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■ 研究会開催報告 ■ 

「中国科学院の概要と中国の科学技術の現状」 
 

日 時：2018 年 1 月 12 日（金） 
15：00～17：00 

場 所：JST 東京本部別館 １F ホール 

 
 
 
 
【講演概要】 
 中国の科学技術は、21 世紀に入り加速度的に発展しつつある。今回の講演では、昨年 10 月に出

版した『中国科学院～世界最大の科学技術機関の全容、優れた点と課題』を元に、北京大学や清華

大学などとともに中国の科学技術活動を担っている中国科学院を紹介し、その上で中国全体の科学

技術の現状に関するデータを紹介する。そして、中国全体の科学技術の優れた点と課題、留意すべ

き点を述べる。 

 

 

【講師紹介】 

 

林 幸秀（はやし ゆきひで）氏：  
国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター上席フェロー 
［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。2017 年よりライ

フサイエンス振興財団理事長。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～世界最大の生命科学･医学

研究所』など。 

 

 

  

 

1. 講演録   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  2 

2. 講演資料  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 



中国総合研究交流センター 第 113 回研究会 詳報 ＜2018.1＞ 

 

2 

1．講演録 

【開会】 

（伊藤副センター長） 

 年が明けて初めての研究会、皆さまには新年のお忙しい

ところをお運びいただき感謝申し上げる。 

 我々JST 中国総合研究交流センターが主催する本研究

会は今回で第 113 回目となる。中国の科学技術の状況や今

後の展望を中心として、中国の経済、社会、政治あるいは

中国を中心とする世界情勢など様々な関係分野の有識の

方々を講師にお迎えしている。本年も月に 1回程度開催し

ていくので、皆さまには是非ともご参加いただき、本会を

継続させていただければと思う。 

 本日は「中国科学院の概要と中国の科学技術の現状」に

ついて、JST の研究開発戦略センター上席フェローである

林幸秀からお話させてもらう。林上席フェローは文部科学

省で長く科学技術行政に携わり、文部科学審議官等を歴任

した後、宇宙航空研究開発機構副理事長、そして現職であ

る JST の研究開発戦略センターに移ってからは中国の科

学技術の有力ウォッチャーとしてずっと中国の状況を分

析している。中国の科学技術は急速に進展している最中に

あるが、その大きなエンジンとなるのが中国科学院だ。

我々としても興味のつきないところであり、今日はその実

情、現状、将来展望といった全体的なところについて聞い

ていきたいと思う。 

 

【講演】 

皆さん、こんにちは。ただいまご紹介いただきました林

です。 

 

 

 私は 2003 年に中国に行くまで、中国の科学技術にはあ

まり関心が無かった。だが、上海の街並みと経済発展振り

に驚き、科学技術の面でも大変なことが起こっているに違

いないと確信して、以来ずっと中国の科学技術を調査して

いる。15 年が経ち、未だにどのような切り口が良いのか

と見方をいろいろ工夫しているが、なかなか全体像が結像

しない。おそらく中国とはそういうところなのではないか

と思っている。特定のところだけを見ても全体像は掴めず、

いろいろなところを重ね合わせてようやく分かっていく。

これは科学技術に限ったことではなく、それこそが中国の

像なのだと思う。 

 今日はこの 4 点についてお話ししていこうと思う。「1．

中国科学院の概要」では、昨年秋に出した書籍から一部を

かいつまんで全体像を紹介し、「２．中国の科学技術動向

概観」、「３．中国の論文、被引用数の多さの意味」、「４．

中国の科学技術の優れた点と課題」では、それぞれが繋が

る話として紹介する。中国の科学技術のポテンシャルを大

きく占めるのは中国科学院だが、勿論それ以外にも大学や

軍を含めた国の研究機関がある。それらを含めて中国の科

学技術の全体像をどう見ていくかということで、２、３、

４と順番に説明していきたいと思う。２ではデータに表れ

る矛盾点をお話し、３ではその矛盾点に関する仮説を、４

ではその矛盾と仮説を踏まえながら、私の個人的な見解と

しての中国の科学技術の強さ、弱さ、課題について述べて

いく。中国の場合は単にデータを見るのではなく、別の側

面や切り口を見ていかないと見間違うことがあるように

思う。そこで留意点というものを付け加えた。最後に、今

後の中国と日本の付き合い方をどのように考えるべきか、

これは自分に言い聞かせていることではあるが、そういっ

たことについても少し紹介させていただきたいと思う。 

 

 西洋流の科学技術については中国でもかなり昔－日本

でいえば明治維新の辺りから勉強していたが、本格化した

のは新中国建国後であり、中国共産党が北京に入城し、新

生中国として意を新たに動き始めたときの最初の仕事の

一つが中国科学院の設立だった。1949 年 11 月、政務院－

今の国務院の下に役所として設置されたのが中国科学院

である。 

中国科学院にはおよそ 70,000 人もの人員がいる。この

数字は 2015 年末のものなので現在もそう変わってないと

思う。おそらく世界一ではないだろうか。他国の大きな研

究機関では、例えばロシア科学アカデミー（RAS）が 40,000

人くらいだ。ロシアは大きな国なので、いろいろなところ

に支部があり、全てを合わせるとこれくらいになる。フラ

ンスは国の研究機関が非常に強いが、その中で一般科学技

術、基礎科学を中心にやっている CNRS が 2.6 万人、中国

科学院の 3分の 1くらい。米国で一番大きいと思われる国

立衛生研究所（NIH）は研究所でありながらファンディン

グ機関でもある。NIH の 1.8 万人という数字は、ファンデ

ィングの部分に関係せず、基本的に研究機関としての人員

数だと思っていただきたい。いずれにせよ、中国科学院は

世界の名だたる研究機関の 2～3 倍程度の人員を抱えてい

る。 

予算規模はどうだろう。これも 2015 年の数字だが、約

8,600 億円、おそらく現時点では 1兆円を超えていると思

う。他方、フランス CNRS が大体 3,000 億、ロシア科学ア

カデミーが 1,700 億、日本の理研が 900 億、産業技術総合

研究所が 900 億で、中国科学院の予算規模がいかに大きい

か分かると思う。全体規模が大きいので予算も大きくなる

のは当然かもしれないが。 
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 下部組織としては104の研究所と2つ乃至3つの学校を

