載されているが、そこには中国の

プラス面とマイナス面、そして日本への示唆が含まれる。

私の方からはマイナス面に若干の重きをおいて説明し、周

フェローからプラス面と日本への示唆について説明させ

ていただく。 

 

これまで我々は、科学論文の被引用回数が論文の質を測

るうえで重要と考え、各国別のトップ 10％の論文数やト

ップ 1％の論文数が国別の科学技術力を反映している指

標だとして重視してきた。しかし、被引用回数のデータに

よる科学技術力と、専門家の知見による科学技術力には明

らかな乖離があったことから、高い被引用回数の論文と国

別の科学技術力の関係を、中国の研究者を例として調査分

析することにした。ここで一つ申し上げておきたいのは、

我々は国の科学技術システムに注目しているので、中国の

研究者という時は、中国大陸にある研究機関や大学に所属

している研究者に着目している、つまり、中国人という国

籍には着目していない。ただし現実的には中国の研究者と

中国人研究者はほぼイコールなので、今回の発表では、こ

の 2つはほぼ同じものだと考えていただければと思う。 

 

まず、我々はトムソン・ロイター社の Highly Cited 

Researchers 2015 に注目した。これは 2003 年から 2013

年までの 11 年間を対象として、21 分野で被引用回数上位

1％に入る科学論文を毎年次で特定し、それらの論文の著

者の中から約 3,000 名を選んでリストアップしたものだ。

NISTEP のベンチマーキングでは直近で 2011 年から 2013

年を対象としており、Highly Cited Researchers 2015 は

2003 年から 2013 年の 11 年間を対象としている。したが

って、NISTEP のベンチマーキングは比較的近年の傾向を、

Highly Cited Researchers 2015 は少し長い期間の傾向を

示すものと考えられる。 

 

 お手元の資料は報告書からの抜粋だ。Highly Cited 

Researchers 2015 から、中国にある機関に所属する 115

名をリストアップした。しかし、リストにあっても特定で

きない研究者が 3 名いた。一人ひとりについて HP の情報

があるか、中国語で情報があるかということを確認したが、

その 3 名については確認できなかったので除外している。

また、香港、マカオ、台湾の研究機関に所属する研究者も

除外した。ちなみに香港は 17 名、マカオ 0 名、台湾は 9

名だ。所属機関としては中国科学院が 32 名、北京大学が

6名、清華大学 5名、その他大学となっている。分野では

材料科学 32 名、化学 32 名、工学 27 名、数学 13 名、地球

科学 7名、物理学 6名となる。 

日本人の研究者についても同様に、Highly Cited 

Researchers 2015 の中から日本の機関に所属する研究者

79 名をピックアップした。今回の調査はあくまでも中国

の研究者に着目しているので、その比較対象として使用し

ている。79 名の内、日本人は 74 名、日本の研究機関で研

究を行っている外国人研究者は中国人 4 名、ロシア人 1

名で、所属機関は理化学研究所 12 名、東京大学 9 名、大

阪大学 8名、京都大学 7名となっている。分野では動植物

学の 28 名と免疫学の 18 名が目立ち、中国の研究者に多い

化学や物理学、材料科学は少なかった。 

 

国際賞の受賞におけ

る比較では大きく 2 つ

に分けた。はじめにノー

ベル賞やガードナー賞

など著名な賞について

説明する。結果から言う

と、115 名の中国大陸の

研究機関に所属する研 

究者の受賞者は 0 だった。対して、79 名の日本の研究機

関に所属する研究者の受賞者は 4名である。ただし、これ

は 34 賞とかなり限定された賞なので、国際学会賞まで範

囲を広げた調査もした。その結果、中国の研究者からは 7

名、日本の研究者からは 31 名がリストアップされた。31

名の中にはノーベル賞を受賞された山中先生など、メジャ

ーな国際賞を受けた研究者 4名も含まれている。 

  

国際賞の受賞者比較による分析だが、通常は論文の質が

高ければ他の研究者が引用し、結果として被引用回数が多

くなるので、被引用回数の高い論文を書いた研究者は国際

的にも広く認められることになる。日本の研究者の場合、

Highly Cited Researchers 2015 にリストアップされた 79

名の内、31 名が国際学会等の賞を受賞しており、かなり

の研究者が国際的に認められている。しかし中国の場合、

Highly Cited Researchers 2015 にリストされた 119 名の

内、7 名しか国際学会等の賞を受賞していない。そこで

我々は、被引用回数の多さは必ずしも専門家による国際的

な評価に結びつかないのではないかと考えた。しかし国際

賞というものは、特にノーベル賞などに見られるように、

何十年も前に行った長い研究の成果で受賞するという場

合がある。現在、リストアップされている中国の研究者も

数年後に受賞する可能性はある。そのため、我々は国際賞

の評価に加えてピアレビューを行おうと考えた。 

 

手順としては、Highly Cited Researchers 2015 に選ば

れた 115 名の中から、当該研究者が論文のファーストオー

サーもしくはラストオーサーである 66 名を抽出し、その
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66 名の中国の研究者について、研究者ごとに被引用回数

が高い論文と次に高い論文を抽出し、当該中国の研究者と

専門領域が近い日本の研究者にアンケート調査とインタ

ビュー調査を依頼した。アンケート調査では当該論文が世

界トップレベルの成果かどうか、日本の関連研究者の論文

と比較してレベルが高いかどうかという 2つの問いで「は

い」と回答のあった中国の研究者を中心に 8名のトップレ

ベル研究者をリストアップし、我々の調査として、日本の

専門家からみても世界のトップレベルであると想定され

る中国の研究者は次の 8名であると結論した。 

日本の研究者については同様のピアレビューは実施せ

ず、代替手段として、範囲を拡げた国際賞の受賞者を科学

的に高い評価を持つ研究者とみなすことにした。そうする

と日本の研究者 79 名の内、31 名が国際的評価を得ている

研究者となり、中国大陸の 8名と比較してかなり多いとい

うことが言える。国際賞の評価同様、この結果からも中国

の研究者の場合は被引用回数の高さが科学的な評価に現

時点ではまだ結びついていないということが考えられる。 

 

続いて、トムソン・ロイター社が 2002 年から毎年公表

している引用栄誉賞での比較を行った。中国の 115 名には

引用栄誉賞の受賞者はいなかったが、日本の 79 名の内、7

名が受賞していた。 

 

