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■ 研究会開催報告 ■ 

「第４次産業革命にかかる中国の政策、IT 技術・知財動向の現状と未来」 

 

日 時：2018 年 2 月 16 日（金）15：00～17：00 

場 所：JST 東京本部別館 １F ホール 

 

 

 

 

【講演概要】 

 2015 年、中国政府は「中国製造 2025」と「インターネット・プラス」の２大政策を打ち出し、AI、IoT、

ビックデータ等の各種 IT 技術と製造業の融合を図り、世界における第４次産業革命をリードしていく国家に

なろうとしている。  

 中国と比較した場合の日本の強みは、各種製造業におけるモノ作りの過程で長年積み上げてきたノウハウ

とビックデータであり、今後、こうした強みと中国の発展した IT 技術が本格的に掛合わさると、革新的なイ

ノベーションを起こして行ける可能性があるが、日本は今後、どのように中国と向き合っていくべきか？  

中国在住 10 年程度、一貫して、日中間の知的財産権取引をサポートしてきた経験を踏まえて、中国最新の政

策動向、IT 技術・知財の現状と未来を概説する。 

 

 

【講師紹介】 

分部 悠介（わけべ ゆうすけ）氏：  

IP FORWARD グループ グループ総代表・CEO 

［略歴］ 

日本国弁護士（登録番号：31050）・弁理士（登録番号：19385）  

東京大学在学中 1999 年司法試験合格、2000 年同大学経済学部卒業。  

03 年弁護士登録。同年、日本最大級の総合企業法務弁護士事務所の長島・大野・常

松法律事務所に入所し、企業法務、知財法務全般に関与。  

06 年から 09 年まで、経済産業省模倣品対策・通商室に出向し、初代模倣対策専門

官弁護士として、中国、インド、東南アジア、中近東諸国の知的財産権法制度の調

査・分析、関係各国政府との協議、権 利者企業からの知的財産権侵害被害に係る相

談対応などを担当。  

09 年に渡中後、知財専門の弁護士事務所での勤務を経て、IP FORWARD グループ

を創設し、知的財産権取引・保護を中心にサポート。 
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1．講演録 

【開会】 

（伊藤副センター長） 

 これより JST中国総合研究交流センター 第 114回研究

会を開催する。本日は IP FORWARD 総代表 分部悠介さん

から、「第 4次産業革命にかかる中国の政策、IT技術、知

財動向の現状と未来」と題してご講演をいただく。分部先

生のご経歴はお手元の資料にあるので割愛させていただ

くが、大学をご卒業後、弁護士事務所に所属され、企業の

法務、特に知的財産関係に携わってこられた。とりわけ発

展途上国の知財問題に精通され、2006年から 2009年まで、

初代の模倣対策専門弁護士として経済産業省の模倣品対

策・通商室に出向されていた。弁護活動の傍ら IP FORWARD

グループを創設され、現在は代表として活躍されている。 

本日のタイトルに「第 4 次産業革命」とあるが、まさに

ドイツの「インダストリー4.0」、あるいは我が国の

「Society5.0」というように、情報技術あるいは産業の自

動化等々、先端的な技術革新によって、今まさに新しい時

代を迎えようとしている。その流れの中、世界はいろいろ

な形で競争をしているが、大きなアクターの一つが中国だ。

今日はその知的財産の動向について、ご専門の分部先生か

ら分析をいただき、政策や企業の動向を含めた現状と未来

について幅広いお話をいただく。 

 

【講演】 

 皆さん、こんにちは。ただいまご紹介にあずかりました

IP FORWARD の分部と申します。 

 本日はこのような栄えある場で、中国の第 4 次産業革命

に対する政策と知的財産、技術の動向についてお話させて

いただくことを嬉しく思う。中国の現状を皆さまにお伝え

していきたい。 

 

 先ほどご紹介いただいた通り、私は今、IP FORWARD と

いう法律事務所と知的財産のコンサルティング会社をや

っている。中国に関わり始めて 15 年くらいになるが、10

年程前から中国に来て、上海を拠点に、主に日本企業の知

的財産を中国で展開する手伝いをさせてもらっている。以

前は日本で中国法や知的財産法の弁護士をしていたが、知

財立国ということが提唱されているときに、日本の知的財

産を特に中国で守っていこうということで模倣品海賊版

対策室という部門が経済産業省の中にでき、縁あってそこ

に出向した。出向期間中は中国の知財法を研究し、日本企

業の被害現状を把握して、政府間の交渉事をしていた。そ

の後、10 年前から中国に渡って日本企業の知財保護の仕

事をさせてもらっている。これまで、中国知的財産といえ

ば侵害の話が殆どだった。だが、今回のテーマはむしろ中

国の技術発展－日本の中で中国というと、どうしても模倣

品や侵害という話が先行しがちだが、実は中国の技術はど

んどん先をいっている。現地にいる立場から、最新の状況

を少しでもお伝えできればと思う。 

 

 さて、講演タイトルの「第 4 次産業革命」だが、第 1

次産業革命を蒸気機関による工業化、第 2次産業革命を電

力による大量生産、第 3次産業革命を情報通信技術革命と

するならば、第 4 次産業革命は IoT、ビッグデータ、AI、

ロボットなどの技術革新とそれに伴う生産活動の革新と

定義しておきたい。これは経産省の資料の抜粋だが、急速

な技術革新により、大量のデータの取得・分析・実行が新

たに可能になるとしている。IoT を通じていろいろなとこ

ろからデータが取れるようになり、集まった大量のデータ

を AI が読み込んで分析し、それをロボットが自動化して

実行フェーズに移していく。このサイクルによって中国で

もまさに今、新しいサービスが生み出されているところだ。 

 

中国政府は非常にパワフルだ。いろいろな政策をつくっ

ては、先頭を切ってどんどんやっていく。やはり政府の動

きは第 4 次産業革命の動向を考える上で欠かせないポイ

ントになる。中国の GDPの成長率のグラフを見ると、非常

に高い水準で推移、増加している。5 か年計画における経

済発展においても第 4 次産業革命は大きなテーマになっ

ていて、中国政府はこれをいろいろな政策の中で謳ってい

る。 

 

