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Technology Ecology utoPIA

1．関連政策――
 各政策の分野別取り組み（１）
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先見性、先導性、探索性を有する重要な技術
次世代のハイテクおよび新興産業の発展の重要な基礎
国のハイテク・イノベーション能力を総合的に体現するもの

先見性、先導性、探索性を有する重要な技術
次世代のハイテクおよび新興産業の発展の重要な基礎
国のハイテク・イノベーション能力を総合的に体現するもの

「フロンティア（前沿）技術」の定義「フロンティア（前沿）技術」の定義

「中長期科学技術発展規画（2006～2020年）」「中長期科学技術発展規画（2006～2020年）」

科学技術政策の長期的な方向性



Technology Ecology utoPIA

1．関連政策――
 各政策の分野別取り組み（１）
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数学数学

数学、物理学、化学、天文学、地球科学等の基礎学
 科の全般的な発展の方針・方向性

「中長期科学技術発展規画（2006～2020年）」「中長期科学技術発展規画（2006～2020年）」

離散・ランダム・量子および非線形等の問題における数学
 的理論・方法論等を含めた、基礎数学の重要な課題

 数学と他の学科との相互浸透・融合ならびに科学研究や
 応用から出てきた新たな課題

 

離散・ランダム・量子および非線形等の問題における数学
 的理論・方法論等を含めた、基礎数学の重要な課題

数学と他の学科との相互浸透・融合ならびに科学研究や
 応用から出てきた新たな課題
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1．関連政策――
 各政策の分野別取り組み（１）
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凝縮系の物質および新効果凝縮系の物質および新効果

「中長期科学技術発展規画（2006～2020年）」「中長期科学技術発展規画（2006～2020年）」

強相関系とソフト凝縮系
量子力学的なソフト凝縮系と新規効果
ボース＝アインシュタイン凝縮
超伝導メカニズム
極端条件下での凝縮系の構造変化、多体系励起プロセス

強相関系とソフト凝縮系
量子力学的なソフト凝縮系と新規効果
ボース＝アインシュタイン凝縮
超伝導メカニズム
極端条件下での凝縮系の構造変化、多体系励起プロセス



Technology Ecology utoPIA

1．関連政策――
 各政策の分野別取り組み（１）
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物質の深次元構造および宇宙次元の物理的法則物質の深次元構造および宇宙次元の物理的法則

「中長期科学技術発展規画（2006～2020年）」「中長期科学技術発展規画（2006～2020年）」

高エネルギー・高密度・超高圧・超強磁場等、極端状態下
 における物質構造と物理法則、統一理論、素粒子物理学の
 先端的課題

 
宇宙の起源と変化、ブラックホールおよび各天体の形成と

 変化、地球環境や災害に対する太陽活動の影響といった研
 究課題

 

高エネルギー・高密度・超高圧・超強磁場等、極端状態下
 における物質構造と物理法則、統一理論、素粒子物理学の
 先端的課題

宇宙の起源と変化、ブラックホールおよび各天体の形成と
 変化、地球環境や災害に対する太陽活動の影響といった研
 究課題
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1．関連政策――
 各政策の分野別取り組み（１）
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地球科学地球科学

「中長期科学技術発展規画（2006～2020年）」「中長期科学技術発展規画（2006～2020年）」

地球システムの各圏（大気圏、水圏、生物圏、地殻、マン
 トル、地核）間の相互作用

 、深部ボーリング
地球システムにおける物理的・化学的・生物的プロセスお

 よび資源・環境・災害への影響
 鉱物形成理論

地球観察・探測システム、シミュレーション・システム

地球システムの各圏（大気圏、水圏、生物圏、地殻、マン
 トル、地核）間の相互作用

、深部ボーリング
地球システムにおける物理的・化学的・生物的プロセスお

 よび資源・環境・災害への影響
鉱物形成理論
地球観察・探測システム、シミュレーション・システム
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1．関連政策――
 各政策の分野別取り組み（１）
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海洋海洋

「中長期科学技術発展規画（2006～2020年）」「中長期科学技術発展規画（2006～2020年）」

持続可能な海洋資源の利用と海洋生態系保護等につい
 ての研究

 

持続可能な海洋資源の利用と海洋生態系保護等につい
 ての研究

量子制御量子制御

量子通信のキャリアや制御原理およびその方法、量子計
 算、新しい量子の制御方法等の研究

 

量子通信のキャリアや制御原理およびその方法、量子計
 算、新しい量子の制御方法等の研究
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1．関連政策――
 各政策の分野別取り組み（２）
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「国家『第11次5ヵ年』科学技術発展規画」
 

（2006-2010）「国家『第11次5ヵ年』科学技術発展規画」
 

（2006-2010）
数学や物理、化学、天文学、地球科学、生物化学などの基礎学科をベースとし

 て新興の複合学科を育成・支援するとともに全面的に調和・発展させる

 

数学や物理、化学、天文学、地球科学、生物化学などの基礎学科をベースとし

 て新興の複合学科を育成・支援するとともに全面的に調和・発展させる

課題研究課題研究
凝縮物質とその新しい効果
物質の深次元メカニズムと宇宙スケールの物理法則
純粋数学および関連領域での応用
地球システムの過程と資源・環境・災害への影響
新しい物質を創造・転化させる化学プロセス

凝縮物質とその新しい効果
物質の深次元メカニズムと宇宙スケールの物理法則
純粋数学および関連領域での応用
地球システムの過程と資源・環境・災害への影響
新しい物質を創造・転化させる化学プロセス