持っている。中国科学院の大きな仕事は 3つあり、一つは

いわゆる研究開発実施機関としての研究機能、2つ目は教

育機能、3つ目は研究者顕彰機能だ。顕彰機能とは文字通

り立派な先生方を顕彰することで、具体的には「院士」と

いう称号を付与し、立派な功績を表彰すると同時に、院士

たちに年に数回集まってもらい国家の科学技術に関する

助言を仰いでいる。中国で科学技術をやる人にとって、院

士になることは生涯最大の目的の一つだ。 

 

中国の政治体制は基本的に国家と共産党が別建てにな

っている。中国共産党にはおよそ 1億人の党員がいて、全

国人民代表大会で一番偉い総書記を決める。これが 5年に

1度あり、習近平さんは 2期目に入ったところだ。図の中

央の二重括弧で囲んだ国務院がいわゆる国の政府。この上

に国家主席がいて、その上に中国の国会にあたる全国人民

代表大会がある。軍は形式的には国と党の両方にまたがっ

ていて、中央軍事委員会と人民解放軍がある。中国も三権

分立を取っていて、国務院、人民法院、検察院がそれぞれ

の役割を担っている。 

 

中国科学院は国務院の中の組織だ。人口が 10 数億人も

いる国の政府であるので、非常に大きい。左側の「部・委

員会」がいわゆる「省」にあたる。例えば外交部は外務省、

国防部は防衛省、科学技術部は科学技術省という具合だ。

教育部もあり、そこは大学や義務教育をやっている。さら

に、部に属する独立的な「部局」が 16 ある。国家海洋局

などがそうだ。中国科学院は国務院の直属事業単位になっ

ている。政府内の実施部門と考えてよい。同じようなとこ

ろにエンジニアリングを扱う中国工程院、ファンディング

を行う国家自然科学研究基金委員会がある。 

 

中国科学院の本部機構は北京にあるが、本部はそれほど

大きくない。メインは右横の 4 つだ。分院が 12、研究所

が 104、大学は 2 と書いているが 2 乃至 3。ここが研究と

教育の中心になる。一番左の「学部」は日本人にとっては

分かりにくい言葉で、これは院士の集まりであり、名のあ

る大学や研究所の先生方が院士として行う様々な活動を

支えている。中国は共産党支配の国であり、共産党は科学

院の中に支部を置いて指導を行う。支部のヘッドを党組書

記という。さらに汚職等を取り締まる中央規律検査委員会

があり、その書記も置かれている。つまり、科学院は中国

共産党と中央規律検査委員会の指導と監察のもとにある。

ちなみに、中国科学院では同一人物が両方のヘッドを兼ね

ているが、そうではない場合が殆どだ。例えば北京大学も

清華大学も大学の校長、つまり学長と党組書記は別の人間

だ。基本的にはアカデミックなところを学長がやり、大学

管理を含めたマネジメントについては共産党の書記がや

ることになっている。どちらの方が偉いかはそれぞれの力

関係があるので一概には言えない。 

 

地図の括弧内の数字は研究所の数を表している。研究所

は全国のいたるところにあるが、北京や上海は大都会で人

も多いので多くの研究所が置かれている。それでもなるべ

く全国的に分散を図るということで、例えば新疆ウイグル

地区に砂漠や灌漑の研究所をつくったり、青海省には世界

最大の塩湖があるので、塩湖の生態系の研究所を置いたり、

雲南省は非常に貴重な動植物の宝庫なので動植物の研究

所を置いたりしている。ごく最近、南シナ海に突き出た海

南島にも深海の研究所をつくった。地域と分野のバランス

を取りながら研究所を分散し、中国全体の科学技術をさら

に発展させようとしている。 

 

予算の推移はこれを見ていただければ一目瞭然、21 世

紀に入ってから急激に上がってきている。これは科学院だ

けでなく、中国の科学技術全体もこのような恰好だ。中国

には科学技術の予算の伸びを GDP の伸びより大きくしな

いといけないという法律があり、それをベースにこれだけ

増えてきた。中国科学院の予算は 2000 年に入ったときに

1,000 億円くらい、それが 2015 年には 8600 億、おそらく

現時点では 1兆円を超えていると思う。加速度的に増えて

いる。 

その財源はというと、国からが 4分の 3くらい。地方自

治体も政府組織ではあるが、それが数パーセント。注視す

べきは 12％が民間からの資金だということだろう。12％

は少なく見えるかもしれないが、例えば日本で産学連携が

進んでいて民間のお金がたくさん入ってきていると推測

される産総研で 0.7％にすぎない。いかに民間からの割合

が大きいかが分かる。ちなみに大学はもっと凄いことにな

っていて、中国の大学の場合は大体 3割前後が民間からの

出資金だ。これには理由がある。日本や米国と違い、中国

の民間会社－国営企業が中心だが、自らはあまり研究ポテ

ンシャルを持たない。どうするかというとお金で買うのだ。

産業界が大学や科学院に業務を委託して技術を開発する。

これは他国とは非常に異なる状況で、3割というのは世界

でも突出している。米国でも 5％程度、ドイツが 10％をち

ょっと超えるくらいだ。LENOVO というパソコン会社の株

は実は依然として中国科学院が持っていて、その配当金が

入るようになっている。民間からのお金の中には LENOVO

からの配当金が含まれているということだ。 

 

一方、お金の使途にこれといった特徴はなく、いろいろ

な分野に万遍なく使っている。「Made in China 2025」で

はたくさんの分野を重点化して産業を興そうとしている

ので、中国としてはあまり特定のものに偏重するのではな

く、世界との競争でで万遍なく勝てるようにしたいと考え

ている。 

 

職員数については本に大分詳しく書いたが、文化大革命

で相当痛めつけられたという経緯がある。人が相当減り、

組織も一部バラバラになって、大学も募集を停止する事態

になるなど酷い目にあった。1973 年、1976 年を底として
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持ち直したところから始まっている。行政改革の波が

1995 年あたりにあり、ここで一旦下がったが、技術力を

強くしなければ国力も強くならないという世界的風潮も

あり、今も職員数は膨らんでいる。 

 

 職員の学歴を見ると、博士が 3分の 1強、修士が 3分の

1弱なので、全体の 3分の 2程度を博士と修士で占めてい

る。他国の研究所も大体このような感じではないだろうか。

特徴的なのは職員の年齢構成で、30 歳以下が 4分の 1、31

歳から 35 歳までが 4分の 1、つまり 35 歳までの若手が半

分を占め、40 歳までとなると全体の 4 分の 3 と年齢構成

が非常に若い。その理由の一つは急激に発展してきたとい

うことと、もう一つはやはり文革で失われた世代の欠如と

いうことだと思う。 

 