第 4 次産業革命に関連する政策発表を表にまとめた。

IoTや AI、ビッグデータに関して、中国政府はこの 10年、

いろいろな政策を出している。2009 年に当時の温家宝首

相が IoT について言及し、2010 年に国務院で「戦略的進

行産業」の 1 つとして IoT を位置づけ、2011 年からは工

業信息下部という情報産業を統括する部門で「IoT 第 12

次五か年計画」を発表した。例えば知的財産についても「知

的財産五か年計画」というように、中国では特に重要な政

策自体についての５か年計画を発表し、実施していく。 

第 4 次産業革命の一番の中核となるのは 2015 年に発表

された 2 つの政策－国務院が出した「中国製造 2025」と

「インターネット・プラス」だ。「中国製造 2025」は中国

を製造強国にしていこう、製造能力をもっと高めていこう

という政策で、「インターネット・プラス」はその名の通

り、インターネットにプラスして産業を発展させていくと

いうものだ。インターネットを中心とした産業発展と製造

業の発展をうまくリンケージさせながら国力を上げてい

こうという発想である。この 2つの政策を基軸として、第

4 次産業革命回りの政策－「インターネット・プラス行動

の積極的推進に関する指導意見」や「インターネット・プ

ラス行動計画」、「ビッグデータ発展促進行動要綱」、「ロボ

ット産業発展計画」などが出されている。中国の場合、“何

年までに何をする”と年数を区切った上で、金額や数値目

標を明確にし、何が何でも達成するとしながら進んでいく。

また、中国は政府の指導力が強いので、産業界がきちんと

やるよう、2016 年に「工業インターネット産業連盟」を

設立した。さらに、「中国製造 2025」のモデル地区もつく

ろうとしている。 
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「中国製造 2025」では、建国 100周年となる 2049年ま

でに、世界の製造大国としての地位を築くことを目標とし

ている。この背景の 1つに、全世界の製造産業構造におけ

る重大な変化－特に情報技術と IT の進化により製造業も

変化しようとしているという問題意識がある。2つ目は経

済環境の変化で、人件費がどんどん高騰し、投資・輸出が

伸び悩む中で、製造強国となっていくためには中国も変わ

っていかなくてはいけないという意識がある。そして 3

つ目として、やはり、いろいろな製品の開発能力や品質、

製造の効率化のところで先進国との差が未だ大きい。それ

らのことが課題として認識されている。 

 

製造強国となるために政府が出した基本方針の 1 つが

イノベーション、2 つ目が品質優先、3 つ目が環境へ配慮

した発展、4 つ目が産業構造の最適化、5 つ目が人材育成

である。目標は 3 段階に分けられており、2025 年までに

製造強国の仲間入りを果たし、2035 年に製造強国の中等

水準までいき、第 3 段階の建国 100 周年となる 2049 年に

は総合的な実力で世界の製造強国の先頭グル―プに立つ

としている。そして、特に力を入れるという重点産業が

10 分野、挙げられている。1 つが次世代情報技術で、まさ

に AI やビッグデータ、IoT という分野だ。これらは製造

業発展の重要なキーになるということで、「中国製造 2025」

の中でも掲げられている。2 つ目が高度なデジタル制御の

工作機械・ロボット。中国政府が今、非常に力を入れてい

る分野だ。続いて航空・宇宙設備、海洋エンジニアリング・

高技術船舶、先端鉄道設備と続く。高速鉄道は重要な移動

手段ということで、今、いろいろなところで新幹線が建設

されている。6番目が省エネ・新エネ自動車。中国では電

気自動車の普及が非常に速い。そして、電力設備、農業機

械、新材料、バイオ・高性能医療機器と続いている。 

 

「製造業とインターネットの融合発展の深化に関する

指導的意見」では、IT 分野と製造業をしっかり融合させ

て発展させていこうということが基本理念として謳われ

ている。ビッグデータと知能化製造を推進し、製造工程に

おけるビッグデータを集めて、より効率的な製造プロセス

を実現するという発想だ。2018 年までに製造重点産業の

中核企業においてインターネットプラットフォームの普

及率を 80％にするという目標が挙げられている。製造業

のデジタル化、ネットワーク化、インテリジェンス化にお

いて成果を上げ、2025 年までに製造業とインターネット

を融合させた革新的な体系を実現するとしている。 

 

去年、「中国製造 2025」のモデル地区をつくろうという

話が出た。政策をきちんと実現している地域をモデル地区

に指定して、制度改革や減税措置、土地の提供や人材育成

を行うというものだ。申請が認められればモデル地区とし

ての特別措置を受けることができる。モデル地区を中心に、

「中国製造 2025」をどんどん発展、推進させていくとい

う狙いだろう。 

 

第 4 次産業革命に係るもう一つの大きな政策として、

「インターネット・プラス」がある。モバイルインターネ

ット、クラウドコンピュータ、IoTなどを現代製造業と融

合させて発展を促し、中国のインターネット企業を国際市

場の開拓・拡大へ導くことを目標にしている。中国では

Facebookや Google、Youtubeなどを見ることはできない。

そこで中国版 Facebook や中国版 Google、中国版 Youtube

といったものが生まれてくる。中国は人口が 13 億人と非

常に多いので、国内だけでも市場は大きい。まず、中で育

てて力をつけてから外へ出していくという戦略が、今のと

ころはうまく機能しているようだ。現在、中国のインター

ネット普及率は 60％くらいで、かつ中国の場合は PCでは

なくスマホなどのモバイルユーザが 95％以上となってい

る。そこで、「インターネット・プラス」では、モバイル

インターネットをさらに普及させ、クラウド上でのデータ

管理やデータ分析を加速し、ビッグデータ、IoTの製造業

への結合によって中国のインターネット企業を世界の市

場へ導いていくとしている。 

「インターネット・プラス」では 11 の重点分野が掲げ

られている。起業・イノベーション、共同製造、農業との

融合、スマートエネルギー、金融包摂、公共サービス。中

国版 LINE といわれる“WeChat”というメッセンジャーア

プリがあるが、こういったところで公共サービスの支払い

や申し込みができるようになり便利になった。7番目が高

効率物流だ。中国では eコマースが非常に盛んで、田舎の

方でもインターネット上で買い物をすれば物が届くとい

うような、非常に広大かつ緻密な物流網が構築されている。

それをさらに発展させていくということと、通信販売、便

利な交通。これも後ほど紹介するが、タクシーを呼ぶアプ

リやシェア自転車のアプリというところで実現されてい

る。それからグリーンエコロジーと人口知能である AI。

AI は今、政府が非常に力を入れている分野だ。 

 