インフラとプラットフォームの建設インフラとプラットフォームの建設
大型天体望遠鏡や海洋科学総合調査船、大陸メカニズム環境モニタリングネッ

 トワーク、地下資源・地震予知向け極低周波電磁気探測ネットワーク

 

大型天体望遠鏡や海洋科学総合調査船、大陸メカニズム環境モニタリングネッ

 トワーク、地下資源・地震予知向け極低周波電磁気探測ネットワーク
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1．関連政策――
 重点分野推進政策（数学）
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方針方針

「国家『第11次5ヵ年』基礎研究発展規画」「国家『第11次5ヵ年』基礎研究発展規画」

基礎数学と応用数学の研究を全面的に発展させ、数学とライフサイエ

 ンス、地学、情報、システム科学、材料、エネルギー、環境、エンジニア

 リング、経済、金融などの分野との融合研究を強化する

 

基礎数学と応用数学の研究を全面的に発展させ、数学とライフサイエ

 ンス、地学、情報、システム科学、材料、エネルギー、環境、エンジニア

 リング、経済、金融などの分野との融合研究を強化する

研究テーマ研究テーマ

代数的構造、幾何構造、トポロジー構造などの構造問題
ラングランズ・プログラム、経路積分、相変態数学理論を含む純粋数

 学の重大問題の研究

 数学と物理学、ライフサイエンス、情報科学、エンジニアリング科学、

 経済・金融などの学科と相互融合により生じた重要な数学問題の研究

 

代数的構造、幾何構造、トポロジー構造などの構造問題
ラングランズ・プログラム、経路積分、相変態数学理論を含む純粋数

 学の重大問題の研究
数学と物理学、ライフサイエンス、情報科学、エンジニアリング科学、

 経済・金融などの学科と相互融合により生じた重要な数学問題の研究
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1．関連政策――
 重点分野推進政策（物理-1）
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重視点重視点

「国家『第11次5ヵ年』基礎研究発展規画」「国家『第11次5ヵ年』基礎研究発展規画」

素粒子物理や原子核物理、凝集態物理、ナノ科学、量子
 情報学、原子/分子物理、プラズマ物理、理論物理、計算物
 理など

 
の各学科のバランスの取れた発展

 物理学と他の学科との融合、結合の強化、新興学科の発
 展の促進

 物理学の基本法則や概念、技術の他の学科における応
 用の強化、生命現象と生命活動における物理問題、ナノあ
 るいは低次元系物理の研究

 

素粒子物理や原子核物理、凝集態物理、ナノ科学、量子
 情報学、原子/分子物理、プラズマ物理、理論物理、計算物
 理など

 
の各学科のバランスの取れた発展

物理学と他の学科との融合、結合の強化、新興学科の発
 展の促進

物理学の基本法則や概念、技術の他の学科における応
 用の強化、生命現象と生命活動における物理問題、ナノあ
 るいは低次元系物理の研究
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1．関連政策――
 重点分野推進政策（物理-2）

12

力学研究方向力学研究方向

「国家『第11次5ヵ年』基礎研究発展規画」「国家『第11次5ヵ年』基礎研究発展規画」

破断力学
ミクロ力学
損傷力学
従来の均質連続体を改良した力学
材料の強度理論と新しい実験手段、必要な機能に応じ

 て材料を設計・計算する力学
 複雑な流動理論

各種設計の最適化問題を研究する

破断力学
ミクロ力学
損傷力学
従来の均質連続体を改良した力学
材料の強度理論と新しい実験手段、必要な機能に応じ

 て材料を設計・計算する力学
複雑な流動理論
各種設計の最適化問題を研究する
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1．関連政策――
 重点分野推進政策（物理-3）
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力学の研究発展方針力学の研究発展方針

「国家『第11次5ヵ年』基礎研究発展規画」「国家『第11次5ヵ年』基礎研究発展規画」

情報科学やライフサイエンス、航空宇宙、自然災害など
 の分野における力学の応用の重視

 力学の理論的枠組みの健全化
新しい試験・数値シミュレーション技術の発展

力学と他の学科との融合研究の推進

情報科学やライフサイエンス、航空宇宙、自然災害など
 の分野における力学の応用の重視

力学の理論的枠組みの健全化
新しい試験・数値シミュレーション技術の発展

力学と他の学科との融合研究の推進
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1．関連政策――
 重点分野推進政策（物理-4）
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凝縮系物質と新効果凝縮系物質と新効果

「国家『第11次5ヵ年』基礎研究発展規画」「国家『第11次5ヵ年』基礎研究発展規画」

新しい量子特性を持つ凝縮系物質と新反応
ボース＝アインシュタイン凝縮、超伝導・超流体メカニズム
極端条件下の凝縮系物質の構造相変態、電子構造

新しい量子特性を持つ凝縮系物質と新反応
ボース＝アインシュタイン凝縮、超伝導・超流体メカニズム
極端条件下の凝縮系物質の構造相変態、電子構造

量子制御量子制御

低次元量子制限空間体系の量子理論
量子情報理論、量子コンピュータの中に拡張できる多量子ビットシス

 テム、長距離量子通信と量子安全システムなど
情報加工における量子現象、コヒーレント電子輸送
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1．関連政策――
 重点分野推進政策（天文学）
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研究方向研究方向

「国家『第11次5ヵ年』基礎研究発展規画」「国家『第11次5ヵ年』基礎研究発展規画」

比較惑星学、月科学、宇宙プラットフォームの研究の強化
地上望遠鏡と宇宙望遠鏡の建設の加速
公開された天文データを十分に利用
天文とエンジニアリングの両面から国際天文プロジェクト
太陽・地球空間物理および天体動力学などを含む国家の