 ピアレビューで行ったアンケート調査の自由回答欄と

インタビュー調査などを総合的に勘案して出した結論と

しては次のことが挙げられる。 

一般的に、被引用回数は、引用された論文が科学技術の

発展に対してどれだけ影響したか、どれだけ知的貢献をし

ているかを示す重要な指標と考えられる。被引用回数が多

いほどその論文が優れた論文と考えられてきたが、中国で

は論文の質の高さとは直接関係なく、別の動機から論文の

被引用回数を稼ぐ必要があるという指摘があり、被引用回

数を多くすることが自己目的化している可能性がある。し

たがって、被引用回数の多さだけで科学論文の質を評価す

ることには疑問があり、中国を含めた国別の科学技術力の

比較に際し、被引用回数の多さを過大視することは避ける

べきであろう。ただし、中国単独の科学技術力を経年的に

分析する場合には、被引用回数は有力なツールだと考えら

れる。なお、このことは中国の場合に際立ってはいるもの

の、日本を含めて中国以外の国々でも大なり小なり見られ

ることなので、中国固有のことだと考えるべきではない。 

 

中国の論文数の圧倒的な多さに関する仮説的な要因と

しては、以下の理由により科学論文数が圧倒的に多く、そ

れが被引用回数の多さの背景にあると考えられる。それは、

中国では経済の急拡大に伴い研究資金や人材が大幅に増

加しており、研究費や研究者数が増えれば、当然、科学論

文の数が増加するということ。そして、研究費が急激に増

大したため、力のある研究者に傾斜的に配分され、力のあ

る研究者がより多くの科学論文を算出するということ。さ

らに、評価は論文による成果主義が徹底しているため、科

学的観点からじっくりと評価するよりも論文数という数

量での評価が中心となる。このため、短期間で多くの成果

が出るテーマで論文を多く書くとか、先駆者が切り開いた

分野で条件を変えたり手法を少し変えたりする研究を行

って論文を多く書くとか、やればできると分かっている他

国の研究者はやらないところでしらみつぶしに実験や研

究を行い、論文を多く書くということだ。これらのことが

日本の研究者から指摘された。 

また、中国の研究者は欧米を中心に世界中にネットワー

クを有している一方、国際的な雑誌では欧米にいる中国系

研究者がエディターとして多く活躍している。これらのネ

ットワークなどを利用して、論文が国際雑誌に多く掲載さ

れているということも指摘されている。そして、中国では、

中国語で投稿できる論文誌が顕著に増加しており、それが

論文の増加につながっている点もある。また、“Nature”、

“Science”、“エルゼビア”、“トムソン・ロイター”など

の科学雑誌やデータの関係者は中国を巨大な成長市場と

見ており、中国の研究者の論文の扱いを優遇している面が

あるという先生もいた。 

 

次に引用回数の圧倒的な多さに関する仮説的な要因だ

が、中国では次のような理由で被引用回数が多くなってい

るものと考えられる。評価は成果主義が徹底しており、そ

の評価では数量的なものが重視されるため、研究者は被引

用回数を稼ぐことにも精力を傾ける。このため、できるだ

け論文を多く書き、それを仲間内で相互に引用し合う。そ

して、総説、レビュー論文を多く書く。総説は多くの論文

を扱うために引用数が多くなる。ホットな分野に非常の多

くの研究者が集中し、多くの研究者が多くの論文を書き、

それを相互に引用し合うため被引用回数が増えていく。 

また、中国の科学技術学会ではインパクトファクターを

高めるために、学会誌から引用や構成員同士での引用を奨

励している。加えて、中国の研究者はコミュニティ作りが

上手く、仲間内での結束が固いため、仲間同士による引用

が非常に高いということも指摘されている。さらに中国で

は、中国語で統計できる論文誌が顕著に増加しており、そ

れが論文の被引用回数の増加に繋がっている。こういった

ことも指摘できると思う。 

 

一方で、中国の研究者の論文における被引用回数の多さ

が論文の質につながらない理由として、中国の被引用回数

が多い大部分の科学論文では、被引用回数を多くすること

が自己目的化しているということが考えられる。被引用回

数の増加を自己目的化することは伝統的な西欧流の科学

の発展に良くないと考えるべきであるが、中国でそのよう

な考えは希薄である。西欧流の科学は次の 4つの理由から

まだ十分に中国に根付いていないのではないだろうか。一

つに、採用・昇進などの評価で数量的なデータが重視され

るということ、次に、西欧流の科学研究は 1976 年の文革

後であり歴史が浅いこと、3 つ目に、文革の 10 年間の空
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白期間があり、50 歳後半以降の指導者が少ないこと、そ

して、真理を追究する科学文化や科学者を尊敬する世論が

育っていないこと。そういった声が聞かれた。 

 

以上、中国の課題やマイナス面に特に着目して発表した。

続いて、中国のプラス面や日本への示唆について周フェロ

ーより説明する。 

 

（周フェロー） 

 皆さん、こんにちは。私の方から、「中国の科学技術の

進展及び報告書を受けての日本への示唆」を報告する。 

 まずは中国の科学技術の進展だが、報告書を作成する時

にいろいろな先生の話を伺い、イメージしやすくするため

にいくつかの事例を取り上げた。報告書では 2003 年から

2013 年のデータをカバーしているが、今日は 2013 年以降

の中国がどのような状況にあるかということを中心に説

明したい。 

 

近年、中国の研究費と研究者数は大幅に増加していて勢

いがある。Highly Cited Researchers 2015 にリストされ

た研究者の年齢層を見ると、30 代、40 代がほぼ半数を占

め、対象研究分野では材料分野や化学が多く、物理、工学、

数学も強い。ちなみに材料分野には物理の研究者も吸収さ

れている。 

中国の科学技術の発

展の特徴の 1つは、中国

政府が「集中と選択」の

戦略を取り、主にトップ

ダウン式に科学技術を

推進しているというこ

とだ。研究費と研究者を

重点分野に集中投下し、

短期間で世界のトップ 

レベルまで引き上げている。もう 1つの特徴に、優秀な人

材の殆どが米国で大学院生やポスドクの経験をしている

ということがある。これらの人たちを介在して、中国と米

国、中国とヨーロッパの間で緊密な研究者ネットワークが

構築されている。この 2つの特徴を説明するために、 近

の例を紹介したい。 

今年の 2月 4日から 9日までの 4日間、米国サンフラン

シスコで AAAI17 大会が開催された。人工知能（AI）に関

する世界 大規模の国際会議で、CRDS の情報ユニットの

メンバーも参加、報告している。非常に注目される大会だ

が、投稿数では中国が米国を抜いていた。発表数は米国の

方が少し上だが米国に非常に迫っている。ちなみにこの大

会の採択率は 24％と非常に厳しく、投稿してもそのまま

採用されることはない。印象的に、中国の AI 関連の論文

は質、量ともに存在感が非常に高まっている。論文の発表

以外にポスター展示とデモンストレーションもあり、中国

人発表者は 404 件の内、194 件とほぼ半分くらいを占めて

いた。ここでいう中国の研究者は中国で研究している人た

ちだけでなく、外国にいる中国研究者も含まれている。 

 