「「インターネット・プラス」行動の積極的推進に関す

る指導意見」では、特に AI のためのデータベースを構築
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するとしている。特に力を入れるとする 6 つの分野があり、

いろいろなデータベースが構築されようとしている。中国

の AI 企業は米国に追いつきそうな勢いで急成長している

が、読み込ませるデータが無ければ意味がないので、今は

データを集めてデータベース化し、AI の発展に寄与させ

ようとしている。 

「「インターネット・プラス」行動計画」では 2015 年か

ら 2018 年までの具体的な行動指針が示されている。2018

年までにインターネットと製造業の融合をさらに深化さ

せ、製造業のデジタル化・ネットワーク化・スマート化の

水準を大幅に引き上げることが目標だ。情報化・工業化融

合管理体制と基準の制定、スマート製造の育成・普及、新

型生産モデルの育成、システムソリューションプラン能力

の向上、零細企業の創業・革新・育成の支援、ネットイン

フラのアップグレード、情報技術産業への支援能力の向上

ということが掲げられ、この 3年間にもいろいろな施策が

打たれている。一方、実際に民間企業が動かなければ何も

始まらないということで、製造業の大きな企業やインター

ネット企業 143 社を集めて、「工業インターネット産業連

盟」をつくった。中国の大手製造業と有名 IT 企業が組ん

で政策をどんどん進めようとしている。例えば、工作機械

の最大手である三一重工とアリババといった具合だ。 

 

さて、ここからは IT分野ごとの政策を紹介する。 

まずは IoT、物のインターネットと言われる分野だ。

2016 年に出た第 13 次五か年計画では、IoT 市場規模の倍

増、政府の支援強化、5G 通信の適用、ビッグデータ、ク

ラウドコンピューティングのさらなる活用ということが

掲げられている。市場規模も直近では 40 兆億元と右肩上

がりに上がっている。 

 

ビッグデータに関しては、「ビッグデータ発展促進行動

要綱」という政策があり、2020 年までの目標が掲げられ

ている。主に資源、技術、応用分野に分かれていて、資源

のところではデータの取り扱いに関する政策、例えば政府

が持っている行政に関するビッグデータの民間公開が

徐々に進められている。2020 年までに完全公開を行うと

いうことで、各行政部門が持っているデータをきちんと共

有できるシステムを作るということだ。これに関して言う

と、例えば最高裁判所が出した統計では、訴訟で負けても

お金を払わない人が 7 割くらいいて、判決の執行率を上げ

ていくことが重視されている。初めのうちはお金を払わな

い企業名や個人名を最高裁判所の HP 上に晒していたが、

誰もそのサイトを見ないためあまり効果がなかった。とこ

ろが今では中国の検索サイトに名前を入れると、“この人

はお金を払っていないので要注意”というようなことが表

示されたり、飛行機や新幹線に乗れなかったり、ホテルに

泊まれなかったりと、行政機関同士のデータの共有・連携

が急速に進み、制裁的な面が強くなってきている。裁判所

のブラックリスト情報が他の行政機関に共有されて社会

的な不利益を被るようなシステムとなり、今では強制執行

される前にお金を払うというように企業の行動も変わっ

てきた。そういう意味で、資源となるデータを公開、共有

していくということだ。 

技術としては、ビッグデータ関連の国家プロジェクトや

基金を 2020 年までに設立するとしている。 

収集したビッグデータの応用体系については主に 4 つ

の分野が掲げられている。1 つはマクロ政策の実施におい

てビッグデータを政策立案に役立てようという分野、2 つ

目は実際の工場の自動化や製造プロセスの効率化におい

てビッグデータを活用するというもの、3つ目が電子商取

引におけるビッグデータの応用だ。日本ではコンビニやス

ーパーが非常に充実しているので Yahoo ショッピングや

楽天を利用したことが無い人もいるかもしれないが、中国

の場合、小売店舗が発展する前にインターネット店舗が発

展したため、電子商取引の普及率が非常に高く、殆どの人

が eコマースを利用している。誰がいつ何を買ったかとい

う膨大なビッグデータが集積されているので、それをマー

ケティング活用に生かし、さらには政府の市場管理監督に

も活用しようとしている。例えば、違法な物品がインター

ネットに流通しないようにということも想定されている。

そして 4 つ目にシステムセキュリティの強化が掲げられ

ている。 

 

ビッグデータの市場規模もどんどん伸びていて、直近で

は 168億元、年率 30％以上の成長率を維持している。「中

国ビッグデータ発展調査報告書」には地域別ランキングな

どいろいろな情報が載っているが、昔は非常に貧しかった

内陸部の貴州が 7位にランクされ、今ではビッグデータの

モデル都市のようになっている。 

 

この表は、どういう企業がどういう分野でビッグデータ

をやっているかをまとめたものだ。データを収集して一般

企業に公開し、それを活用してもらいながらビッグデータ

の集め方を改善していくが、中には金銭的に価値の高いビ

ッグデータも存在する。貴州の省都に置かれた「貴陽ビッ

グデータ取引所」を起点に AI ビッグデータ産業を育てて

いくということで、マイクロソフトやオラクルといった欧

米の IT 企業、ソニーなどが貴州に支店をつくったり研究

施設をつくったりしている。 

ビッグデータのデータ処理関係については、有名なとこ

ろではアリババ金融サービスがある。消費行動のデータを

効率的に処理して他のサービスに繋げていくというもの

で、アリババが非常に強いところだ。技術関係は Huawai

のようなハードウェアメーカーが得意としている。 

 

ロボットに関しては、2016年から 2020 年までの計画を

定めた「ロボット産業発展計画」が出ていて、工業用ロボ

ットとサービスロボット、特殊ロボットで深度学習を促進

していくことが掲げられている。直近のロボット市場規模

は 63 億ドルで企業は長江デルタ地域に多い。 

産業ロボットは「中国製造 2025」を実現するうえで非
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常に重要なロボットだ。人件費が上昇し続ける中、製造工