科学院が持っている施設として主なところを 5 つ挙げ

た。北京電子陽電子衝突型加速器はかなり前からある加速

器だ。物理で強くなるためにはやはり加速器が欲しいとし

てスタンフォードまで勉強に行き、一生懸命つくり上げた

施設である。2 つ目は河北省にある望遠鏡「LAMOST」で、

特定のファンクションでは世界一となる望遠鏡だ。3つ目

の超伝導トカマク装置「EAST」は核融合施設で、核融合の

関係は日本や米国、欧州が進んでいるが、超伝導の磁石を

つくり、世界初の装置となった。全部自前でコイルから巻

き上げ、相当大変な思いをしてつくっている。ちなみに次

につくったのは韓国で「Kスター」という。その下の大亜

湾ニュートリノ観測所はその名の通りニュートリノの観

測所だ。大亜湾にはフランスから導入した原子力発電所が

あるので、そこの発電所のいろいろな放射線を利用してニ

ュートリノを観測する。今、一生懸命実験しているところ

だ。5 番目が去年できた電波望遠鏡の「FAST」。少数民族

約 1 万人を立ち退かせ鳴り物入りでつくった世界最大の

電波望遠鏡だ。一番上の加速器を除いて、いずれも世界最

高もしくは世界最初のものと考えていい。そういったもの

を既に中国科学院は持っていて、それらをこれからどう使

っていくかという段階にある。 

 

 中国科学院のあげてきた成果は書籍に詳しく書いたが、

彼らが一番誇らしく思っているのはやはり軍事技術だろ

う。「両弾一星」の片方の「弾」は原爆・水爆、もう片方

はミサイルを意味し、「一星」は人工衛星を意味する。つ

まり宇宙と原子力の軍事利用で世界一流になったという

ことが彼らの誇りだ。これについて中国科学院が何をどこ

までやったかというと、実は彼らはメインの役割を果たし

たのではなく、宇宙であれば宇宙の研究機関、原子力なら

原子力の研究機関を理論面でサポートし、人材を養成し、

いろいろな部材を開発するところで非常に貢献したと言

われている。 

クローン技術は今後の再生医療に関する課題でもある。

魚類－鯉で世界発のクローンをつくったのは青島にある

研究所だ。ウシインスリンの合成も世界で初めて成功した。

中国のライフサイエンスは弱いという議論があるが、歴史

的にみると結構いろいろな成果を上げている。4つ目に挙

げたマラリアの特効薬の開発といえばノーベル賞を取っ

た屠 呦呦先生が思い浮かぶが、実は彼女は中国科学院の

先生ではなく、厚生省関係の研究者だ。中国科学院の上海

の研究所でもいろいろな開発をしているので、たまたま屠 

呦呦先生が代表してノーベル賞をもらったと中国科学院

の人は考えている。 

LENOVO の設立も外せない。実は開発者/科学者が独立後

に初めて売ったのは米国のパソコンだったが、結果的に今

や世界最大のパソコンメーカーになった。 

中関村の発展も目覚ましい。北京大学や清華大学がある

辺りを中関村と呼ぶが、そこに一大ハイテクセンターがあ

る。科学院の人がそこの開発イニシアチブを取った。 

そして最後に、何故、鉄系超伝導を取り上げたかという

と、これはそもそも東工大の細野先生が発見したものだが、

科学院のその後のエネルギーの注ぎ込み方が尋常ではな

いからだ。細野さんは Nature や Science といった著名な

論文誌には投稿していないが、中国科学院の先生方はそれ

らの論文誌にいくつも投稿し掲載もされている。オリジナ

リティという意味では議論があるだろうが、「集中と選択」

の典型的な例だと思う。 

こういった成果以外にも、量子通信や半導体のところで

ノーベル賞を狙えるような世界的な先生がいる。詳しくは

この本を参照されたい。 

 

中国科学院の 2つ目の機能は教育である。先ほど中国科

学院の大学は 2つ乃至 3つあると言ったが、その 1つは非

常に伝統ある中国科学技術大学だ。元々、北京にあったが、

文化大革命で追い出され、転々としながら最終的に安徽省

合肥に落ち着いた。中国の大学としてはそれほど大きくな

いが、在校生が 1.55 万人と決して小さいわけでもない。

北京大学や清華大学などに比べるとこじんまりしている

が、科学技術に特化していることから、良い人材をたくさ

ん輩出するとも言われている。北京大学や清華大学に並ん

で有名であり名門校でもある。 

2014年にできたのが2つ目の中国科学院大学だ。何故、

中国科学院がこういった大学を作るかというと人材確保

が目的のようだ。中国の研究の 2大パワーはやはり科学院

と大学で、大学といってもやはり北京、清華、上海交通大

学が有名だが、最終的にはどうしても人材の取り合いにな

る。そうなると、やはり学部のところから学生をガッチリ

抑えて紐付けできる大学の方が有利で、良い人材はどうし

ても大学にいってしまう。どうしても良い人材が欲しけれ

ば、学部の段階から人を集めなければならない。科学技術

大学はいかんせんパイが小さいので、もう少し学部学生の

パイを大きくしようと立ち上げたのがこの科学院大学だ。 

こういった大学が北京に集中するのはよろしくないと

いうことでつくられたのが 3 つ目の上海科技大学である。

上海市政府と連携し、2014 年に創立された。ちなみに上

海科技大学の初代で現在の学長は江沢民の息子だ。 
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これらの大学生とは別に、傘下の研究所にも大学院生が

いる。これらの大学院生は研究ポテンシャルという面にお

いても非常に意味がある。先ほど中国科学院全体で 7万人

の人員がいると言ったが、大学院生を加えると、さらに

4.5 万人が加わることになる。彼らは普通に勉強して論文

を書くだけでなく、実践部隊として実験もするので、非常

に大きなマンパワーになっていると思う。 

 