何故、中国がこれほど人工知能に強いのかという疑問が

あると思う。ここで、2010年から2015年の状況について、

NISTEP の小柴研究員の研究報告を引用したい。AI 研究の

国際学会での論文発表数は米国と中国が突出していて、特

に共同研究においては米国と中国の共著論文が 80 件と

も多い。この図の円の大きさは共著論文の量だ。発表数で

はない。共著論文の一番多い国が米国で、それからフラン

ス、イギリス、オーストラリア、中国となっている。線の

太さは国同士の共著論文の数を表している。中国は米国と

の共著論文が非常に多く、その他ではオーストラリア、カ

ナダ、シンガポール、香港、UK などいろいろな国と繋が

りができている。日本を見ると、AI 分野における他国と

の共著論文数は少ない。ここで、中国単独で書いた論文と

国際共著論文の数を見ると、大体同じペースで増加してい

る。これは、中国国内のレベルが高いことを意味していて、

AI 関連の技術と人材の蓄積があるということが分かる。 

中国の AI の発展の歴史を振り返ると驚くことがある。

1950～1980 年の 30 年間については、当時のソ連の人工知

能と人工頭脳学への批判、そして文化大革命の影響で、人

工知能に関する研究が空白になっているのだ。この分野を

研究する人は殆どいなかった。ところが、日本や欧米諸国

が主導するハイテク革命の刺激を受けて、中国はハイテク

技術を発展したいと意識し始め、1980 年代から優秀な人

材をどんどん外国に派遣し始めた。当初、中国では人工知

能と霊能者の研究が混同しており、文化大革命の批判対象

でもあったため、人工知能を研究してもよいものかどうか

という戸惑いがあったが、1984 年に鄧小平が上海で子供

とコンピュータの将棋の対戦を見て、「子供の頃からコン

ピュータの素養を身につけさせるべきだ」という指示を出

し、ようやく研究者も人工知能の研究が政治闘争の対象に

ならないと認識して研究が始まった。1986 年以降、「ハイ

テク研究発展計画（８６３計画）」、その 10 年くらい後に

「基礎研究発展計画（９７３計画）」という大型国家プロ

グラムが始まり、画像認識、ニューラルネットワーク、機

械学習などの分野が確立、成長した。つまり、中国の AI

の発展の歴史はここ 30 年くらいのものだ。急速に発展し

たのはやはり国のトップダウン式のやり方と海外から帰

ってきた優秀な人材のおかげだと思う。 

 

近年の中国の科学技術の進展として、2013 年以降に研

究成果を上げた研究者を 5名紹介する。 

薛（せつ）其坤（きこん）先生は清華大学の副学長で、

凝集系物理学で世界から注目されている研究者の一人だ。

中国科学院物理研究所と東北大学金属研究所の共同育成

博士コースを出て中国に帰国後、周期配列のナノクラスタ

ーの作成法で IC チップの製造工程の改良の開発に非常に

有益であると評価された。2004 年に量子サイズ効果の薄

膜の超伝導性への影響に関する論文を発表し、2013 年に

は彼と中国科学院物理研究所の共同チームで外部磁場な
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しという条件の下、トポロジー絶縁体の薄膜においてエネ

ルギーの損失なく電流が流れるという異常量子ホール効

果を観測した。この成果を“Science”に報告したところ、

今の技術とのギャップはまだ大きいものの、将来的には低

エネルギー消耗型高速電子デバイス等の開発の可能性が

あると期待されている。ノーベル物理賞を受賞した楊（よ

う）振寧（しんねい）先生は、「これはノーベル賞級の重

大な成果」だと高く評価している。 

 

施（せ）一公（いっこう）先生も清華大学の副学長だ。

タンパク質の構造研究における世界レベルの研究者で、36

歳で米国プリンストン大学の教授になっている。これまで

に“Science”に 11 本、“Nature”に 22 本、“Cell”に 11

本の論文を投稿するなど非常にパフォーマンスが良い。清

華大学出身で、米国の大学で博士号を取った後、プリンス

トン大学で助教授、教授となり、それから清華大学に戻っ

た。生物分野で 2つの国際賞も取っている。現在、弟子で

ある顔（がん）寧（ねい）さんとペアで研究開発をしてい

るが、清華大学の“Science” 、“Nature” 、“Cell”の

雑誌の投稿論文数のほぼ4割はこの2人でシェアしている。

2015 年に分解能 3.6Åで得た酵母スプライセソームの構

造とｍRNA（伝令 RNA）前駆体スプライシングの構造的基

盤を解明し、2つの論文を同じ雑誌に投稿している。本人

の自己評価によると、この成果はこれまでの 25 年の研究

成果のトータルを超えている研究だという。 

 

 方（ほう）忠（ちゅう）先生は中国科学院物理研究所の

副研究所長で、先ほど、樋口フェローが紹介したリストの

中の一人でもある。先生は中国の大学を卒業して博士号を

取り、日本の AIST（産業技術総合研究所）、米国のオーク

リッジ国立研究所を経て物理研に戻り、地道な研究活動を

続けてきた。研究分野はトポロジカル分野で、ウェル・フ

ェルミ粒子を発見している。2015 年、半金属 TaAs 結晶か

らウェル・フェルミ粒子を観測し、ウェル半金属を発見し

た。この発見は、将来的には、高速で消耗電力が非常に低

い次世代デバイスの開発に非常に貢献すると期待されて

いる。 

 

卢（ろ）柯（か）先生は中国科学院瀋陽金属研究所の金

属国家実験室（ナショナルラボ）の責任者だ。中国の金属

材料研究の権威で、38 歳という若さで中国科学院の院士

に選出された。南京理工大学を卒業後、金属研究所で博士

号を取りドイツに渡った。中国に戻ってから院士になり、

いくつかの国際学会賞を受賞している。今年の 2 月、 

“Science”に発表した論文では、粒界の安定性が金属ナ

ノ材料の硬度に影響を与えるもう一つの要因だという発

見を発表した。これまで、硬度に影響する唯一の要因は金

属結晶の粒の大きさだと思われていたが、その常識を破り

もう一つの次元の扉を開いた。 

 