程の自動化、効率化といったところで産業ロボットの活用

は欠かせない。減速機やサーボ制御などの基礎部品分野の

技術難題を乗り越えて、国産化を加速し、応用分野を拡大

させていくことが謳われている。 

我々の事務所でも特許訴訟の取り扱いが増えている。フ

ァクトリーオートメーションに関するところは高い技術

が求められるところで、以前は中国企業がそういう分野に

出てくるとは想定されていなかったが、今では日本の先端

企業の特許を侵害するというレベルまできている。ここは

日本企業が強い分野だったが、中国企業の追い上げがすご

い。製造業ではまだ日本企業の方に優位性があるが、IT

では上を行き始めているし、こういう分野でもどんどん追

い立てられている印象がある。 

サービス市場ロボットの分野ではスマート技術・ベンチ

ャー企業の進歩ということで、言葉の分かるロボットが店

舗の従業員的なことをしたり、レストランの店員のような

ことをしたりしている。やはりこの辺は中国は強い。 

特殊ロボットでは爆発物処理や深海探査分野などの核

心的技術が向上している。 

 

AI に関しては、2018 年までに人工知能におけるグロー

バル先進企業を育成し、1,000億元級の市場を構築すると

いう数値目標が出されていたが、去年の 7月に、次の目標

として 2030年までに 1兆元にするという数字が出された。

あと 10年ちょっとで 10倍規模を目指すという。スマート

ホーム、自動運転、ドローン、監視カメラを重点化し、国

家予算によるサポートとベンチャーキャピタル投資を推

進するとしている。知的財産も保護し、人材育成、国際協

力もサポートするということだ。10 年程前まで中国は知

的財産の侵害大国で、政府の保護に対する取り組みも遅々

とした印象だったが、最近は中国企業の発展のために知的

財産を保護していくという方向になっている。産業を育て

るためには知財保護、中国経済の保護をしていかないとい

けないという意味合いだ。決して外国企業のための保護で

はない。 

 

これは AI 関連企業の市場規模、新規投資金額のデータ

だ。2013 年からどんどん投資が増えている。AI について

は、「中国 AI 投資市場研究報告書」のデータが一番まとま

っていると思うが、その中では分野が大きく 3つに分けら

れている。1つは“基礎層”としてのハードウェア回りに

関する層、“技術層”は AI自体の技術に関する技術－言語

処理技術やスマート音声技術という分野、“応用層”は実

際にサービスで使っていくところだ。AI を使ったサービ

スをどのようにやっていくかというところで、金融、医療、

セキュリティといったところがメジャーな分野として掲

げられている。実際、投資金額や企業数もこの辺に多い。 

分野別の投資金額を見ると、2013 年、2014年は技術層、

基礎層への投資が多かったが、最近は基礎も技術も出来上

がってきたということで、いよいよ AI をサービスに展開

するフェーズに入り、応用層への投資が急速に伸びている。 

 

AI に関する論文数がここ最近、急激に伸びてきて、米

国の論文数に匹敵するようになってきたと言われるよう

になったが、中国内の AI 企業としてよく知られていると

ころでは、清華大学や北京大学、南京大学、企業では百度

（Baidu）、欧米のマイクロソフト、Qihu360 だろう。

Qihu360は大手のソフト企業だ。 

 

さて、次は知的財産の面から、第 4次産業革命の動きを

補足していきたい。 

「国家中長期科学技術計画」では、GDP の伸びより研究

開発支出額の伸びを高くすることが謳われている。実際に

このグラフを見ても、中国は 2000年以降にグッと伸びて、

日本を超えるほどになっていることが分かる。特許の出願

件数では 2016年に 130万件もの特許が出願された。 

私が知る限り一番古い知財に関する基本政策は、2006

年の第 11 次五か年計画における知財計画だ。研究開発に

よって自らの知財を生み出せる自主創新をはかろうとい

うもので、まだ 12年しか経っていないが、その 12年の間

に知的財産の五か年計画や特許の五か年計画など、いろい

ろなものが出てきて実際に伸び始めている。中国では実用

新案権が非常に活用されている。日本では、実用新案権が

企業活動の中で活用されることは少ないが、中国の場合、

これを取りやすくしていった。何故なら中国は、まず量を

増やそうとする。特許と実用新案権をどんどん増やして、

何年には何件にしようという風にやる。だが、審査をきち

んとしないのでまだレベルが低く、今は低質な実用新案権

を提出させないようにして、より高度な特許出願を促しな

がら質を上げていこうとしている。 

 

 第 4 次産業革命回りの IT 関係分野－IoT やビッグデー

タ、AI に関連する特許の出願件数を挙げてみた。近年、

この分野の特許出願が伸びている。5％というのは非常に

大きな割合だ。第 4 次産業革命回りの企業が増え、研究開

発費が投じられて新しい技術も生まれ、特許出願も増えて

いる。出願件数ランキングの直近データを見ても、トップ

10 の企業がどんどん変わってきている。全部技術系で IT

に関わる企業が多い。トップ 1 の“華為”（Huawei）も 3
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位の“楽視”も純粋な IT 企業だ。5 位はモバイルの大手

企業で、e コマースの大手企業も入っている。8 位の“小

米（シャオミン）”は携帯やスマホといったスマート家電

の大企業だ。第 4次産業革命の担い手となるような企業が

特許出願の上位を占めていることがお分かりになると思

う。 

 

PCT出願件数を米国、日本、中国、ドイツ、韓国で比較

すると、米国が断然強いものの中国が一気に追い上げてい

て、今では日本と同じくらいの件数になっている。中国の

場合、国内の特許件数は非常に多いが、PCT 出願率は国内

件数に比べてまだ小さい。まずは中国市場を攻略してから

海外にいこうということで PCT 出願は少し遅れているが、

「インターネット・プラス」の政策に従えば、この伸びは

どんどん増えていくと予想される。 

PCT出願の分野を第 4次産業革命回りで見ていくと、件

数の割には中国が随分、上の方に出ている。もとより第 4

次産業革命回りの出願に偏重しているような感じだ。そし

て、中国の PCT 出願の約 4分の 1が深圳に集中している。 

深圳は第 4 次産業革命を象徴する都市た。Huawei、ZT、

テンセントやドローンで有名な DJI といった有名な IT 企

業と製造業が融合するような形を取りながら、様々な産業

を輩出している。深圳から PCT出願全体の 4分の 1が出て

いるのは興味深いデータだと思う。深圳は香港に近く、何

か新しいことをやるなら深圳からやっていこうという空

気がある。深圳市政府の政策には「メーカー発展 3年行動

計画」というものがあり、便利なメイカースペースを建設

しようとか、思想闊達で創意あるメーカー人材を集めよう

ということで、全世界の優秀な人材が深圳にどんどん集ま

り、政府と企業とが密接に連携しながら先進的な取り組み

を進めている。 

 