最初の方で少し触れたが、中国の科学技術の研究者ある

いは大学の先生が最終的に目指すところは院士だ。何故、

院士という制度ができたかというと、そもそも中国科学院

は旧ソ連アカデミーを模範にしているところがあり、ソ連

科学アカデミーでは功績のある非常に立派な先生にアカ

デミシャンという称号を与えていた。院士はこれに倣って

つくられたもので、遥か昔は専門委員という称号だったが

1990 年代に院士と改称した。現在 750 名くらいいて、外

国人院士にはノーベル賞の野依良治先生や名城大学の飯

島澄男先生が入っている。最近になってロボット研究で有

名な福田敏男名古屋大学名誉教授も入った。 

科学院の他に院士を付与できるのはエンジニアリング

をやる工程院だけだ。政治経済の分野で非常に力のあるシ

ンクタンクである中国社会科学院の場合は学部委員と呼

ぶ。院士の称号は非常に名誉なものであり、彼らは年に一

度の総会あるいはテーマごとの会議に集まって政府に意

見をいうことができる。 

 

ここに中国の科学技術全体の概観について私の意見を

3 つ挙げている。1 つに、中国は紛うことなく科学技術人

材大国である。2000 年以前は、人はたくさんいても人材

大国と呼べる状況ではなかったが、2000 年に入るあたり

から海亀政策を中心に、先進国にいた人たちが大挙して帰

国するようになった。中国国内の大学・研究所の体制整備

が進み、ポストが増え、装置が使えるようになったからだ。

非常に若い人が教授になったり研究所長になったりして、

それが一段落した後、今では大学を中心とした教育体制も

整備され人材大国に発展している。 

2 つ目はお金の話で、非常に大きなお金がどんどん使わ

れるようになった。GDP の伸びを超える投資を義務付けて

いるので非常に大きなお金が流れている。 

3 番目は私の意見だが、人材大国で巨額が流れるという

ものの、やはりまだ全体として少し弱み、歪みがあるので

はないだろうか。未だキャッチアップが中心で、本当に世

界一、もしくは米国や欧州と対等あるいは凌駕するという

状況になるのはおそらくこれからだろうという感じがす

る。 

 

以上の 3点について少しデータを追ってみよう。まずは

研究者の数だ。途中で一回下がってまた上がっているが、

中国は突然計算根拠を変えることがあるのでこういうこ

とがある。現時点では単独の国として世界第 1位だと思う。

米国より研究者の数が多く、欧州全体とほぼ同じくらいの

数がいる。日本の場合は 2つのカウント方法があるが、い

ずれも中国の半分以下だ。 

お金の方はどうだろう。円とドルを単に IMF レートで換

算した数字でみると、円で計算したため上がったり下がっ

たりしている。昔は中国の研究開発費は日本より低かった

が、4～5 年前から急激な勢いで増えているので、おそら

く 2017 年の数字では日本の倍くらいになっていると思う。

しかし上には上がいて、米国はまだ中国の倍くらいある。

欧州全体でみてもまだそれほど大きくはない。但しこれは

IMF レートでみた数字だ。一方、購買力平価で比較すると

このようになる。これを見ると 2015 年の段階でほぼ米国

に追いついていて、このまま伸ばしていくと 2017 年、2018

年には米国と逆転しているかもしれない。ただし、気を付

けないといけないのは、購買力平価ではモノによって効く

ものと効かないものがあるということだ。例えばライフサ

イエンスの実験装置は米国で買おうが中国で買おうが同

じ値段なので IMF レートで算定した方がいい。一方、人の

労働力は購買力平価で計算した方がいい。実態としては米

国を追い越すのはまだ少し先の方にあると思われるが、相

当近づいていることは間違いない。 

 

それでは、そのお金と人で果たしてどれくらい論文を出

しているのだろうか。これはトムソンロイターのデータを

文部科学省の政策研で出したものだが、凄まじい勢いで増

えていて、2015 年の段階で米国にかなり近づいている。

日本はというと 2000 年の段階では世界第 2 位だったが、

その後ジリ貧が続いている。それを表にしたのがこれだ。

中国は 20 年前に世界 13 位、現在は第 2 位で、日本は 20

年前の第 2位から今は 5位に後退している。それなら質の

方はどうかということで、質のはかり方については後ほど

少し議論するが、取りあえず一番よく使われる引用数で見

てみると、中国は 2013 年から 2015 年の段階で米国に次い

で世界第 2位、日本は第 12 位という状況だ。 

論文を分野別にみたらどうなるか。化学、材料科学、臨

床医学と並べたところ、中国は材料科学でトップ 1％論文

数のシェアが 45.3％、米国が 32.5％と 10 ポイント以上の

差を付けている。他方、ライフサイエンスは非常に弱くて、

米国が断トツの 63.9％だが、中国は 6.9％で 12 位、日本

は 4.9％とさらにその下にある。 

 

ところがこれを日本人研究者の専門的な目で評価たら

どうなるか。それを表したのがこの図だ。私が属している

研究開発戦略センター（CRDS）では 1.5 年に一度、世界全

体の科学技術の俯瞰調査をしている。幾つかの分野につい

て、米国、日本、欧州、中国、韓国のどこが一番強いかと

いう定性的な調査をしているが、例えばナノ材料のこの部

分について米国はどうか、中国はどうか。そういうものを

数値化し足し合わせて不等号記号を付けたのがこれだ。こ

れを見る限り、中国はそれほど強いわけではない。やはり

米国が圧倒的に世界を牽引していて、中国は日本より相当

下という結果になっている。これをどう捉えたらよいのだ
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ろう。日本の研究者がきちんと中国を見ていないという可

能性もあるし、日本の研究者が自惚れている可能性もある。

中国はたいしたことがないという先入観もあるかもしれ

ない。ただ、そういうところがあったとしても、我々はこ

れを何年間も調査しているが傾向はあまり変わっていな

い。そういう意味では真実に近いところがあるように思う。

実は 2014 年に韓国も同様の調査をしている。結果として

は米国、欧州、日本がほぼ団子状態で競争していて、中国

と韓国は大分下の方にあるというものだった。 

韓国の調査は 2,000 人くらいの研究者を国内から集め

てデルファイ調査をやっている。先ほどのトップ 1％論文

数のフィギュアと我々CRDS や韓国のフィギュアは大きく

乖離している。後で説明するので、この乖離について覚え

ておいてもらいたい。 

もう一つ、私は JAXA にいたこともあり、いろいろな宇

宙技術について比較調査を行ったことがある。各国の宇宙

技術の強さを点数化して比較するのだが、その一番新しい

ものが 2015 年のデータだ。これを見ると中国は決して強

くはない。断トツのトップは米国で、意外と欧州が強い。

ロシアは有人活動のところで非常に強く見えるが、サイエ

ンスや利用、衛星分野で弱いところがあり、基本的には欧

州がロシアより強い。日本は有人飛行をしていないが、利

用分野やサイエンス分野で実績がある。これを見ても、や

はり中国の科学技術が米国にそれほど近づいたという感

じは受けない。 

 