王（おう）貽芳（いほう）先生も中国科学院の先生で、

高エネルギー物理研究所の所長である。彼の指導教官は中

国系米国人研究者でノーベル物理賞を受賞した高エネル

ギー物理分野における世界的権威、丁（てい）肇中（ちょ

うちゅう）先生だ。王先生は南京大学を卒業後、ヨーロッ

パで研究し、イタリアで博士号を取った。その後、米国の

MIT やスタンフォードを経て中国に戻った。彼はダイヤベ

ー原子炉によるニュートリノ実験でニュートリノの新し

い振動方式を観測し、振動の幅を精確に計った。これは何

を意味するかというと、2002 年にノーベル物理賞を受賞

した小柴昌俊先生は自然発生のニュートリノを観測し、

2016 年にノーベル賞を受賞した梶田隆章先生は太陽によ

るニュートリノの振動現象を観測している。振動現象を観

測したということは、ニュートリノには質量があるという

ことを証明する。そして、王先生が振動の幅を精密に計っ

たということは、ニュートリノの質量の計算に非常に近づ

いているということだ。先生は物理分野の非常に大きな国

際賞も受賞している。 

 

潘（はん）建偉（けんい）先生は中国で今、とても話題

になっている。先生は中国科学院の下にある中国科学技術

大学の副学長で、量子通信領域で も活躍している世界ト

ップレベルの研究者だ。中国科学技術大学を卒業し、オー

ストリアの Zeilinger 教授－この教授も量子通信分野の

権威でノーベル賞の候補者だが－の下で博士号を取り中

国に戻った。潘先生は Zeilinger 教授とともに初めて量子

のもつれ現象を観測し、さらに、量子のもつれ効果を利用

して、自由空間で 13km 離れた 2 か所に光量子を配分する

ことに成功した。量子通信一筋の研究だが、現在は量子の

もつれ現象の原理の追求ではなく、その現象を利用した技

術開発に注力している。 

去年、中国は潘先生のリードの下、「墨子号」という量

子通信実験衛星を打ち上げた。将来的には “「北京-上海」

量子通信網”を建設することになっている。すでに合肥か

ら上海までの通信網は開通しており、将来的には 2030 年

までに中国全土をカバーする量子通信網を完成させる計

画がある。つまり、高速列車技術の次の国家ブランドを樹

立しようとしているのである。 

 

大型研究施設に関する大きな話題の一つに、去年、完成

した FAST－500 メートル球面電波望遠鏡がある。4,450 枚

の三角形のパネルから構成された世界 大の電波望遠鏡

で、反射面の向きが変えられる。建造された目的は地球外

知的生命体の探査、それからヒドロキシ基とメタノールな

どのスペクトル線観測を通じて、星系形成のしくみやダー

クマターの分布を解明するというものだ。パルサーを発見

して 1993 年にノーベル物理賞を受賞した Joseph Taylor

博士は、天文学の新しい発見を大いに期待していると述べ

ている。 

 これも去年の例だが、中国のスパコン「神威・太湖の光」

がスパコンの TOP500 ランキングで世界 1 位を取った。実

行性能は日本の「京」の 9 倍で、グラフ計算の Graph500
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ランキングでは「京」に次ぐ世界 2位、エネルギー消費効

率の Green500 ランキングでは世界 3 位となっている。注

目すべきは中国産の CPU を搭載しているという点だ。11

月には中国科学院ソフトウェア研究所・清華大学・北京師

範大学の共同チームで高性能計算領域の 高賞である「ゴ

ードンベル賞」を受賞した。他の 2つの中国のチームの研

究成果がノミネートされたが、候補の半分を占有している。

中国のスパコン開発はこれだけではない。既に次世代のス

パコンの研究開発にも着手している。国の「国家重大研究

開発計画」、つまり日本の「SIP」や「さきがけ」に相当す

るプログラムでは、次世代高性能計算領域（次世代スパコ

ン関連）に 3.1 億元（約 52 億円）を拠出する計画がある。

2020 年頃には E級スパコン、要するに現在の 10 倍の性能

を持つスパコンを完成させる予定だ。 

 

もう一つの大型施設は核破砕中性子源装置だ。まだ建設

中だが、来年、2018 年に竣工する予定だ。完成すれば世

界の 4 大中性子源装置の一つになる。固体の原子の位置、

運動状態と磁気特性を計る重要な装置だ。無機材料では液

体結晶体から超伝導セラミックスまで、有機材料であれば

タンパク質からプラスチック材料まで、幅広い材料の構造

を解明できるようになる。中性子が陽子に敏感に反応する

特性を利用して、大分子の内部構造を鮮明に計測すること

ができるからだ。これは亜鉛イオンを吸収して結晶化した

インシュリンの写真だ。中国の装置で撮影したものではな

いが、中性子源で非常に鮮明に写されている。細胞膜の写

真も同じように鮮明に撮れている。生命科学研究への貢献

が非常に期待されており、他にも、金属研究とか超伝導材

料の研究開発に期待が寄せられている。 

 

 後に、今回の報告書を受けての日本への示唆について

説明する。 

日本の科学論文数や被引用回数の国際順位は低下して

おり、今回の調査でも、中国が 115 名に対して日本は 79

名と総数で少ない。科学論文の作成能力が徐々に低くなっ

ていて、被引用回数を稼ぐ論文を書けなくなってきている

ことを表している。また、中国に比べてトップレベル研究

者が高齢化している。中国の研究者は 30 代が 2 割くらい

を占めるが、日本の 30 代はわずか 7％しかいない。日本

ではシニアの研究者の方が多いのである。 

  

もう一つの示唆に、研究者の対象領域の偏りが非常に顕

著であることが挙げられる。日本の場合、植物・動物学の

研究者が 79 名の内 28 名、免疫学が 18 名で、この 2 つを

合わせるとほぼ全体の 6割近くになる。これに比べてドイ

ツは非常にバランス良い数になっている。 

 もう一つに、国際的な人的ネットワークの縮小がある。

日本のノーベル賞受賞者の多くは、大体、若い頃に海外に

出て、知的刺激や異文化を経験しながら人的ネットワーク

を形成している。海外での経験が研究人生に大きく影響し

ているということだ。しかし、今や日本人の留学生は減り、

国際共著論文の数も減っている。 

 

定量的評価の取り扱いには注意が必要だ。今回の調査に

おいて、中国の場合には科学技術的な価値と非引用回数が

乖離していることを確認しているが、中国のように論文数

や被引用回数が指標として一人歩きすると、科学業績が何

であるか忘れられる恐れがある。発表は以上だ。 

 

【質疑･応答】 

（林） 

それでは、これからできるだけ多くの質疑を受け、ディ

スカッションのように進めていきたい。質問のある方はど

うぞ。 

 