次に技術革新の実例を紹介する。 

はじめにハイアールだ。ここは青島にある会社で、冷蔵

庫などの白物家電に非常に強く、パナソニックやサンヨー

の事業部門を譲り受けたり、東芝と連携したり、日本のメ

ーカーとの連携も多い。2016 年、瀋陽の工場に「スマー

ト・インタラクティブ製造プラットフォーム」をつくり、

消費者、製品、ロボット、生産ラインのリアルタイムの連

結を実現した。例えば、冷蔵庫の形や色、冷凍スペースの

場所などをホームページ上でカスタマイズして注文する

と、工場がその通りにつくって注文者に届ける。まさに「中

国製造 2025」で謳われるインターネットと製造業の融合

だ。しかもそれを無人でやっている。中国の中でもとりわ

け注目されている取り組みだ。 

スマート家電と言われる IoT 製品では、シャオミンが急

速に存在感を出してきた。シャオミンは、5、6 年前まで

は携帯やスマホを一番安く提供するメーカーで、実店舗を

持たずインターネットだけでプロモーションをかけ、コス

トを安くして中国の消費者に非常に支持された。サムソン

などはどんどん苦しくなっていったが、新しい携帯メーカ

ーがどんどん参入してきたことでシャオミンも携帯のと

ころでは苦しくなり、今はスマート家電を中心に動いてい

る。天気情報をキャッチして最適な空気清浄を実現する空

気清浄機とか、位置情報を感知して最適な沸点でご飯を炊

く炊飯器とか、リアルタイムで交通情報を把握するドライ

ブレコーダーとか、いろいろな製品を出している。炊飯器

の部門には元サンヨーの炊飯器部門から複数の人がいっ

ているらしい。日本の技術を受け継いだ炊飯器が中国の

IT 技術と結びついて新しい炊飯器が生まれたというよう

な宣伝がされている。まさに、日本の技術が中国の IT 技

術と結びついて、新しい産業や製品が生み出されている。 

 

モバイル決済では、アリババとテンセントが 2大決済手

段となっている。中国ではお財布を持ち歩かずとも殆どス

マホだけでお金の支払いができる。むしろ今は現金禁止と

かお釣りがないというところまである。これはお手元の資

料には含まれていないが、アリババが経営している

Alipayというモバイル決済と WeChatのテンセントが経営

している WeChatpayの、去年のモバイル決済率を表したも

のだ。この 2 つだけで 7割をシェアしている。残り 2割が

デビッドカード、現金決済は 1割だ。ここ 3年で一気に普

及した印象がある。一番普及しているのは Alipay だが、

テンセントの WeChatpay のシェアが急激に伸びていて、

近々追いつくのではないかと言われている。 

具体的にどう使うかというと、携帯電話に QR コードを

かざしてピピッと読み込むだけ、お釣りも要らず一瞬で終

わるので圧倒的に便利だ。いろいろなところに普及してい

て、これはスーパーの写真だが、緑が WeChatpay で青が

Alipay、読み込むパターンと見せるパターンがある。屋台

にもこのように 2 つあるし、物乞いも首から QR コードを

ぶら下げて電子決済だ。急速に現金社会では無くなってき

ている。 

WeChatpay や Alipay は中国に銀行口座を持っていない

と開設できない。現金を扱わない店も出始めているので、

外国人にとっては非常に面倒だ。そのため、クレジットカ

ードとの連携ができるようになってきて、必ずしも中国の

銀行に口座をつくらなくても Alipay や WeChatpay ができ

るようになってきた。 

 

タクシーもアプリで呼び出す。これも中国で生活する上

では欠かせないアプリケーションで、むしろこれが無けれ

ばタクシーを捕まえることができない。“滴滴出行”が最

大手だ。タクシーにも普通のタクシーから豪華なタクシー、

相乗りタクシー、一般のドライバーが白タクのようにやる

ようなものまで様々な種類がある。位置情報が地図に表示

され、何分後に配車されるということも分かる。Alipay

や WeChatpayとも連携していて、目的地に着いてそのまま

降りれば料金が自然に引かれるという具合だ。 

膨大な履歴が残るため、ビッグデータの解析にも利用が

できる。私個人の配車履歴を見ると、何時何分にどこから

どこまで乗ったということが全部記録されていて、“滴滴
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出行”はこういった走行データを 13 億人分、持っている

ことになる。何時頃のどこら辺に需要が多いというように

運転手もデータを利用できるし、消費者も需要が多いとこ

ろに行けばタクシーを捕まえやすいという風な良いスパ

イラルが生まれている。 

Alipay や WeChatpay には誰がどこでどんなお金を使っ

たのかということが全部記録されている。つまり、アリバ

バとテンセントはビッグデータを把握しているというこ

とだ。個人の行動を分析してレコメンドを送るというよう

な新しいサービスにも発展している。 

 

最近、中国では自転車が一気に増えた感じがあると思う。

この 1、2 年でシェア自転車が急激に増えたからだ。それ

も自家用の普通の自転車ではなく、黄色や赤、青のシェア

自転車が町中のいたるところに放置されている。道を歩け

ばどこかしらに置かれているので、QR コードを読み込ん

で乗り、目的地で乗り捨てていく。もちろんこれも電子決

済なので、走行距離、走行時間で自動的に料金が引かれる。

走行記録はデータとして吸い上げられ、これもビッグデー

タとなる。 

 

出前アプリもこの 3年で急速に発展している。自分の位

置情報に応じて、出前に応じてくれるレストランが表示さ

れ、頼むと何分以内に配達されるという情報まで出る。ホ

テルからでも頼めるし、一品から注文できて、勿論これも

電子決済だ。4、5 年前は配達員が食べ物をこぼしてしま

ったり、現金決済でお釣りが無かったり、配達が遅れたり

ということもあったが、今は時間も遅れず、商品がこぼれ

るということもなく、お釣りがどうこうということもない。 

どこで何をどれだけ食べたかというのも貴重なビッグ

データとなる。それを最終的にはアリババやテンセントが

確保して、より新しいサービスに繋げるような循環が生ま

れている。テンセントとアリババのさらに上には中国政府

があるので、逆にデータを管理される怖さのようなものも

あるが、それよりも便利さの方が上回っている。 

日本でも実験的にシェア自転車を始めているが、日本で

やると放置自転車になったり、こんなところに置くなとな

ったりして初動がなかなか難しい。だが、中国はまずやっ

てみるという方針だ。その結果、自転車だらけになって歩

くスペースがないような通路も増えてしまい、ようやく規

制に入り始めている。中国はまずやらせてみて、弊害が出

たら政府が規制するというやり方が多いが、日本は初めに

規制があるのでなかなか普及しない。それぞれに良い点、

悪い点があるが、中国に新しいものが生まれやすいのは、

こうした政府のスタンスが影響するのかもしれない。 

 