 戦略的ニーズに沿った研究を重視
 

比較惑星学、月科学、宇宙プラットフォームの研究の強化
地上望遠鏡と宇宙望遠鏡の建設の加速
公開された天文データを十分に利用
天文とエンジニアリングの両面から国際天文プロジェクト
太陽・地球空間物理および天体動力学などを含む国家の

 戦略的ニーズに沿った研究を重視
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1．関連政策――
 重点分野推進政策（物理学と天文学の融合）
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研究テーマ研究テーマ

「国家『第11次5ヵ年』基礎研究発展規画」「国家『第11次5ヵ年』基礎研究発展規画」

素粒子物理学のフロンティア基本問題
暗黒物質と暗黒エネルギーの解明
ミクロと宇宙スケールおよび高エネルギー・高密度・超高圧・超強磁場

 などの極端状態における物質構造と物理法則

 全ての物理法則を統一した理論の探索
宇宙の起源と変遷
太陽、恒星・惑星系、ブラックホールと各種コンパクト天体などの各種

 天体と構造の形成と変遷など

 

素粒子物理学のフロンティア基本問題
暗黒物質と暗黒エネルギーの解明
ミクロと宇宙スケールおよび高エネルギー・高密度・超高圧・超強磁場

 などの極端状態における物質構造と物理法則
全ての物理法則を統一した理論の探索
宇宙の起源と変遷
太陽、恒星・惑星系、ブラックホールと各種コンパクト天体などの各種

 天体と構造の形成と変遷など
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1．関連政策――
 重点分野推進政策（海洋‐1）
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目標目標

「国家中長期科学技術発展規画綱要」「国家中長期科学技術発展規画綱要」

浅海底における石油・天然ガスの探査技術に加えて、賦存量が豊富

 な海底油田における実収率を向上させる総合技術を重点的に研究し、

 海洋生物資源保護および高効率利用技術を開発する

 

浅海底における石油・天然ガスの探査技術に加えて、賦存量が豊富

 な海底油田における実収率を向上させる総合技術を重点的に研究し、

 海洋生物資源保護および高効率利用技術を開発する

研究開発の重点研究開発の重点

天然ガス・ハイドレートの調査開発技術
海洋金属鉱物資源海底採集輸送技術
原位置高効率抽出技術および大型海洋エンジニアリング技術

天然ガス・ハイドレートの調査開発技術
海洋金属鉱物資源海底採集輸送技術
原位置高効率抽出技術および大型海洋エンジニアリング技術

海洋関係のフロンティア技術海洋関係のフロンティア技術

Ⅰ‐海洋環境立体監視測量技術

 
Ⅱ‐海底多パラメータ迅速計測技術

Ⅲ‐天然ガス・ハイドレートの開発技術

 
Ⅳ‐深海底作業技術

Ⅰ‐海洋環境立体監視測量技術

 
Ⅱ‐海底多パラメータ迅速計測技術

Ⅲ‐天然ガス・ハイドレートの開発技術

 
Ⅳ‐深海底作業技術
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1．関連政策――
 重点分野推進政策（海洋‐2）
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海洋関係のフロンティア技術‐Ⅰ海洋関係のフロンティア技術‐Ⅰ

「国家中長期科学技術発展規画綱要」「国家中長期科学技術発展規画綱要」

海洋環境立体監視測量技術は、大気中や沿岸、水面、水中における

 各種海洋環境要素を監視、測定する技術である。海洋リモートセンシン

 グ技術、音声計測技術、浮標技術、長距離海洋レーダ技術等を重点的

 に研究し、海洋情報処理と応用技術の発展をはかる。

 

海洋環境立体監視測量技術は、大気中や沿岸、水面、水中における

 各種海洋環境要素を監視、測定する技術である。海洋リモートセンシン

 グ技術、音声計測技術、浮標技術、長距離海洋レーダ技術等を重点的

 に研究し、海洋情報処理と応用技術の発展をはかる。

海底多パラメータ迅速計測技術は、地球物理や地球化学、生物科学な

 どの特徴に関する多くのパラメータの同期計測を行い、リアルタイムで情

 報を転送する技術である。異常環境下のセンサー技術、センサー自動制

 御技術、海底情報伝送技術などを重点的に研究する。

 

海底多パラメータ迅速計測技術は、地球物理や地球化学、生物科学な

 どの特徴に関する多くのパラメータの同期計測を行い、リアルタイムで情

 報を転送する技術である。異常環境下のセンサー技術、センサー自動制

 御技術、海底情報伝送技術などを重点的に研究する。

海洋関係のフロンティア技術‐Ⅱ海洋関係のフロンティア技術‐Ⅱ
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海洋関係のフロンティア技術‐Ⅲ海洋関係のフロンティア技術‐Ⅲ

「国家中長期科学技術発展規画綱要」「国家中長期科学技術発展規画綱要」

天然ガス・ハイドレートの調査理論と開発技術、天然ガス・ハイドレート

 の地球物理と地球化学的探査と評価技術を重点的に研究し、天然ガ

 ス・ハイドレートの掘削技術と安全採掘技術の飛躍的な進歩の達成を

 めざす。

 

天然ガス・ハイドレートの調査理論と開発技術、天然ガス・ハイドレート

 の地球物理と地球化学的探査と評価技術を重点的に研究し、天然ガ

 ス・ハイドレートの掘削技術と安全採掘技術の飛躍的な進歩の達成を

 めざす。

深海底作業技術は、深海底工事作業および鉱物資源の採掘をサポー

 トする水中技術である。大深度海底運搬技術、生命維持システム技術、

 高エネルギー動力装置技術、Hi-Fiサンプリングと長距離情報伝送技術、

 深海底作業設備製造技術、深海底ステーション技術を重点的に研究す

 る。

 