何故、論文であれほど強いのに現場の研究者からは弱く

見えるか。それについて我々は一昨年に調査を行い、この

研究会で報告したのでお聞きになった方もいるかもしれ

ないが、ここでもう一度復習したいと思う。 

論文や被引用数は極めて統計的なものだ。私は、これだ

け量があるから中国はもの凄く強いとか、こうだから非常

に弱いとかいうような単純な比較はできないと考えてい

る。従来、前提にあったのは、引用回数が多いイコールそ

の論文が非常に優れている、そしてそれは国を問わないと

いうものだった。例えば米国で 10 回引用されたもの、中

国で 10 回引用されたもの、日本で 10 回引用されたものは

全く等価だと考えられていた。しかし実は必ずしもそうで

はないというのが我々の結論である。特に、中国では引用

回数を増やすことが自己目的化している可能性が高く、引

用回数だけをもって中国の科学レベルが高いと評価する

ことに疑問を感じる。単に引用回数の多さから米国に近づ

いたとか日本や欧州を抜き去ったと捉えるのではなく、も

う少し別の観点から複合的に見ていかないと中国の力は

捉えきれないと思う。 

 

何故、中国の論文は他国では考えられないほど数が多い

のだろうか。仮説として挙げたのがこれだ。1つに、中国

は 21 世紀に入ってから急激に経済が拡大して研究者数が

増えた。研究者数が増えれば当然のことながら論文数も増

える。同時に研究費も急激に増大し、日本の場合だとお金

は先生方に万遍なく配布されるが、中国では毎年、お金が

大きく増加していくので、増えた分は力のある先生に傾斜

的に配分される。それが論文の増加要因になっている。 

もう 1つ考えられるのは、評価が成果主義に徹底してい

ることだ。論文の数量が評価基準になるならば、できるだ

け短期間で多くの成果が出た方がいい。10 年かけてよう

やく 1つの成果が出るようなテーマではダメだ。また、オ

リジナリティを出して結果で躓くより、条件や手法を変え

てできるような、ある程度見通しができるものの方がいい。

私は、やはり中国には人が多すぎるので、そうならざるを

得ないと思う。ピアレビュー的に相手の顔を見ながら対面

的な恰好で評価するのは絶望的に大変だ。無理にやろうと

すれば、おそらく別の意味での汚職につながるだろう。中

国にしてみればこれが一番きちんとした客観的な評価方

法で、そういう意味でやはり人が多いということは大変だ。

中国も嫌というほどそれを分かっているが、なかなか良い

対応策が見つからない。悩ましいところだと思う。 

3 つ目は全く違う理由で、Nature や Science などはやは

り民間企業であり、購入客がいて成り立っているというこ

と。要は、中国での販売数が急激に増えているので、発行

企業側が最近の言葉でいう「忖度」をするのは当然かもし

れない、つまり中国の研究者が出す論文を優遇する面があ

るのではないかということだ。名前を伏してお話すると、

中国でも有名なライフサイエンス系の先生が、論文誌

「Cell」に非常に奇妙なことがあったと言っていたことが

ある。デング熱の治験について同じ号に 2つの論文が出て

いたのだが、1つは米国を中心とした国際チームの研究論

文、もう 1つは中国を中心にした論文だった。それらの治

験の段階は全く異なり、片方は米国を中心に欧州まで含ん

だ国際的な患者を対象としたもの、もう 1つは広東省の中

だけの患者を対象としたものであった。その 2本が同時掲

載されていたというのだ。その先生はそれ以上何も言わな

かったが、要するにそこには忖度があり、中国の論文は明

らかにレベルが落ちるが、中国の購入市場を配慮して掲載

されたのではないか、つまり中国の論文は優遇されている

のではないかと私は思う。 

 

次に論文の引用数が多くなる理由だが、やはり中国では

数量で評価されるので引用数を稼がなければならず、仲間

内で引用し合う面があるのではないだろうか。総説の執筆

を好むのがいい例だ。総説といえば、非常に高名な大御所

がその分野を全体的に眺めて先々の方向性を指し示すも

のである。当然、大御所が書くべきものと私は認識してい

るが、驚くことに中国の若い人は堂々と総説を書きたがる。

何故か。あくまでも推測だが、総説ではたくさんの論文を

引用するため、他人の論文を引用することによって貸し借

りの関係ができる。今回は自分が引用するから今度はそっ

ちが引用してくれということになり、結果として論文の引

用数が多くなる。また、中国ではホットな分野に多くの人

が集まるから結果として引用数も増える。さらに、中国の

学会の活動は非常に活発だ。学会誌のインパクトファクト
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を高めるために引用し合うのではないかとも言われてい

る。 

 

これらのことから、論文数と引用回数の量が質の高さと

イコールではない可能性が伺えるが、これも私の独断と偏

見ではあるが、やはり中国には西洋流の科学がまだ十分、

根付いていないのではないかと思う。先ほどの繰り返しだ

が、数量的なデータを重視するのはやむを得ないところが

あり、やはり数の方に走ってしまう。2つ目は、まだ科学

技術の根が浅いということ。特に文革で相当傷めつけられ

て、1976 年に終わってからようやく本格に動き始めたの

で、その歴史はまだ 40 年と短く指導者もいない。やはり

まだ真理を追究する文化が育っていないのではないかと

感じる。論文数や被引用数は非常に多いが、日本や韓国の

研究者から見て、中国がまだキャッチアップ段階にあると

思われるのはこういう点にあるのではないか。 

 