AI や IoT などのサービス分野ではセキュリティの観点

が欠かせないが、これも政府と連動しながら急速に発展し

ている。例えば画像分析 AI と言われる分野では、監視カ

メラで人の顔を察知してビッグデータと連動させ、“今、

誰々という人が上海のどこそこというマーケットを歩い

ている”という風に、いたるところに置かれた監視カメラ

が人の動きを把握する。スカイネットと呼ばれていて非常

に高性能だ。少し動画で紹介しよう。このように人が動い

ているが、人の横に文字が出て、誰がどこへ移動するかが

表示される。公安が持つビッグデータと連動して、車や人

の動きを補足することができる。このメガネバージョンも

先月、発表されたばかりだ。今、中国の公安の人はこの機

能が付いたサングラスをかけてパトロールしている。もし

指名手配犯がいたら合図が送られてくるような、まさにマ

ンガのような世界が実現され始めている。春節は民族大移

動と言われるように、多くの人々が駅を利用する。そうい

うところで犯罪が起きないよう、主要駅で AI サングラス

をつけて監視する。そういう意味では、中国の交通マナー

がとても良くなってきた。人々が、ほんの数秒の違反でも

公安の目－監視カメラを気にするようになったからだ。監

視カメラでスピード管理され、ナンバーも補足されて AI

で分析される。スピード違反をしたら、罰金が瞬時に自動

引き落しされるといった具合だ。ライセンスも IT 管理さ

れているので、運転免許も自動的に取り消される。IT 関

連技術の発展が、人々の生活や行動様式の変化をもたらし

ている。 

 

無人スーパーも急激に増えている。やはりアリババが多

いが、商品を取って店を出る際に自動的に電子決済で引き

落とされるというシステムだ。盗もうとしても画像検索

AI で補足され、Alipay や WeChatpay から自動的に引き落

とされる。 

 

医療 AI の分野はテンセントが強い。レントゲン写真を

AI が瞬時に解析して診断する。最近では、江蘇省政府と

テンセントがいろいろなことを実験的にやっていくとい

う発表があった。まだ具体的な動きはないようだが、江蘇

省は非常に発展した地域なので、これから様々なものが出

てくるだろう。 

 

“芝麻信用”はアリババが提供するサービスだ。電子決

済のデータや移動データ、食事データ、誰が何を見ている

のかという動画視聴データなど非常に膨大なデータが特

にアリババに集まってくる。決済や食事のデータからその

人となりが分かるので、それに対して信用ポイントを付け

ていく。例えばこの人はお金払いがいいとか、運転手から

の評価がいいとか、行動がきちんとしているということが

独自のアルゴリズムで評定され、500 点、600 点、700 点

とポイントが付けられていく。点数はその人の信用値を表

し、信用度が高い人は他のいろいろなサービスで得をする

というような按配だ。例えば傘が無料で借りられたり、何

点以上だったらホテルのデポジットが不要だったり、何点

以上の人は借金時の金利が要らなかったり、空港の待合室

を利用できたりといった具合だ。逆に信用度の低い人は使

えない。最近ではお見合いサービスでも適用されていて、

信用度の高い人同士がマッチングされている。これは今後、
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大きな社会インフラになると思う。ビッグデータの次のフ

ェーズとして、人々の動きを変えていくのではないだろう

か。 

Baidu、アリババ、テンセント（“BAT”）が中国の IT 企

業の 3 大手だが、IT 企業の殆どにこのいずれかの資本が

入り、それぞれの経済圏が形成されようとしている。“芝

麻信用”であればアリババの経済圏ということだ。 

 

アリババはタオバオという e コマースから発展した。創

業者のジャック・マー氏は元は英語の家庭教師だったが、

今や中国一の大富豪だ。タオバオは、使わない人はいない

というほど中国で普及している e コマースのプラットフ

ォームで、そこから出てきたのが Alipay のモバイル決済、

そしてそこからビッグデータ解析や金融サービス、クラウ

ドサービスと ITコングロマリットになっている。 

皆、AI にはもの凄い投資をしている。中国政府の目標

ともビッタリ一致する。BAT と中国政府が連携しながら AI

や IT 分野への投資を伸ばして技術を発展させ、サービス

をつくって、それを製造業と融合させるということがうま

くいっている。これは AI の主要企業だが、大体このよう

なところにお金を張っている。 

第 4次産業革命のところで、中国政府はアリババに対し

てスマートシティ AIをやれ、テンセントには医療 AIをや

れ、Baidu には自動運転をやれ、もう一社、音声に強いと

ころには音声 AI をやれという指示を出している。そこで

アリババはスマートカーに力を入れ始めた。2015 年に上

海汽車と「インターネット・カー・ファンド」をつくり、

実際に車を出し、去年は 24 万台とトヨタやホンダの同機

種以上に売れている。これには政府の強いバックアップが

あって、減税やナンバープレートの取得優遇、そして値段

も安いということで売れたようだ。自分も実際に乗ってみ

たところ、大きく何かが変わっているという感じではない

が、アリババが出したということで、これからどんどんパ

ワーアップしていくのだと思う。 

 アリババの特許動向を見ると、やはり決済関係やショッ

ピング関係といった電子商取引に関する特許が多い。2015

年から特許戦略を展開して、どんどん特許を増やしている。 

 

 テンセントはこのペンギンマークがシンボルのメッセ

ンジャーツールから始まり、その後、発展して爆発的に広

まったのが中国版 LINEといわれる WeChat だ。携帯ゲーム

やアニメといったエンターテイメント分野に強く、どんど

ん伸びている。中国で WeChat を使っていない人はいない

というくらいに普及しているので、テンセントにも膨大な

ビッグデータが集まっている。深圳にはテンセントの展示

館があり、AI 技術が展示されているが、誰がどこで WeChat

を見たというような情報が瞬時に分かるようになってい

て、中国公安とも連携しているということだった。テンセ

ントも非常に膨大なビッグデータを持っている。今は医療

に力を入れるということで、江蘇省との取り組みもある。

テンセントはビッグデータの一部を提供していて、皆に活

用してほしいと公開している。 

 通信分野から発展したテンセントは特許に対する意識

が高く、Baiduやアリババに先んじて特許にも力を入れて

きた。ソフトウェアやゲーム関係の特許が多く、BATの中

でも断トツの出願件数となっている。 

 