深海底作業技術は、深海底工事作業および鉱物資源の採掘をサポー

 トする水中技術である。大深度海底運搬技術、生命維持システム技術、

 高エネルギー動力装置技術、Hi-Fiサンプリングと長距離情報伝送技術、

 深海底作業設備製造技術、深海底ステーション技術を重点的に研究す

 る。

海洋関係のフロンティア技術‐Ⅳ海洋関係のフロンティア技術‐Ⅳ
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課題課題

「国家科学技術支援計画『第11次5ヵ年』発展綱要」「国家科学技術支援計画『第11次5ヵ年』発展綱要」

重大海洋災害警報および応急技術に関する研究
海洋石油ガスを開発・建設するための大型工事船の研

 究・製造に関する技術
 海洋エネルギーを開発・利用する核心技術の研究とモデ

 ル
 

重大海洋災害警報および応急技術に関する研究
海洋石油ガスを開発・建設するための大型工事船の研

 究・製造に関する技術
海洋エネルギーを開発・利用する核心技術の研究とモデ

 ル
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戦略的目標戦略的目標

「国家ハイテク研究開発発展計画」（「863計画」）「国家ハイテク研究開発発展計画」（「863計画」）

近海資源の利用水準の向上および深海の戦略的資源の備蓄を重点とし、近

 海の油田、深海油ガス田、天然ガス・ハイドレート、海洋海底固体資源の調査・

 開発の中核技術および大型設備を開発する。

 海洋環境監視測定技術、とくに深海・遠海の監視・測定技術を発展、健全化

 し、200海里経済水域および西太平洋海洋環境立体総合監視・測定および監視

 制御の技術能力を構築する。

 深海生物資源の探測・調査、開発･利用技術の研究を行い、海洋イノベーショ

 ン薬品および海洋生物製品などの高付加価値製品を研究、製造する。

 複数の海洋ハイテク研究・開発基地を建設し、海洋フロンティア技術を発展さ

 せる。

 中国の海洋技術を、近海・浅海から深海・遠海へと拡大する。

近海資源の利用水準の向上および深海の戦略的資源の備蓄を重点とし、近

 海の油田、深海油ガス田、天然ガス・ハイドレート、海洋海底固体資源の調査・

 開発の中核技術および大型設備を開発する。
海洋環境監視測定技術、とくに深海・遠海の監視・測定技術を発展、健全化

 し、200海里経済水域および西太平洋海洋環境立体総合監視・測定および監視

 制御の技術能力を構築する。
深海生物資源の探測・調査、開発･利用技術の研究を行い、海洋イノベーショ

 ン薬品および海洋生物製品などの高付加価値製品を研究、製造する。
複数の海洋ハイテク研究・開発基地を建設し、海洋フロンティア技術を発展さ

 せる。
中国の海洋技術を、近海・浅海から深海・遠海へと拡大する。
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「中国科技統計年鑑」によると、数学分野での研究支出は近年、研究開発機関、高

 等教育機関とも上昇傾向にある。このうち研究開発機関の数学分野での2006年支

 出は、前年比2.5倍という高い伸びを示し4712万元に達したが、研究開発テーマ件

 数は26件の増加にとどまった。

 これに対して、高等教育機関の数学分野での研究支出は、2005年に一旦減少し

 たものの、2006年には大幅に増加し1億8397万元となった。これは、2001年以降で

 それまでの最高を記録した2004年実績の1億4392万元と比較しても27.8％多い。高

 等教育機関では、研究支出に合わせる形で研究テーマも着実に増加している。

 数学分野での研究支出とテーマ件数を見ると、高等教育機関が研究開発機関をい

 ずれも大きく上回っている。

 

「中国科技統計年鑑」によると、数学分野での研究支出は近年、研究開発機関、高

 等教育機関とも上昇傾向にある。このうち研究開発機関の数学分野での2006年支

 出は、前年比2.5倍という高い伸びを示し4712万元に達したが、研究開発テーマ件

 数は26件の増加にとどまった。
これに対して、高等教育機関の数学分野での研究支出は、2005年に一旦減少し

 たものの、2006年には大幅に増加し1億8397万元となった。これは、2001年以降で

 それまでの最高を記録した2004年実績の1億4392万元と比較しても27.8％多い。高

 等教育機関では、研究支出に合わせる形で研究テーマも着実に増加している。
数学分野での研究支出とテーマ件数を見ると、高等教育機関が研究開発機関をい

 ずれも大きく上回っている。

機関別に見た数学分野の研究開発内部支出とテーマ件数の推移

 

（万元）

2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年

研究開発機関 2532
(216)

3491
(208)

1740
(218)

1846
(163)

1877
（178）

4712
（204）

高等教育機関 5094
(2832)

8239
(3291)

9487
(3481)

14392
(4233)

12664
（4783）

18397
（5771）



Technology Ecology utoPIA

2．研究予算――
 物理学

23

研究開発機関の物理学分野での研究支出は、2003年を例外とすると、2004 
年以降はわずかながら減少傾向を見せている。テーマ件数もそれほど大きな

 増減を示していない。

 一方、高等教育機関の物理学分野での研究支出は、絶対額ではまだ研究開

 発機関に及ばないものの、テーマ件数の伸びに合わせるように着実に増加して

 いる。2006年は5億5078万元となり、対前年比で22.4％の伸び率を記録した。

 