以上を踏まえて見た時、中国の科学技術の優れた点は非

常に明確だと思う。1 つは圧倒的なエネルギーと自信だ。

実際に中国の研究者に会えば分かるが、彼らは本当にエネ

ルギーと自信に満ち溢れている。資金を持ち、いろいろな

成果があり、論文も増えているとなると、そのようになる

のかもしれない。次のステップのエネルギーにもなるので

良い兆候だと思う。目標も明確で、科学技術においては米

国に追いつき凌駕することを目指している。彼らの眼中に

は残念ながらもう日本は無い。 

2 つ目は豊富な研究資金だろう。ひと昔前までは日本と

中国の共同研究において、日本の方が相手の研究費の心配

をしていたが、むしろ今は中国の方が自分達の選んだ日本

側研究者にお金を出してもいいと思っている。非常に様変

わりしたと言えよう。機器・設備も最新鋭だ。例えばクラ

イオ電子顕微鏡という装置は数億円もするので日本には

滅多に導入されないが、中国科学院には 3台もあるという。

あるライフサイエンス系の先生が現地に行ったところ、1

台目は既に置かれていて、2 台目が丁度操作の研修中、3

台目は段ボールの中にあったという。これほど資金に差が

ある。この辺りは本にも書いたので是非お読みいただきた

い。 

 

 

3 点目は圧倒的なマンパワーだ。人間の数だけみても日

本の倍くらいいて、さらにそこに大学院生の力が加わる。

日本の場合、大学院生の力は限定的で、やはり論文を書く

のは第一線の研究者だ。しかし中国では研究費を大学院生

に一部渡し、彼らはそれを生活費にして論文を書いたり実

験したりする。非常に効率的だ。マンパワーの差は数字以

上のものがあるだろう。 

4 点目が国際的な繋がりである。中国は日本と違い、外

国で一度奉職するか研究をしていないと然るべきポスト

に就けないという慣例がある。どこの大学の教授でも科学

院の所長でも外国でのしっかりした経験を持っている。実

際、北京大学を卒業した 3分の 1の優秀な人は殆どが米国

に行き、3分の 1は就職し、残りの 3分の 1は大学院に進

む。大学院の中でも競争があり、ドクターを取った優秀な

人は米国へ行く。米国で何をするのかというと、Nature

とか Science とかになるべく早く論文を出して、また大学

院に戻って教授になる。それが彼らの出世双六だ。そうす

ると必然的に国際的な繋がりも大きくなる。これは非常に

貴重な財産だ。 

6 つ目の選択と集中、信賞必罰については先ほどお話し

たので割愛する。 

 

それでは中国の課題は何か。これはあくまでも私の個人

的意見としてお聞きいただきたい。 

一番大きな点は、やはり基礎研究やオリジナリティでは

欧米には及ばないということ。成果の出ない研究は、しよ

うとしないからだ。10 年かけて成果が出ないものをやっ

ても何の意味もない。最近はテニュア制度が導入されてい

るが、仮にそれが北京大学の先生だとしても論文が評価さ

れなければ非常に居辛くなる。日本では一旦、東大の先生

になれば、少なくとも現時点では定年まで全うできるが、

中国は違う。非常に息の長い、10 年経ったら成果が出る

かもしれないような研究はとても怖くてできない。これは

オリジナリティにも通じる。誰もやっていないがひょっと

したらできるかもしれない、でもできないかもしれない、

そういったことは余程のことでないとやらないし、むしろ

殆どやらない。そういう意味で基礎研究とオリジナリティ

ではどうしても欧米に勝てないという感じになる。 

 

２点目は最近、少し変わってきているところではあるが、

最新鋭の施設・装置の完成自体が目的化していて、それを

使った成果というところまで考えが行き届いていないよ

うに思う。典型的な例はスパコンだ。スパコンのスピード

では中国が世界第 1位を取っているが、それを何に使って

いるのかよく分からない。装置を作るだけでなく、装置を

使う前提で、使う人と作る人がキャッチボールをしながら

進めるという意識が足りないように思う。 

3 点目も非常に大きな問題だ。少なくとも中国ではイノ

ベーションや実用化という意味でまだたいしたものは起

こっていない。今の中国の経済や企業は、基本的には先進

国が開発した技術をいかに安く上手に使うかということ
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と、いかにそれを大きな市場で売っていくかということで

発展してきた。勿論、それはそれで立派なことだが、それ

だけではイノベーションは起こらない。敗者の山の中から

かろうじて生き残ったものがイノベーションになる。それ

はシリコンバレーだろうが欧州だろうが日本であろうが

皆、同じだ。技術開発の殆どは途中までうまくいっても失

敗するのが殆どで、その中で生き残ったものだけが後々の

技術になる。ところがこれまでの中国は、最終的に製品化

された技術だけを見てきた。もちろん改良はするが、それ

は本質的なところではない。そういった経験の無さでこれ

から苦しむことになるかもしれない。 

4 点目は先ほどの裏返しで、信賞必罰でも勿論いいのだ

が、やはりどうしても近視眼的になってしまうということ

だ。これが上の 3点にも関係してくるのではないだろうか。 

 

 
 

さて、ここにきて留意すべき点がある。1つは量が質を

凌駕するのではないかということだ。この表現が正しいか

どうかは別の議論として、私は中国に行くとどうしてもそ

う感じてしまう時がある。あまりにも中国が大きく、あま

りにも人が多いからだ。ひょっとしたら質が量によって屈

服されられるようなことが起きる可能性があるのではな

いか。例えば高鉄、日本で言う新幹線だが、高鉄の設置距

離はもう少しで日本の 10 倍になる。昔は中国の土木建設

技術、橋梁をつくるとかトンネルを掘るという技術、はた

いしたことはないと認識されていた。しかしあれだけ短期

間で大量に高鉄をつくっていれば、否が応でもその経験は

積み重なっていく。土木技術にしても格段の進歩をしてい

るに違いない。最終的なトータルのところで見れば、ひょ

っとしたら質だの量だのと言っていられないほど力を付

けていくのではないか。もう一つの例はビッグデータだ。

最近の中国は現金社会ではない。勿論、旅行者にとっては

現金社会だが、普通にいる人たちはスマホで決済をしてい

る。つまり、そういったデータが全部どこかに収集されて

いるということだ。現在は、個人の信用情報とリンクされ

ているが、もし、これが科学技術関係とリンクしたら何が

起こるか分からない。ひょっとしたらとんでもなく良いこ

とが起こる可能性だってある。例えば医療情報はまさに統

計の世界に入ってきている。中国のライフサイエンスが強

い弱いという議論を飛び越えたところに進んでいくこと

も有り得る話だ。そういう意味で、別の世界で別のことが

起こる可能性の一つとして「質が量を凌駕する」と書かせ

てもらった。 

 