（フロア） 

樋口さんの報告に関して伺いたい。引用数だけでは分か

らないことも多いので、国際賞の受賞数だったり、同じ分

野の日本人研究者に聞きながら再評価したりということ

だったが、引用に関する指標を変えることで、より実体に

近い分析はできないのだろうか。例えば、共著者を含めた

人間が自分たちの論文を引用している分は除くとか、ある

いは、国際引用の程度を見ることで国際的に評価されてい

るという指標にするとか。引用という指標を使いながらも、

さらに実態に近づけるという形で再評価していくという

分析方法はあり得るだろうか。 

 

（林） 

 私から回答する。その点は非常に重要だ。我々の報告書

では自己引用や仲間内の引用が非常に多いとしたが、これ

は当然、トムソン・ロイターなどもよく分かっている。報

告書の原稿の段階で、トムソン・ロイターの専門家と話し

たが、彼らも当然、それには気が付いていて、割と分かり

やすい自己引用などは除外しているという。だが、それ以

上のことができるかというと難しい。彼らが見ても中国国

内での引用が非常に高く、これを何とかして指標に反映で

きないかと議論しているが、なかなか解決策がないという

ことだった。現在の課題ともいえる。 

 

（フロア） 

 今の話にも関連するが、科学研究の本来として、それが

自分の幸福に繋がらないと何もならない。論文数が多くて

も絵に描いた餅だ。だからそのような評価の仕方、例えば

薬だと新薬に繋がるとか特許とか、そういった総合的な評

価の仕方はどうだろう。話を聞いていると、中国の人は論

文を書く、引くということが上手なのだと思う。創造的な

評価の余地はあるだろうか。 

 

（林） 

 これは非常に難しい問題だ。それぞれの国の科学技術が

どういう状況にあるかというところを知るには、各国の科

学技術政策や予算配分、科学技術のシステムが結果として
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リンクする。ところが、それを何で測るかが非常に難しい。

基礎研究においては、やはり論文が一番分かりやすいだろ

うというのが常識的な意見になっている。ところが、それ

が経済的な方向、特許を生み出すような方向になっていく

と分からなくなってくる。例えば、論文の次の段階で重要

な指標になると言われているのは特許だが、特許をたくさ

ん取ったからといって本当に会社が富を生み出し、物が売

れるかというと必ずしもそうではない。それではその 終

的なところを何でやっているかというと、むしろ科学技術

も経済の一環で、どういう会社があり、どれくらい物を作

ってどれくらい高く売り、どれくらい稼いでいるか。これ

を科学技術と言えるかどうかは若干、議論の余地があるが、

基礎研究から製品まで非常に幅広いところがある。それを

何で測るかというのが我々の悩みどころだ。しかし、基礎

研究そのものは科学者の仕事だ。基本的に研究者の目的と

いうのは論文を書くことにより科学的知見を世に知らし

めるということ。それが長じては、非常に高いところでノ

ーベル賞、もしくは同じ国内の学者から高い評価を受ける。

それがおそらく一番のインセンティブになるのではない

だろうか。そうなると、やはりベーシックなところは論文

で測るしかないということになる。だが、おっしゃる通り、

論文以外の要素もできるだけ加えてトータルで測らなけ

ればいけないのは事実だ。 

 

（フロア） 

研究者倫理というあたりでは‥。 

 

（林） 

先ほど我々が説明したような中国に関する仮説につい

て、できるだけそうならないようにしようということで研

究者倫理に関連してくるかもしれない。だが、やはり非常

に難しい。日本も同じようなことをやっていないわけでは

ない。できるだけ引用数を稼いだ方がいいし、論文もたく

さん書いた方がいい。それをどう規制していくか。結局は

研究者同士がお互いに見て、単なる数値だけの評価を自重

するようにしようということしかないと思う。 

 

（フロア） 

 2 つ質問がある。1 つは論文数と国際的評価の乖離につ

いてだ。韓国で就業していたことがあるが、韓国では科学

技術投資を増やして論文を増やしているものの、ノーベル

賞が取れなかったり国際的な評価になかなか繋がらなか

ったりということで、国際的な科学力がまだ足りないので

はないか、そうだとしたら何が足りないのだろうかという

議論がある。その理由の 1つとして、中国と同じように短

期的な成果が求められていて、そのために論文を生産する

という状況があるように思う。では、その原因は何かとい

う議論では、韓国には基盤的資金がなく、殆どが競争的資

金になってしまうことがあり、日本を見倣ってデュアルサ

ポートシステムにするべきではないかという議論も出て

いる。そういう面で、中国はどういう状況にあるのか。 

もう 1 つは、中国国内での引用が多いのは仮説として、

中国の研究者コミュニティ特有の研究テーマ群があると

いう可能性はないだろうか。例えば東洋医学だとか、国際

的にあまり認知されていなくて評価は高くはないが、そう

いう特殊なテーマを扱う研究グループがあるのではない

だろうか。 

 

（林） 

中国はまさしくデュアルサポートシステムだ。20～30

年前は違ったかもしれないが、今は、例えば日本の JSPS

（日本学術振興会）の科研費のようなお金があり、NSFC

（国家自然科学基金）が科研費の 1.5 倍くらいのお金を配

っている。それとは別にトップダウン・プロジェクト的な

競争的資金もある。これは日本で言うところの JST とか

NEDO（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発

機構）が配っているような競争的資金だ。こちらも結構、

増えている。先ほど紹介した「８６３」、「９７３」という

計画も、重大プロジェクトというだけあって相当大きなお

金になっている。そういう意味では、中国科学院の研究所

や清華大学、北京大学の研究者は両方のお金をもらうこと

ができ、むしろ日本より基盤的なお金は少ないかもしれな

い。それくらい非常に競争的にやっているが、つまりは強

いものにドンとお金が落ちるということだ。どちらという

と米国に近い感じかもしれない。 

 2 つ目については、確かに中国特有の研究で引用が増え

るという可能性は無いことは無いが、現在、目立つのはむ

しろ流行りの学問だ。例えば日本と非常に競合していると

ころでいうと高温超伝導で、ああいったものがもの凄い勢

いで出てきている。日本では流行り廃りがあっても割と息

長く、10 年、20 年のオーダーで研究をしている人が多い

が、中国では 1つのテーマが重要だと研究者仲間が思った

ら、そこに一気に人材が投入される傾向が強い。漢方など

という伝統的なものもあるとは思うが、それだけでないと

思う。むしろ流行りの AI みたいなものに集中的に投下さ

れている。研究者の力が米国と中国で同じとは思えないが、

実際の国際的な学会では、ほぼ互角の発表数などになって

いる。これがまさしく中国の現状だと思う。 

 