 BAT の一角を成す Baiduは、アリババやテンセントに比

べて少し落ちてきた感が否めないが、Yahoo!や Google の

ような検索回りでのビッグデータを持っているので、検索

データの解析という面から AI 関係が結構強いと言われて

いる。AI 技術の公開もしていて、公開プラットフォーム

で使うことができる。AI と各産業のビッグデータを組合

せるということで、Baidu の AI 担当者は去年、全国行脚

をしたという。こういうビッグデータがあれば AI でこん

なことができるとして、連携を深めようとしている。

Yahoo! では社長が変わり、今後はビッグデータカンパニ

ーになるという。ビッグデータフォレストとしてビッグデ

ータを公開連携しようとしていて、Baiduの取り組みと似

ていると思った。 

去年の 6 月、Baiduは“アポロ計画”という自動運転技

術開発プロジェクトを発表した。国内、海外のいろいろな

自動車メーカーと組んで自動運転技術を向上させようと

いうものだ。そうそうたるメンバーが名を連ねているが、

残念なことに日本企業は入っていない。やはり日本企業の

現地化は欧米企業に比べて遅れている印象がある。欧米企

業は中国人にどんどん経営権限を委譲していく。現地に溶

け込んでいくほどにいろいろな中国企業と連携がしやす

くなるからだ。日本企業も現地化を進めて中国の発展に溶

け込んでいかなければいけないのではないだろうか。先日、

ホンダがアリババと連携するという発表があり、心強く思

ったが、中国の IT 企業は先へ先へと走っている。日本の

製造業との相性は良いはずだ。もっと連携が取れればいい

と思う。 

Baidu の特許はやはり検索技術や AI 関係が多い。交通

標識の認識方法や AI による画像認識のところでも特許を

取っている。 

 

「京東」という企業にはテンセントの資本が入っている。
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京東はアリババに対抗するような第 2の eコマースのプラ

ットフォームを提供している。最近は無人カートが話題に

なっていて、大学内で配達員が無人カートに物品を乗せて

教室まで運んでいる。これも位置情報や AI 技術、ロボッ

ト技術を駆使したもので、結構評判が良い。 

 

中国の IT企業はこのように今、どんどん発展しており、

第 4次産業革命に欠かせない存在となっている。世界の企

業の時価総額ランキングをみても、ベスト 10 の中には常

にテンセントとアリババが出るようになった。日本のトッ

プはトヨタで、このランキングでは 30 位前後だ。時価総

額にしてもテンセントはトヨタの 2.5倍になっている。中

国の IT 企業はどんどん肥大化していて、日本の製造業の

トップすら引き離すような勢いだ。 

 

さて、ここまで第 4 次産業革命について、政府の動向か

らサービスの内容、主要な企業までを紹介してきた。政府

と企業が上手い具合に一体となって進んでいる様子が特

徴的だと思う。政策目標や数値目標、期間目標を出して、

凄まじい速さでやり切るということが中国の強みだ。政府

の関与も大きく、まさに驀進している。国内でしっかり育

てて、いよいよ外国に出すというフェーズがじきにやって

来るだろう。しかし IT 分野にも規制があって、特に外資

は入りにくい。外国の企業にとっては問題かもしれないが、

やはり国内を中心に発展させて第 4 次産業革命を推進し

ていくというのが中国政府の発想だ。 

 

以上のような状況を踏まえた上で、日本はどう対応して

いくべきだろう。まずはやはり現状を正しく認識して理解

していくことだと思う。日本の報道を見ていると、中国は

知財侵害大国だ何だと下に見るような論調が多いように

見えるが、先ほど紹介した時価総額などを見ても、中国は

今、とんでもない状況になっている。中国の現状をきちん

と直視して理解しなければならない。 

 

日中の経済関係は新しい局面に入ったと思う。10 年、

20 年前は、中国は世界の工場で、日本の製造業は人件費

を抑えるために中国に行っていたが、今は中国の方が IT

先進国となり、時代は変わった。製造業ですら追い上げら

れる中で、どう中国と向き合って新しい協力の形を模索し

ていくのかを考えるべき段階にきたと思う。具体的には、

お互いの優位性がある分野を認識して、適切な合作関係を

結ぶのがよいのではないか。日本はやはり製造業が強いの

で、中国が強いビッグデータや AI、IT とうまく結びつけ

ていく。いろいろな分野に良い合作の余地があると思うし、

そういう技術協力や合作経済協力をしていくべきではな

いだろうか。そのためにも日本企業はやはりもう少し現地

化していかないといけない。日本企業に行っても出世でき

ないが、欧米企業なら中国支店長になれるといって、優秀

な人ほど日本企業から離れてしまう。だから現地の優秀な

人にどんどん権利を委ねて発展させ、中国の IT 技術を取

り込んでいくべきだと思う。去年、習近平さんと安倍晋三

さんが手を握り合った。政府の雰囲気も非常に良い。既に

今年も大型の合作プロジェクトがいろいろと出てきてい

る。機運が上がって、ぎりぎりのタイミングで間に合った

ような感じだ。日中の合作を良い形で続け、新たな経済関

係を模索しながら、中国も日本も発展していければいいと

思う。ご清聴ありがとうございました。 

 

 

【質疑･応答】 

（伊藤副センター長） 

政策から始まり、実際の第 4 次産業革命を先頭切って走

る姿を詳らかにご紹介いただいた。それでは会場から質問

などお受けしたい。 

 

（フロア） 

これまで中国の人には、あまり知的財産を守るつもりが

無いという印象を持っていた。民衆レベルと企業レベルで

は違うかもしれないが、これほど特許を出して、政府も力

を入れているということは、人々の意識が変わってきたの

だろうか。 

 