留意すべき点の 2つ目も、最近、中国で目立って起こっ

ていることだ。国際的な企業の買収である。最近の例で特

に欧州にとって衝撃的だったのはドイツの KUKA の買収だ。

KUKA はハイテクロボットの会社で、ドイツが力を入れて

進めている「インダストリー4.0」の中核会社の一つとさ

れていた。それを中国の会社が買収して大騒ぎになったの

だ。ドイツは必死になってこれを止めようとしたが、審査

が通ってしまい、結果的に買収を止められなかった。その

後、危機を感じたフランスなど欧州の主要国は、中国企業

による買収を阻止すべく EU の規則を変えようとしている

という話がある。一方、東ヨーロッパの国々は「一帯一路」

で非常に中国と近い関係にあるため、東ヨーロッパの国が

中国の肩を持つような格好で企業買収の基準作成がなか

なかうまく進まないという話もある。KUKA を買った会社

がロボット技術の全体を俯瞰して買収したかというと、そ

こは極めて疑問だ。実は単なるビジネスで、KUKA が非常

に良い会社だから買ったという可能性が高い。しかし将来

的には、自分たちの抜けている部分を埋めるために先進国

のこういう会社を買って世界を席巻しようと考えて買収

することは十分あり得る。国の論文だけを一生懸命見てい

ても、とんでもないことを見落とす可能性があるのではな

いだろうか。 

 

3 つ目は、国際的な関係の深化である。先ほど話した通

り、中国は国際的な繋がりを非常に大事にしていて、学生

時代、大学院時代、ポスドク時代あるいは研究所に入って

からも米国や欧州、日本と交流を持っている。100 人計画

で日本に来た優秀な人たちを大挙して中国に戻し、彼らを

教授や所長のポストに就けてもいる。最近では千人計画と

いうものを始めている。実はこれは私にとって、ある意味、

衝撃的だった。そういうのも、諸外国に送り出した人たち

の中には思想信条の問題や家族の問題で中国に帰りたく

ない人、帰れない人というのがいる。ところが、例えば米

国のスタンフォード大学での身分を持ったまま清華大学

の先生として学生を指導するというようなことができる

ようになったのだ。つまり、米国に残っている中国系の良

い研究者を無理やり戻さなくても、中国国内での士研究指

導や研究者育成をお願いできる。両者にとって非常に良い

ことだ。中国に帰らなくても研究費を貰え、学生もたくさ

んいるからマンパワーも得られる。両方で同時に研究が進

むのだ。この恩恵を受けて、今後、非常に画期的なことが

起こるかもしれない。中国のノーベル賞受賞者はまだ屠 

呦呦先生だけだが、米国に来た中国系の人で米国に残って

いるノーベル賞クラスの研究者は結構多くいる。そういう

人たちと繋がり続けることで加速度的に進んでいくこと

があるかもしれない。 

他にもそういう点があるかもしれないが、中国に対して

は良い悪いというのとは別の観点で見ていかないと、とん

でもない分析間違いになる可能性がある。そう考えて 3

つの留意点とした。 
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最後に“自戒も込めて”というのは、自分に言い聞かせ

てという意味だが、やはりとにかく中国は大きく、人がた

くさんいる。中国に行って一番驚くのはその大きさだ。建

物でも装置でもその大きさに圧倒される。ただこれに驚い

ていてはいけない。以前、中国に行って中国の大きさに本

当に驚いたと慶應大学の薬師寺先生に話したら、技術を持

った征服民族は常にそうするのだと笑われたことがある。

彼らは大きなものをドンと見せて未開の民族を圧倒する、

お前は未開の民族だと。水道橋や城壁などといった土木工

事の技術を見せつけて周辺の住民を屈服させていった古

代ローマと同じだということだ。実際に中国に行けばそう

いう感じになると思う。そこでこの言葉、「中国を恐れて

はならないし、逆に侮ってはならない」が出てくる。 

日本と中国は紀元丁度くらいの漢委奴国王を始まりと

して、唐に攻め滅ぼされるという恐怖心から大化の改新を

やり、ようやく日本の体制を確立していったのだと私は思

っている。そういう意味で中国は我々にとって常に大国だ

った。そんな大国である中国を、大国であるけれども対等

にしようと思う心が我々の遺伝子に沁みついていると思

う。そういう意味で私は常に、中国を恐れてはならない、

また逆に侮ってはならないと、自戒を込めて思っている。 

それではどうするべきか。やはり出来るだけ客観的見地

から中国の状況を把握・理解して、対等な関係－我々から

見て対等な関係というのはやはり協力と競争だと思うが、

対等な関係で付き合っていくよう努力するべきではない

かと思う。 

話はここまでとして、後は質問に答える形にしたい。 

 

【質疑･応答】 

（伊藤副センター長） 

ありがとうございました。今日の話は少し辛口だったが、

丁度中和をされるような形で、中国の科学技術を客観的に

ご覧いただければと思う。それではフロアからご質問やご

意見を伺いたい。 

 

（フロア） 

イノベーションや科学技術においては、確かに数量や資

金の膨大さも重要だが、それ以上に個人の資質が重要だと

思う。高齢化や環境、安全というような、社会的利用に繋

がるいわゆる社会科学の分野こそイノベーションの根源

だと思うが、どうもそれが中国の科学技術の発展と結びつ

いているようには見えない。つまり、中国の科学技術の発

展は、従来科学の部分に限られた成功なのではないか。 

また、中国は「一帯一路」という素晴らしい大きなプロ

ジェクトを出しているが、キーとなるインフラ整備の確か

なビジョンが欠乏しているように思う。例えば日本で田中

角栄元総理が日本改造計画をやった時は、新幹線や高速鉄

道を相当増やすことで郊外や過疎地を活性化させていこ

うという明確なビジョンがあった。「一帯一路」はまさに

こういったビジョンをつくりだす大きなきっかけになる

と思うのだが、単に「一帯一路」に乗せてアジアや中東や

欧州に「人・モノ・金」を流通させるということが目的化

していて、その地域の人々の生活の質をいかに向上させる

かという観点がないように思う。いかがだろうか。 

 