研究開発機関の物理学分野での研究支出は、2003年を例外とすると、2004 
年以降はわずかながら減少傾向を見せている。テーマ件数もそれほど大きな

 増減を示していない。
一方、高等教育機関の物理学分野での研究支出は、絶対額ではまだ研究開

 発機関に及ばないものの、テーマ件数の伸びに合わせるように着実に増加して

 いる。2006年は5億5078万元となり、対前年比で22.4％の伸び率を記録した。

機関別に見た物理分野の研究開発内部支出とテーマ件数の推移

 

（万元）

2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年

研究開発機関 46340
(1238)

71512
(1285)

259201
(1343)

95673
(1388)

95365
（1400）

92736
（1480）

高等教育機関 14359
(3445)

23740
(3986)

29864
(4238)

41177
(5133)

44992
（5692）

55078
（6913）
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中国の天文学研究は研究開発機関が中心となって実施されている。研究開発機

 関の天文学分野での研究開発テーマ件数はそれまで300件台で推移してきていた

 が、2006年には前年より37.9％多い517件を記録した。

 研究開発機関の内部支出も2001年以降、着実に増加しており、2006年は2億

 5535万元となった。これは、前年に比べて21.2％、また2001年実績と比較するとほ

 ぼ3倍になっている。

 これに対して、高等教育機関の天文学分野での研究開発テーマ件数は、毎年

 100件前後で推移しており、内部支出も研究開発機関に比べると2ケタ少ない。過

 去6年間の実績を見ても、2001年に記録した1983万元が最高となっている。

 

中国の天文学研究は研究開発機関が中心となって実施されている。研究開発機

 関の天文学分野での研究開発テーマ件数はそれまで300件台で推移してきていた

 が、2006年には前年より37.9％多い517件を記録した。
研究開発機関の内部支出も2001年以降、着実に増加しており、2006年は2億

 5535万元となった。これは、前年に比べて21.2％、また2001年実績と比較するとほ

 ぼ3倍になっている。

これに対して、高等教育機関の天文学分野での研究開発テーマ件数は、毎年

 100件前後で推移しており、内部支出も研究開発機関に比べると2ケタ少ない。過

 去6年間の実績を見ても、2001年に記録した1983万元が最高となっている。

機関別に見た天文学分野の研究開発内部支出とテーマ件数の推移

 

（万元）

2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年

研究開発機関 8780
(363)

14894
(317)

16104
(329)

18354
(332)

21076
（375）

25535
（517）

高等教育機関 1983
(99)

473
(84)

943
(92)

1010
(112)

681
（99）

870
（110）
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「国家『第11次5ヵ年』基礎研究発展規画」によると、「地球科学」には、地質学や

 地理学、地球物理学、地球科学、測量・製図科学、大気科学、水文科学、宇宙科

 学のほか、海洋科学、生態学、エンジニアリング技術科学の中で地学に関連する

 部分が含まれる。

 これまで、地球科学分野での研究開発内部支出は、研究開発機関の支出額が

 高等教育機関の支出額を上回ってきていたが、高等教育機関の地球科学分野で

 の内部支出は増加する傾向にあり、両者の差が縮まってきている。

 とくに高等教育機関の地球科学分野における2006年の支出額とテーマ件数は、

 対前年比でそれぞれ53.3％、33.5％という高い伸びを示した。

 

「国家『第11次5ヵ年』基礎研究発展規画」によると、「地球科学」には、地質学や

 地理学、地球物理学、地球科学、測量・製図科学、大気科学、水文科学、宇宙科

 学のほか、海洋科学、生態学、エンジニアリング技術科学の中で地学に関連する

 部分が含まれる。
これまで、地球科学分野での研究開発内部支出は、研究開発機関の支出額が

 高等教育機関の支出額を上回ってきていたが、高等教育機関の地球科学分野で

 の内部支出は増加する傾向にあり、両者の差が縮まってきている。
とくに高等教育機関の地球科学分野における2006年の支出額とテーマ件数は、

 対前年比でそれぞれ53.3％、33.5％という高い伸びを示した。

機関別に見た地球科学分野の研究開発内部支出とテーマ件数の推移

 

（万元）

2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年

研究開発機関 57157
（3500）

78697
（3500）

88923
（3756）

94055
（3977）

108924
（4213）

104383
（4467）

高等教育機関 22769
（3363）

30768
（3786）

39590
（4258）

46774
（4997）

54849
（5737）

84070
（7659）
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「中国科技統計年鑑」では「海洋」という分類がないため、国家海洋局・第二海洋

 研究所に所属する「衛星海洋環境動力学国家実験室」の2006年の実績を紹介する。

 同実験室は、基礎研究のレベルを世界的な水準まで引き上げることを目的として、

 予算を重点的に配分する研究室を指定する「国家重点実験室建設計画」の1つとし

 て、2006年にスタートしている。

 

「中国科技統計年鑑」では「海洋」という分類がないため、国家海洋局・第二海洋

 研究所に所属する「衛星海洋環境動力学国家実験室」の2006年の実績を紹介する。

 同実験室は、基礎研究のレベルを世界的な水準まで引き上げることを目的として、

 予算を重点的に配分する研究室を指定する「国家重点実験室建設計画」の1つとし

 て、2006年にスタートしている。

「衛星海洋環境動力学国家実験室」の研究経費とプロジェクト（2006年）

実験室数 研究経費（万元） 科学研究プロジェクト

資金調達 支出 件数 経費（万元）

国家海洋局・第

 
二海洋研究所

1
（「衛星海洋環境動力

 
学国家重点実験室」）

9536 5577 132 10376

（参考：国家重

 
点実験室合計）

（195） （839429） （655283） （23309） （499055）



Technology Ecology utoPIA

3．研究人材――
 数学

27

「中国科技統計年鑑」によると、数学分野に投入された人的資源（研究者と技術

 者）は、機関別に見ると、高等教育機関が圧倒的に多くなっている。研究開発機関

 の人的資源投入量は2006年に前年の3倍近い502人･年に達したが、同年の高等

 教育機関の実績（4222人･年）と比べると8分の1以下に過ぎない。

 高等教育機関の数学分野での人的資源投入量は、2001年以降、着実に増加し

 ている。2006年実績は、対前年比で10.4％の伸びを示した。2001年実績（2614人･

 年）との対比では、61.5％の増加となっている。

 