（周） 

中国の特殊な研究について、例えばデータベースを調べ

てみると、宇宙工学のジャンルには中国の論文は１本もな

い。宇宙研究の場合、中国では国有企業や国立研究機関が

技術開発をやっていて、論文や特許はやっていないからだ。

中国の宇宙開発をみると、毎年、新しいロケットを打ち上

げていたりして、その発展ぶりは非常に注目されているが、

国家機密に相当するので、それに関する論文は非常に少な

い。そういう面もある。 

 

（フロア） 

今日の話では、被引用論文数のところでは中国が過大評

価されているということだったが、その一方で日本の評価
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はどのようなものだろうか。Highly Cited Researchers 

2015 に入っている研究者は世界的には少ない方だと思う。 

 

（林） 

過大評価というより、中国の力を論文のトップ１％だけ

で見て判断するのは良くないと言っているだけだ。日本は

どうかというと、日本は中国との関係だけで見るのではな

く、むしろ米国、特にヨーロッパと比較して見るのが妥当

ではないかと思う。樋口フェローの資料の 後の方に出て

いるが、二次的な調査でドイツや英国、フランスを見ると、

マイナーな国際賞ではほぼ同じくらいのパーセンテージ

が出ている。逆に言うと、中国と違ってトップ 1％の論文

を書いた人の推移を見ていくのが妥当だろうという感じ

になる。つまり、日本とドイツ、日本と英国で比較すると

いうことだ。そういう目で NISTEP のデータを見ると、日

本は圧倒的に負けていて、かつ下がってもいる。中国との

関係はちょっと置いておいて、米国なりヨーロッパなりで

比較した場合には、明らかに低下傾向にあるのが事実だ。

何とかしなければいけない。 

ただ、英国やフランス、ドイツはヨーロッパ全体として

対応している。1つの研究チームの中にいろいろな国の人

がいて、1つの論文の中に英国人、フランス人、ドイツ人

がいるのだ。これは数字のマジックになり、それぞれの国

に 1つずつ論文数が入ってくる。分数カウントにすると 3

分の 1になるので、そうした方がより正確だが、先ほどお

見せしたのは整数カウントだ。しかし、分数カウントで計

算しても日本はじり賓だということが問題だ。やはり日本

は相当ダメになっている。大きな問題であることは事実だ。 

 

（フロア） 

 デュアルサポートシステムのところを確認したい。運営

費交付金的な、大学に平等に分配されるような形の研究費

は中国にもあるのか。 

 

（周） 

中国科学院を例にすると、平均して 1 つの研究所の 3

分の１くらいは本部からの運営費交付金のような資金で、

3分の１は競争的資金、後は企業からの資金という構成に

なっている。 

 

（林） 

研究費というよりも、一番大きいのはおそらく人件費だろ

う。組織の維持費などもあると思うが、研究費はどちらか

というと競争的資金が中心だと思う。 

 

（フロア） 

論文数を比較する際に、投下される研究費の国別の総額

と生みだされる論文の割合を比で取るとどういう順位に

なるのか気になる。研究費当たりでの注目される論文数と

か順位、割合とかは一致しているのか。 

 

（林） 

我々はそういうデータは持っていないが、ヨーロッパは

そういうことをやっている。研究費に対してどれくらいの

成果が出たかということを大事にしていて、英国は日本の

2倍、3倍だということだった。日本ではやっていない。 

 

（フロア） 

中国は重点分野を設定して投下的に集中させるという

話だったが、その分野とは何か。 

 

（周） 

基本的に重点分野は中国の科学技術中長期計画や科学

技術 5 か年計画に基づいて決められる。去年 8 月に第 13

次科学技術イノベーション五か年計画が打ち出された。国

家型では 10 年、20 年、30 年と長期的に支援する 15 分野

がある。さらに、国の生産技術の向上に関する分野もいく

つか選ばれている。インターネットで第 13 次科学技術 5

か年計画、イノベーションで検索すれば全て出てくる。 

 

（フロア） 

 重点分野が多岐にわたるということは分かったが、

Highly Cited Researchers で注目される研究者の分野と

して挙げられた材料工学、化学、物理、工学は中国の計画

で定めている重点分野に重なっているのか。 

 

（林） 

重なるといえば重なるが、どちらかというと部分集合だ。

Highly Cited Researchers の分野は 4 つと非常に少ない

が、重点分野はもっと多い。実は、これは日本の弱みのと

ころでも言ったが、中国も同じ弱みをもっていて、中国の

Highly Cited Researchers も非常に分野が限られている。

世界の大きな潮流の一つとして挙げられるのは臨床医学

も含めたライフサイエンス分野だが、日本は免疫では入っ

ているが、その他は圧倒的に弱い。中国は日本よりもっと

弱い。では、そういう分野が中国の重点分野になっていな

いかというと、実はなっていて、中国は一生懸命やろうと

している。中国が継続的に強くしようとしているものの、

まだ世界レベルに入っていない分野が結構ある。 

 

（フロア） 

AI の例が出てきたが、AI の論文はどの分野に区分され

るのか。 

 

（林） 

AI はいろいろなところに関係するが、多分、計算機科

学とか材料科学といったところに入ると思う。工学にも入

っているかもしれない。 

 

（フロア） 

 中国やインドなど、今、科学が急速に発展している国に

は、自国内に人材を育成するシステムが整っていない部分
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もあり、周さんの報告にもあったように、留学している人

が多い。そういう意味で、一番シェアの大きい米国の中を

中国人、インド人と分けて見たときに、中国が伸びている

というような傾向があるかのだろうか。 

 

（林） 

 中国やインドの国内に人材育成システムが無いわけで

はない。米国や英国に比べて格段に優れているとはいえな

いが、中国のトップ大学が日本を越えている場合もある。

例えば、北京大学や清華大学は東大と同等もしくは見方に

よっては東大より上となる。人の数も多く、日本の 1.5

倍くらいいる。インドは、研究機関や研究を実施する企業

という意味では弱いが、人材養成は非常に強い。例えば、

インド工科大学（IIT）だ。ここの卒業生は相当な力を持

っていて、特に、米国のシリコンバレーのソフトウェアの

技術者は IIT を出た人が多いると言われているし、インド

で唯一、力が強いと言われるような国内のソフトウェア会

社にも相当の数が就職している。この力は日本より遥か上

にあると思う。世界的にみても、そういったインドの技術

者をどうやって確保して自分の力にするかということが

一つの大きなポイントになっている。 

それでは米国ではどうかというと、今、正確なデータは

持っていないが、NSF（米国国立科学財団）では米国の大

学でどういう国の学生がドクターを取っているかという

経年的なデータを持っている。それで見ると圧倒的に強い

のが中国で、10 年以上前から相当多くの人たちが米国で

ドクターを取っている。中国と米国のネットワークが強ま

ることで、中国のトップエリートたちはますます米国を目

指していく。ハーバードやスタンフォードでドクターを取

った人たちは中国に呼び戻され、中国の大学の教授なり研

究所のしかるべきポストについていく。もう一つ言えるこ

とに、米国の研究において実際に手を動かして実験データ

を取る現場に、中国人、インド人、一部韓国人の留学生や

ポスドク研究者がいないと回らないといわれるような状

況がある。シリコンバレーには中国人もいるが、やはりイ

ンド人が一番多い。ヨーロッパにも数はいるが、やはりヨ

ーロッパより米国という状況にある。 

 