（林） 

興味深い指摘だが、これまで日本が上手くやってきてい

たかというと必ずしもそうではない。やはり科学技術だけ

の流れではなく、安全や高齢化も含めて、社会科学、人文

科学的な知恵を取り入れてしっかりやらなくてはならな

い。中国の科学技術には先ほど言ったような空白の 10 年

があり、なかなかそこまでいかなかった事情がある。共産

党の生命線は経済発展によっている面もあるので、そうい

う意味ではやはり経済発展を中心にしてきた。日本の高度

成長期もそうだった。中国はこれからだと思う。日本が先

にやっているという見方ではなく、日本も同じ悩みを持つ

者として一緒にやっていかなければいけないのではない

だろうか。そう考えると、むしろ中国には 4,000 年の歴史

があるのでいろいろな知恵が出てくるかもしれない。環境

問題もそうだが、特に高齢化問題では日本より先にいく可

能性がある。 

「一帯一路」についてはおっしゃるような面もあると思

うが、やはり中国の中で西は遅れた地域だ。東の沿岸部が

中心になって発展したので、遅れた分だけリソースを内陸

部に移そうという面もあると思う。ただ、インフラ中心で

あることは間違いない。そこをどうしていくか。私が心配

しているのは膨大にかかる資金の調達だ。借金でやるかど

うかという問題もあると思う。日本はどう対応していくの

かという辺りも含めて考えていかなければいけない。 

 

（フロア） 

中国の理数系教育は非常に充実している。国際数学オリ

ンピックでも常に米国と１位を争うし、米国チームの中に

は中国系の選手もたくさんいるので、日本は全く及ばない

状態に見える。日本はかつての徳川時代は世界で最も数学

が栄えた国で、町人レベルも優秀だった。しかし、最近で

は分数の計算ができないような人が総理候補になるよう

に、数学が出来ない方が人として優れているような皮肉的

な面がある。方や中国の共産党幹部の数学能力は非常に高

い。日本でいう文化系の学部でも、理学部工学部で習う可

変数の微分・積分が一緒になっている。つまり高校までの

数学の教育水準が高いということだ。そういう蓄積がある

以上、今後、日本が中国と科学面で競争できるのは今の世

代がぎりぎりで、将来の世代を考えると絶望的ではないか

と思う。中国は国際数学オリンピックや物理学オリンピッ

クの殆どで圧勝している。あの人材力を考えると、10年、

20 年、30 年後と、将来、ノーベル賞が中国人に独占され

ても不思議ではない。その辺りをどのようにお考えだろう

か。 

 

（林） 
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教育面において、何をもって数学のレベルを評価するか

という話がある。今、例に出された数学オリンピックのメ

ダルの数も一つの方法だが、普段よく使われているのは学

力試験だ。数学オリンピックにはいろいろ議論があって、

日本は確かに中国に比べると非常に弱いが、それは何故か

というと、中国の場合はまず人がたくさんいる。それこそ

日本の 10 倍いるから良い学生もそれだけたくさんいる。

そこからさらにセレクトして徹底的に鍛え直し、その上で

数学オリンピックに出すから非常に強い。日本も JST でや

ってはいるが、いかんせんベースとなる人の数が違う。し

かしそれは、あくまでも本当に一部の生徒の話だ。何故な

ら、毎年、数学オリンピックに出るのは数人ずつしかいな

いからだ。教育の質という意味では、やはりどれだけ学力

試験の結果が良いか悪いかという話になる。それなら学力

試験の結果はどうかというと、やはり中国は良い。私が数

年前に調べたところ、上海の中学の試験結果は非常に高か

った。しかしこれにも理由があり、セレクトしたところだ

けを集めて試験しているのではないかという議論がある。

本当のところは分からないが試験でみる学力結果が高い

のは事実だ。香港も高い。しかし日本が低いというわけで

はなく、東アジア－日本と韓国、香港、上海が非常に高い

という結果だ。だから私は全く悲観していないし、数学が

できない方が日本で偉くなるとも思わない。ごく一部の政

治家がそうだっただけで、日本も大学に入る時は数学の試

験をする。むしろ、数学が劣っているということで問題に

なっているのは米国だ。米国の大学システムでは学生があ

まり理工・理数系にいかないため、クリントン時代から

STEM（Science and Technology, Engineering, Mathematics）

教育を頑張ろうと一生懸命やっているがなかなか進まな

い。日本は決して完璧ではないがそれほど酷い状況ではな

いと思う。ただ、中国がもの凄く頑張っていることは間違

いない。 

 

（フロア） 

 世界最大の研究機関である中国科学院のポテンシャル

を日本企業も活用する術はないだろうか。日本企業との共

同研究の実績や共同研究に適する分野などがあれば教え

ていただきたい。 

 

（林） 

中国は割とオープンで、大体どの分野についても研究し

ているし、技術を特定すれば、その分野のどの研究所でも

すぐに論文が出てくる。相手国の選り好みもないし、やる

時はきちんとお金を出す。だから可能性は非常に高いと思

う。しかし結果がどうなるかは別の話で、言葉は悪いが技

術を盗られる可能性もある。しかしこれは中国だからとい

うわけではない。世界で他国の研究機関と協力するという

ことは、そういうことだ。それも考慮した上でやらなくて

はいけない。ポテンシャルは非常に高いと思うが、一方で

知財関係は緩いところがあるので、そこはしっかりしない

といけない。欧米の人達も知財の点は気を付けて対応する

べきだと言っている。ただ中国の人はとてもよく働くので、

そこに遜色はない。 

 

（伊藤副センター長） 

我々中国総合研究交流センターもそういったパイプ役

をしていて、中国科学院と日本の大学や企業を繋ぐことが

ある。具体的な分野やアイデアがあれば繋げられる可能性

がある。 

 

（フロア） 

中国の研究費が膨らむ一方で、日本の研究費や教育費は

悲惨な状態にある。不正問題も研究費を確保するために起

こっている。日本政府はこれをどのように認識し、どう改

善しようとしているのか。 

 

（林） 

日本の研究費が危機的状況にあることは皆が知ってい

るところであるが如何ともし難い状況だ。中国の経済成長

率は最近落ちたというものの 6％あり、しかし日本は１％

もない。加速度的に高齢化が進む中、科学技術だけを例外

扱いして 10％に伸ばせるかというと、やはりそれは無理

な話だ。伸ばす努力はしているものの、なかなか増えない

となると、後はどう有効に使うかということになる。今は

その方向で議論していると思う。 

 

（フロア） 

私たちにはそういうことが伝わってこない。国民に実態

を知らせることが大事ではないか。 

 

（林） 

その通りだと思う。 

 

【閉会】 

（伊藤副センター長） 

本日は中国の科学技術の強みと弱みというところまで、

深く分析に基づいた話を披露いただいた。改めて拍手を。

これにて閉会する。 

 

               （了） 
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2．講演資料 
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