「中国科技統計年鑑」によると、数学分野に投入された人的資源（研究者と技術

 者）は、機関別に見ると、高等教育機関が圧倒的に多くなっている。研究開発機関

 の人的資源投入量は2006年に前年の3倍近い502人･年に達したが、同年の高等

 教育機関の実績（4222人･年）と比べると8分の1以下に過ぎない。
高等教育機関の数学分野での人的資源投入量は、2001年以降、着実に増加し

 ている。2006年実績は、対前年比で10.4％の伸びを示した。2001年実績（2614人･

 年）との対比では、61.5％の増加となっている。

機関別に見た数学分野の投入人的資源（研究者・技術者）と研究開発テーマ件数の推移

 

（人･年）

2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年

研究開発機関 272
(216)

205
(208)

199
(218)

156
(163)

173
（178）

502
（204）

高等教育機関 2614
(2832)

2756
(3291)

2769
(3481)

3696
(4233)

3824
（4783）

4222
（5771）
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物理学分野では、研究開発機関、高等教育機関ともテーマ件数が増加してい

 る。そうしたなかで、研究開発機関の投入人的資源（研究者と技術者）は、2003年

 に過去6年間で見て最高の4735人･年を記録したあと2年続けて減少傾向を示して

 いたが、2006年には対前年比で57.7％という高い伸びを示した。

 一方、高等教育機関の物理学分野での人的資源投入量は、2006年に5515人･年と

 なり対前年比で18.2％の伸びを示し、過去6年間で最高となった。

 

物理学分野では、研究開発機関、高等教育機関ともテーマ件数が増加してい

 る。そうしたなかで、研究開発機関の投入人的資源（研究者と技術者）は、2003年

 に過去6年間で見て最高の4735人･年を記録したあと2年続けて減少傾向を示して

 いたが、2006年には対前年比で57.7％という高い伸びを示した。
一方、高等教育機関の物理学分野での人的資源投入量は、2006年に5515人･年と

 なり対前年比で18.2％の伸びを示し、過去6年間で最高となった。

機関別に見た物理学分野の投入人的資源（研究者・技術者）と研究開発テーマ件数の推移

 

（人･年）

2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年

研究開発機関 2838
(1238)

2721
(1285)

4735
(1343)

2553
(1388)

2467
（1400）

3891
（1480）

高等教育機関 3344
(3445)

3902
(3986)

3754
(4238)

4821
(5133)

4667
（5692）

5515
(6913)
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天文学分野の人的資源（研究者と技術者）投入量は、研究開発機関については

 2001年以降減少傾向にあったが、2006年は対前年比でほぼ倍増し887人･年となっ

 た。これは、2001年の728人･年を上回り、過去6年間で見ても最高となった。

 一方、高等教育機関の人的資源投入量は、2002年から上昇に転じていたが、

 2005年から再び減少に転じ、2006年は研究開発機関の投入量の10分の1以下と

 なった。

 

天文学分野の人的資源（研究者と技術者）投入量は、研究開発機関については

 2001年以降減少傾向にあったが、2006年は対前年比でほぼ倍増し887人･年となっ

 た。これは、2001年の728人･年を上回り、過去6年間で見ても最高となった。
一方、高等教育機関の人的資源投入量は、2002年から上昇に転じていたが、

 2005年から再び減少に転じ、2006年は研究開発機関の投入量の10分の1以下と

 なった。

機関別に見た天文学分野の投入人的資源（研究者・技術者）と研究開発テーマ件数の推移

 

（人･年）

2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年

研究開発機関 728
(363)

536
(317)

515
(329)

450
(332)

457
（375）

887
（517）

高等教育機関 87
(99)

67
(84)

71
(92)

100
(112)

96
（99）

81
（110）
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地球科学分野での研究開発機関の人的資源（研究者と技術者）投入量は、2001 
年以降、減少傾向にあったが、2005年から上昇に転じ、2006年には過去6年間で

 見ても最高の6670人･年を記録した。対前年比では33.4％の伸びを示した。

 これに対して、高等教育機関の地球科学分野での人的資源投入量は、2001年か

 ら着実に増加しており、2006年には過去6年間で見て初めて5000人･年を上回った。

 

地球科学分野での研究開発機関の人的資源（研究者と技術者）投入量は、2001 
年以降、減少傾向にあったが、2005年から上昇に転じ、2006年には過去6年間で

 見ても最高の6670人･年を記録した。対前年比では33.4％の伸びを示した。
これに対して、高等教育機関の地球科学分野での人的資源投入量は、2001年か

 ら着実に増加しており、2006年には過去6年間で見て初めて5000人･年を上回った。

機関別に見た地球科学分野の投入人的資源（研究者・技術者）と研究開発テーマ件数の推移

 

（人･年）

2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年

研究開発機関 5357
（3500）

5267
（3500）

4999
（3756）

4804
（3977）

4999
（4213）

6670
（4467）

高等教育機関 3119
（3363）

3243
（3786）

3764
（4258）

4273
（4997）

4636
（5737）

5096
（7659）
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数学分野における中国の科学技術論文が、国外の主要書誌情報データベース