（フロア） 

 3 つ質問がある。周フェローの発表の中に世界レベルの

研究成果ということで個人名が出ていたが、これらの方々

の業績を見ると、新しいものもあるが、結構、長い期間を

かけて良い仕事をしている人が多いように見える。こうい

った方々が Highly Cited Researchers の方に名前があま

り上がっていないことをどのようにみているのか。 

 

（周） 

5 名の内、2名は Highly Cited Researchers のリストに

入っている。薛其坤先生の場合で言うと、量子、材料の研

究者の数がそれほど多くなければ引用される回数は低く

なる。コミュニティの数にも影響されると思う。施一公先

生の 2015 年の研究論文は基礎的な研究成果なので、むし

ろこれからだと思う。 

 

（林） 

周フェローが出したのは HP など中国の見方で出してい

るもので、それらが国際的に認められるかどうかはこれか

らの話だ。一番、分かりやすい例で言うと、量子通信は中

国で今、ものすごく盛り上がっている。潘先生は中国の中

でノーベル賞は間違いないと言われていて、高いお金をか

けて人工衛星を上げ、量子通信をやっている。ところが、

それを日本の専門家に聞くと、量子通信がモノになるのか

というところでクエスチョンマークを出す人もいる。だか

ら、まだ分からない。今のところは残念ながら中国だけで

盛り上がっていて、ここに一つの問題がある。もう少し時

間が経つとその辺がはっきりする可能性があるだろう。 

 

（フロア） 

2 つ目の質問は今の質問の裏返しになるが、日本の研究

者のピアレビューはどの程度信頼できるのだろうか。日本

の研究者が中国の研究者を知らないという面が強いのか。 

 

（林） 

同じ分野でも中国の研究者を知らないという人は結構

多かった。本当に立派な先生であれば必ず国際会議に出て

くるだろうからお互いに顔見知りだと思ったら殆ど知ら

ない。実際に自分の弟子だったとか、よく知っている人し

か名前が出てこない。今回、数字は出したがピアレビュー

は非常に難しかった。国内の研究者同士でピアレビューを

するのは良いことだと思うが、他の国の人の場合は非常に

難しい。先月、北京で 10 か国の大使館を回ったが、ファ

ンディング機関ではピアレビューをしているということ

だった。本当にお金を出していいかということを知るため

にはピアレビューが必要なのだという。自国内では信頼性

があると思うが、他国となるとやはり大変だろうというニ

ュアンスだった。 

 

（フロア） 

自分は日本人なので 115 名の名前を見ても男女の区別

がつかない。女性は多いのか。 

 

（周） 

調べた印象だと非常に少ない。2割もいないと思う。 

 

（フロア） 

 中国の科学技術の発展についていろいろと伺ったが、科

学技術の発展について、中国とロシアの関係は現在、どの

ような状況にあるのか。 

 

（林） 

中国で一番代表的な研究機関である中国科学院はロシ

ア科学アカデミーを模範に作られた組織だ。ロシアの場合
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は、その下に 400 くらいの研究所があるが、中国の場合、

100 くらいある。院士という制度もロシアから導入してい

る。大学でなくてもドクターを出せるというのもロシアを

モデルにつくられた。非常に近い。何故そうしたかという

と、毛沢東の時代、一番大事なプロジェクトが「両弾一星」

と言って、原爆・水爆、ミサイルといったものをつくって、

自分たちが先進国として宇宙を確保するという政策があ

ったからだと思う。その時はロシアを範とし、新中国建国

の時から 10 年くらいは非常に近い関係にあった。フルシ

チョフがスターリンを批判し、それに毛沢東が反対して中

ソが対立した状況になってからロシアとの関係は薄れて

いる。昔の研究所の幹部にはロシア留学者も結構いたが、

今は殆ど欧米、一部が日本だ。ロシアが強いところもある

ので部分的に協力しているところもあり、絶交状態という

わけではないが、ロシア自身の科学技術力が相対的に低下

しているので、やはりメインは米国、ヨーロッパになる。

地理的に近いという意味では日本は大事な協力相手だ。 

 

（フロア） 

 研究者の評価はインパクトファクターと論文数で数学

的にやってしまうと聞くが、中国における研究者や大学教

員の評価はどのようにしているのか。 

 

（林） 

少なくとも 10 年前、あるいは割と 近まで、数量的な

評価が幅をきかせていたことは事実だ。それに加えて中国

の場合、大きな点として、外国で研究したか、外国でドク

ターを取ったかということが加味されているが、基本的に

は数量的な、例えば論文数や被引用数やインパクトファク

ターの高い研究誌に論文を出したとか、そういったことに

細かく点数を付けて、公式まで作ってやっている例もあっ

た。それが行き過ぎて良くない状況になってきている。北

京大学や清華大学では、そういったことをできるだけやめ

て、もう少しピアレビュー的なものを入れたいという意向

があり、実際にそうしているが、やはり中国には人が多い

ということで、なかなかピアレビュー的なものがキチンと

できていないというのが私の印象だ。結果的には相当、数

量的なものに引きずられている。それが良くないというこ

とは政府の幹部も中国科学院の幹部も有力大学の幹部も

皆、分かっている。何とかしてそれを変えたいということ

もやっているので、今は試行錯誤の状態だと思う。 

翻って日本を考えると、日本は大学でも研究所でも終身

雇用というベースがあり、数量的なものはあるが、基本的

にはお互いに Face to Face で分かりあった中で研究して

いるので、結果的にピアレビュー的なことが中心になって

きている。ところが、これがマイナスに作用している面も

あり、論文を生まず、引用数がなくても平気だということ

で、10 年も 20 年も論文を書かない人までいるという。こ

れは何とかしないといけないということで、逆に数量的な

方に持ち込もうとしていて、できるだけトップ 1％、トッ

プ 10％の論文を増やすということが国の目標として掲げ

られている。 

 