（分部） 

急激に変化している。日本の企業はとりあえず特許を取

っておくというスタンスだが、中国企業は自分の特許に対

する権利主張が非常に強いし、権利交渉もしてくる。これ

までは日本企業が中国企業を訴える側だったが、逆に中国

企業に訴えられるケースが増えてきた。自分たちの特許意

識が強く、積極的に権利交渉をしてくる。意識も行動も随

分と変わってきた。 

日本知的財産協会（JIPA）では、10 年程前から年に 1

度、日本メーカーの知財部と中国企業の知財部との意見交

換会を行っている。自分も都合がつくときはオブザーバと

して参加させてもらっているが、ここ 2、3 年、中国のト

ップ企業の知財戦略は日本企業以上のものに変わりつつ

あると思う。日本の知財戦略は経営とのリンケージが課題

だと言われることがあるが、中国では知財こそが重要であ

ると経営のトップが理解しながら、経営直轄でいろいろな

知財戦略を打っている。先端企業の知財戦略は厳格で徹底

しており、権利行使も当たり前だ。そして、要らない特許

はすぐに売る。厳格な管理と柔軟な活用をしていて、中国

全体の知財意識、レベルは発展していると感じる。 

 

（フロア） 

中国政府とアリババ、テンセントの関係について、今は

お互いに利用し合うということだが、利益に対する法人課

税はどうなっているのだろうか。もしくは、アリババやテ

ンセントは Amazon のように他国へ拠点を移して課税逃れ

をしようとしているのか。 

 

（分部） 
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中国政府は非常に強く、テンセントのレベルになると流

石に徴税から逃れることはできない。中国政府は銀行口座

やお金の流れをしっかり把握していて、特に収益性が高い

ところには目を光らせている。万逹という不動産グループ

の社長が海外不動産投資をしていたが、出国禁止になった

例もある。「上に政策あれば下に対策あり」と言われる中

国だが、皆、まさかということがあることを分かっている。

中小企業の中には、香港経由でお金を出すところもあるよ

うだが、IT管理が進んで全て電子化されてきているので、

どんどん逃げ道が塞がれている感じだ。 

 

（フロア） 

中国で特許訴訟が増えているとのことだが、IT 技術、e

コマース関係の訴訟状況はどうか。 

 

（分部） 

特許訴訟はますます増えている。e コマースの分野で、

例えばアリババが他社に対して特許訴訟を起こす例はあ

ったが、そもそも e コマースのプレイヤーは大手に絞られ

ているので、eコマースのプレイヤー同士の訴訟はそれほ

ど多くは無い。だが、焦点はズレるかもしれないが、アリ

ババなどで日本企業の商標権侵害品とか特許権侵害が出

ることはある。IT 分野の訴訟は非常に多く、一番多いの

は著作権訴訟だ。インターネット上に小説や漫画を無断掲

載するというもので、特に動画プラットフォームに海賊版

を流して訴えられるというケースが増えている。IT 企業

同士の訴訟というと、実は BATの社長たちは結構、裏で繋

がっていることもあるので、妥当なところで手を打ち合っ

ている。タクシーアプリも昔は 2つあり、その特許争いを

していたが、不毛な争いは止めようということで合併し、

両者で分け合う形になった。今、シェア自転車も 2社が争

っているが、そのうち合併するかもしれない。訴訟は多い

が、現実的な決着をきちんと付けていくというのも中国の

特徴だと思う。 

 

（フロア） 

最近の日本の経営陣の姿勢が果たしてこれから中国で

通用するのかということを疑問に思っている。特許に関し

て言えば、コストカットのために質を重視するということ

で出願数が減っていく。そういう姿勢がこの先も中国で通

用するのだろうか。 

 

（分部） 

中国で特許を遵守するということは、つまり、特許を取

っていなければ逆に何をしてもいいということを意味す

る。契約書に書かれていなければ何をしてもいい。日本で

は契約書に書いていなくても阿吽の呼吸で分かるだろう

というようなことも中国では通用しない。特許を取ってい

なければ何をされても仕方がないという風土だ。中国では

営業秘密の盗用や侵害事案が非常に多いが、これには IT

技術の発展と人材の流動性が関係する。中国は終身雇用で

はないので人の動きが激しく、人の頭の中にある情報を

IT 技術、データで送ることが容易い。それが日本企業の

営業秘密侵害事案となっていて、何故、特許を取っておか

なかったのかというような案件が多い。中国企業では情報

が漏れることを前提にしているので、何でも特許を取って

いる。漏れたとしても特許侵害訴訟で戦えばいい。むしろ、

取れる特許は取っておかないと後で痛い目にあうかもし

れない。そういう目で見てみると、日本企業は特許を取る

方向で考えた方がいい。 

 

（フロア） 

 第 4 次産業革命に対する政府の取り組み方は網羅的で

体系的、定常的だということがよく分かった。一方、日本

の産業技術政策を自分なりに見ていると、非常に手前味噌

の唯我独尊で、何かしているフリだけなのではないかと思

えてくる。日本の産業技術政策を立て直していくにはどう

いうことが考えられるだろうか。 

 

（分部） 

会場には政策決定に携わっていた方も多くいらっしゃ

ると思うので、自分が言うのもおこがましいし、自分は経

産省に出向しただけで、中の一部を知っているだけだが、

経産省の中でも、特に今、中国で非常に盛り上がってきて

いる第 4 次産業革命に対して、日本の産業界がどのように

連携すれば日本経済の発展に繋がるのかということを真

剣に議論している。現地の JETRO ともやり取りしており、

JETRO もその辺りには非常に注目している。ただ、日本と

中国の一番大きな違いは、中国政府、中国共産党に非常に

強いパワーがあるということだ。日本で経産省や総理大臣

がああしろと言っても企業に強制することはできないが、

中国政府がこうしろと言えば企業はそれに従う。政府の力

が強い中国の動きは速い。中国政府と中国企業で同じ方向

を向いて発展しようとする。一緒に歩いていけば皆の生活

が豊かになるという感覚もある。新しい分野においては特

に、政府との連携を強化しながら進まなければ歩みが遅く

なっていくように思う。そして、その歩みの遅さが致命傷

になるかもしれない。一方、ビッグデータの取り扱いや

AI 画像技術の取り扱いなどプライバシーの面では、日本

は人権がきちんと保護されていて、中国はそこのところの

保護は徹底されていない。しかし、それこそが中国と IT

技術の相性の良さになっているのかもしれない。社会の基

盤、基礎的な違いが、日本と中国の差になっていると思う。 

 

【閉会】 

まだまだご質問も尽きないと思うが時間である。今日は

分部先生から第 4 次産業革命の先端を切って走っていく

中国の現状についてご紹介いただいた。改めて先生に拍手

をお送りいただきたい。 

 

               （了） 
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2．講演資料 
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