 に収録された件数を見ると、着実に増加している。SCI、EI、ISTPを合わせた2005 
年の実績は6043件となり、前年から49.8％の伸びを示した。

 とくにEIの伸びが顕著で前年から2.2倍に増え2739件となった。これに対して、収

 録件数が常に一番多かったSCIも、前年から19.9％増え、2000年以降で最高の

 3063件を記録した。

 

数学分野における中国の科学技術論文が、国外の主要書誌情報データベース

 に収録された件数を見ると、着実に増加している。SCI、EI、ISTPを合わせた2005 
年の実績は6043件となり、前年から49.8％の伸びを示した。

とくにEIの伸びが顕著で前年から2.2倍に増え2739件となった。これに対して、収

 録件数が常に一番多かったSCIも、前年から19.9％増え、2000年以降で最高の

 3063件を記録した。

数学分野の書誌収録件数の推移

年
書誌収録

SCI EI ISTP 合計

2000 1428 54 456 1938

2001 1495 527 248 2270

2002 2172 714 251 3137

2003 2170 1042 132 3344

2004 2554 1239 242 4035

2005 3063 2739 241 6043
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国外の主要書誌情報データベースの物理学分野での書誌収録件数は、2001年

 から2004年にかけては1万件をわずかに超える件数で推移していたが、2005年に

 は対前年比で45％という高い伸びを示した。

 いずれのデータベースへの収録件数も増えており、ISTPは前年に急激な落ち込

 みを見せたものの、2005年は1500件台を確保した。また、EIは前年に比べて

 81.7％、SCIは18％の伸び率を記録した。

 

国外の主要書誌情報データベースの物理学分野での書誌収録件数は、2001年

 から2004年にかけては1万件をわずかに超える件数で推移していたが、2005年に

 は対前年比で45％という高い伸びを示した。
いずれのデータベースへの収録件数も増えており、ISTPは前年に急激な落ち込

 みを見せたものの、2005年は1500件台を確保した。また、EIは前年に比べて

 81.7％、SCIは18％の伸び率を記録した。

物理学分野の書誌収録件数の推移

年 書誌収録

SCI EI ISTP 合計

2000 4469 494 2268 7231

2001 6223 2492 1427 10142

2002 6164 3288 907 10359

2003 6567 4240 1036 11843

2004 7923 3139 400 11462

2005 9351 5704 1561 16616
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天文学分野での書誌収録件数を見ると、増加傾向にはあるものの件数は多くなく、

 2005年は前年よりわずか11件しか増えていない。

 

天文学分野での書誌収録件数を見ると、増加傾向にはあるものの件数は多くなく、

 2005年は前年よりわずか11件しか増えていない。

天文学分野の書誌収録件数の推移

年 書誌収録

SCI EI ISTP 合計

2000 239 48 7 294

2001 68 11 20 99

2002 328 47 90 465

2003 335 78 73 486

2004 330 71 111 512

2005 339 96 88 523
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「中国科技統計年鑑」では、書誌収録実績を「地学」として集計している。それによ

 ると、書誌収録件数は2000年以降、着実に増加している。2005年は、SCI、EI、
 ISTPの合計が4816件となり、前年から42.4％増加した。

 SCI、EI、ISTPとも増加傾向を示しており、それぞれ対前年比で19.1％、77.9％、

 41％の伸び率を記録した。

 

「中国科技統計年鑑」では、書誌収録実績を「地学」として集計している。それによ

 ると、書誌収録件数は2000年以降、着実に増加している。2005年は、SCI、EI、
 ISTPの合計が4816件となり、前年から42.4％増加した。

SCI、EI、ISTPとも増加傾向を示しており、それぞれ対前年比で19.1％、77.9％、

 41％の伸び率を記録した。

地学分野の書誌収録件数の推移

年 書誌収録

SCI EI ISTP 合計

2000 992 133 338 1463

2001 959 300 291 1550

2002 1230 253 249 1732

2003 1456 633 139 2228

2004 1670 1123 588 3381

2005 1989 1998 829 4816
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上表は国家海洋局・第二海洋研究所に所属する「衛星海洋環境動力学国家実験

 室」の2006年の成果です。

 

上表は国家海洋局・第二海洋研究所に所属する「衛星海洋環境動力学国家実験

 室」の2006年の成果です。

「衛星海洋環境動力学国家実験室」の成果（2006年）

実験室数 科学研究プロジェクト 受賞件数
※

発表論文

件数 経費（万

 
元）

国家海洋局・第

 
二海洋研究所

1
（「衛星海洋環

 
境動力学国家重

 
点実験室」）

132 10376 124

（参考：国家重

 
点実験室合計）

（195） （23309） （499055） （49） （27949）
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（１）国際会議の開催
2003年8月、第24回国際数学者会議の開催

 
（北京）

2008年中国で開催された国際会議


 
2008年3月：「第3回東亜数学史研究国際学術シンポジウム」（天津）



 
2008年6月：「International Conference:“Nonlinear

 
Waves–Theory

 and Applications”」（北京）

 