（フロア） 

 日本人の研究者についてはピアレビューの替わりに国

際賞の受賞者でみているということだったが、論文は直近

に書いたものが出ているのに対し、ノーベル賞などの国際

賞は過去の積み重ねで見ているので、それを同列に並べて

本当に見えてくるものがあるのだろうか。確かに中国の国

際賞は少ないが、もう少し時間が経てば賞も多くなると思

う。日本人の研究者もピアレビューすべきだったのではな

いか。 

 

（林） 

国際賞は過去の状況を見ているだけという懸念は確か

にあるし、実際そうだと思う。何故日本の研究者のピアレ

ビューをしなかったかというと、端的な話で、なかなかそ

こまで手が回らなかった。実際、日本の人は日本人をなか

なか評価したがらない。それが分かったので止めた。そう

いう意味で言うと、ピアレビューは非常に難しいというこ

とがポイントの 1つになる。 

 

（フロア） 

もう 1つ質問がある。中国で活躍している 5人の研究者

の内、2人が過去に日本で研究しているという話があった

が、これは確率的に結構高いと思う。米国に行って帰るの

がエリートだということだったが、日本にもっと来ようと

いう雰囲気にはならないのだろうか。 

 

（周） 

中国のハイレベルな研究者には日本から帰った人が多

くいるイメージだ。国家重点実験室の主任、ディレクター

レベルの人でみると、結構な割合で日本の大学を卒業した

人が多い。一方で、研究所長のレベルでは欧米にいた人が

多いという独特な現象がある。 

 

（フロア） 

格差があるということか？ 

 

（林） 

学問の分野にも結構、影響があると思う。日本に来て中

国に帰り、中国でしかるべきポストについたり良い成果を

出したりしている人というのは、大体 1990 年代に日本に

来た人が多い。100 人計画があったのが 1998 年だったろ

うか、その時期に帰った人が多い。その後は残念ながらあ

まりいなくて、圧倒的に米国にシフトした。当時、来てい

た人たちは、東北大学や東大の材料分野というように分野

が偏っていて、彼らは現在も活躍している。将来的には、

例えば日本と中国が弱いと言っていたライフサイエンス

は日本も全然だめだから、そうなるとやはり行くところは

米国のハーバードとか英国、フランスになる。だから今後、

どんどん差がついていくと思う。今の段階では材料系が活
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躍しているので、まだ恰好がついているが、その次のステ

ップでは日本はフェードアウトしていくように思う。 

 

（フロア） 

 中国の論文数の増加原因として研究者数が増えている

ということだったが、論文のデータベースで中国国内の共

著先機関を調べてみたら、2000 年が 278 機関、2015 年は

535 機関だった。人間も増えているが大学や研究機関もも

のすごい勢いで増えているように見受けられる。 

 

（林） 

それは事実だが、機関数より研究者数で見た方がいい。

中国は OECD に入っていないが、OECD が各国の研究者の数

字を出していて、ここ 10 年くらいはもの凄い勢いで中国

が増えている。科学技術力では米国が世界一だと言われて

いるが、研究者数は米国よりも多い。ヨーロッパ 28 か国

を全部足した数と同じくらいいる。日本の研究者の数え方

には 2通りあるが、多く数えても日本は中国の半分くらい

で、そういう意味では中国はもの凄い感じになっている。

一人ひとりの論文数はまだそれほど多くないが、これから

ますます伸びていく可能性は大きいと思う。 

 

（フロア） 

中国では飛び級をやっているという話がある。実際、そ

の中には有名な人がいるというが、飛び級して大学を早く

出て、途中でつぶれることなく一流の研究者になった人は

いるのか。 

 

（林） 

飛び級があるのは事実だが、飛び級が一番すごいのは韓

国だ。韓国ではエリート教育が徹底していて、飛び級も平

気でやっている。その人たちは米国に行ってしまう。中国

でもそういうことはあるが、今回の調査では一人一人追い

かけていない。これから調べてなければいけないとは思っ

ている。 

 

（フロア） 

戦前は日本も飛び級ではないが早く出ることはできた。

小学校 5 年から中学に入った人という人は全国でも数名

しかいないが、東大の先生の中に何人もいる。だから、ど

んな分野でも年が若くないとダメだと言われている。飛び

級した人が有利であることは間違いないので、途中でつぶ

れずやっていければいいのだが。 

 

（周）  

中国全体では飛び級の例はそんなに多くないが、有名な

ところでは中国科学技術大学の青少年クラスがある。14，

15 歳くらいで大学に入る天才クラスだ。飛び級はせいぜ

い小学校、中学校で 1年くらいという印象だ。 

 

（林） 

日本の場合、有名大学では年功序列システムがまだ存在

している。中国はそういう意味では優れたシステムになっ

ていて、北京大学や清華大学を 22、23 歳で出たら、すぐ

にハーバードやスタンフォードに行ってドクターを取る、

あるいはポスドクになり、“Nature”や“Science”に出た

ら中国に帰って教授につける。そのため、本当に若い人が

大学や研究所の幹部になる。そこが日本と大分違う。日本

はテニュアトラックをやったりしているが、やはり基本的

には年功序列だ。中国にも年功序列があって、例えば 40、

50 歳にならないと有名大学の学長にはなれない。だが、

いわゆる PI、研究主任ではとても若い人がたくさんいて、

それが活力になっているのは間違いない。そういう人たち

が現在の中国の科学技術を引っ張っている。 

 

（フロア） 

 日本は上が詰まっているから若い人が昇進できず、短期

的なプロジェクトで 3 年くらい仕事して後は来なくなる

ということが多い。中国では若い人がどんどん上がってい

くが、年を取った人はどうなるのか。 

 

（林） 

中国では日本の定年的な発想というのが非常に少ない。

元々、ベースの給料をそれほど多く出さず、良い成果を出

せば給料を高くしたり良いポストにつけたりという付加

的な発想が強い。同じ北京大学の教授でも、誰がどれくら

い給料をもらっているかは分からない。良い人たちはどん

どん給料を高くして良いポストにつける。そういうところ

で負けた人は辞めざるをえない。日本のように一度、東大

教授になれば、ずっと東大で給料もそんなに変わらないと

いうのとは大分違う。それが結果として、若い人が前面に

出てくる素地になっているのだと思う。 

 

（周） 

もう一つ言えることは、中国では文革の時代が 10 年続

いた。その期間の人たちは今、55 歳から 70 歳で、有名な

研究者は非常に少ない。大学の先生は定年した後、孫の世

話をしながら普通の生活を送る人が多い。 

 

【閉会】 

（林） 

時間になったのでこれで終了する。 

               （了） 
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2．講演資料 
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