 
2008年7月：「幾何解析国際会議」（武漢）



 
2008年11月：「第2回国際数値・代数・科学計算国際会議」（南京）

（２）大学間の交流


 
ドイツの学者と南開大学

（３）協会間の交流



 
上海数学会と米国数学会

（１）国際会議の開催
2003年8月、第24回国際数学者会議の開催

 
（北京）

2008年中国で開催された国際会議


 
2008年3月：「第3回東亜数学史研究国際学術シンポジウム」（天津）



 
2008年6月：「International Conference:“Nonlinear

 
Waves–Theory

 and Applications”」（北京）


 
2008年7月：「幾何解析国際会議」（武漢）



 
2008年11月：「第2回国際数値・代数・科学計算国際会議」（南京）

（２）大学間の交流


 
ドイツの学者と南開大学

（３）協会間の交流



 
上海数学会と米国数学会
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協力相手 プロジェクト

欧州合同原子核研究機関（CERN） 大型ハドロン衝突型加速器のプロジェクト

米国 北京電子・陽電子衝突型加速器(BEPC)と北京電子・陽電

 
子衝突スペクトロメータ(BES)、北京同時性輻射施設

 
（シンクロトロン放射光施設）の建設

米国、香港、台湾、チェコ、ロシア 大亜湾でのニュートリノ実験

ドイツ、オーストラリアなど 光子キュービット－原子キュービット間の量子状態にお

 
ける暗号伝送実験

スウェーデン 単一光子源によるデコイ法（decoy-pulse method）を用

 
いた量子暗号実験

中国、日本、米国 世界初の真空紫外線レーザーによる電子カップリング状

 
態の観察

米国、欧州、韓国、日本 「標準模型を超える物理」プロジェクト

国際会議の開催

第3回冷原子物理国際学術シンポジウム

 

（武漢、2008）
第5回凝集物理フロンティア国際シンポジウム（鄭州、2008）
第17回国際生物物理学会議

 

（北京、2011年）

第29回中米高エネルギー物理協力連合委員会会議が2008年11月北京で開催され、双方は「中米高エ

 
ネルギー物理協力2008年～2009年度協力計画」を締結した。
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2012年に北京で第28回IAU総会を開催する予定

協力相手 研究プロジェクト

イタリア、米国 天球座標系

多国間共同研究 電波源位置座標系ICRF-2

多国間協力 国際的な地球観測計画

多国間協力 国際宇宙ステーションのAMSプロジェクト

多国間協力 米国の南極周回気球プロジェクト

フランス 空間天文衛星「空間変源モニター（SVOM）の製造

協力相手 成果

ドイツのマックス・ブランク天文学研究所 銀河系質量の解析結果を発表

日本の国立天文台 太陽系外惑星の発見

英国 欧州宇宙機関の「ハーシェル宇宙望遠鏡」の開発

中国科学院の天文分野における国際協力成果
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－「海底観測国際シンポジウム」（2008年5月、同済大学）
－「アジア―太平洋海岸ゾーン国際学術シンポジウム」（2008年10月、青島）
－「2008国際深海技術シンポジウム」（2008年11月、上海）
－「第9回環太平洋国際リモートセンシング会議（PORSEC2008）」（2008年12月、広州市）

－「海底観測国際シンポジウム」（2008年5月、同済大学）
－「アジア―太平洋海岸ゾーン国際学術シンポジウム」（2008年10月、青島）
－「2008国際深海技術シンポジウム」（2008年11月、上海）
－「第9回環太平洋国際リモートセンシング会議（PORSEC2008）」（2008年12月、広州市）

国際会議の開催

協力相手 研究協力プロジェクト

米国 有害赤潮物質の分子学的特性とリモートセンシングの赤潮予報における応用

渤海海岸地区総合管理および応急システム（ICMERS）プロジェクトの実行可能性

フランス 海洋生態健康監視・測定と評価

ドイツ 近海海岸地区海洋生態監視・測量技術と評価方法

ロシア 海洋生態系統の安全評価体系および業務的応用

極東海域生物体、海底沈積物、海水の主要汚染物

韓国 黄海汚染軽減対策研究

韓国 黄海沿岸地区TBT監視・測定とTBT災害防止

タイ 季節風突発と社会影響

日本 ルソン海峡流量とその変異
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非線形問題における数学的理論・方法
政府⇒重視・支援

非線形問題における数学的理論・方法
政府⇒重視・支援

現状＝純粋数学研究を重視⇒応用数学、他学科との融合を重視現状＝純粋数学研究を重視⇒応用数学、他学科との融合を重視

不確定性と離散問題の数学モデル、理論、方法

様々な分野における応用が期待される

不確定性と離散問題の数学モデル、理論、方法

様々な分野における応用が期待される

応用数学の重視
国家基礎科学数学養成基金、天元基金などの創設

応用数学の重視
国家基礎科学数学養成基金、天元基金などの創設

数学教育の重視
－「丘成桐数学賞」の創設

 
－国際数学オリンピックの参加

数学教育の重視
－「丘成桐数学賞」の創設

 
－国際数学オリンピックの参加

最新動態
－国際数学連盟執行委員会、2009年年会が2009年4月に福建省で開催された。
－中国科学院数学・系統科学研究院の張志濤研究員は

 
Monge-Ampere 方程式

 （完全非線形楕円問題）の研究について成果を収めた。

 

最新動態
－国際数学連盟執行委員会、2009年年会が2009年4月に福建省で開催された。
－中国科学院数学・系統科学研究院の張志濤研究員は

 
Monge-Ampere 方程式

 （完全非線形楕円問題）の研究について成果を収めた。
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①

 
素粒子物理論と場の量子論におけるフロンティア問題

②

 
極端条件における原子核の研究

③

 
弦理論と場の量子論の非摂動的効果・反応

④

 
引力と宇宙学の研究

⑤

 
凝集態物理理論の重大なフロンティア問題

⑥

 
統計物理と理論生命科学

①

 
素粒子物理論と場の量子論におけるフロンティア問題

②

 
極端条件における原子核の研究

③

 
弦理論と場の量子論の非摂動的効果・反応

④

 
引力と宇宙学の研究

⑤

 
凝集態物理理論の重大なフロンティア問題

⑥

 
統計物理と理論生命科学

中国科学院理論物理研究所の研究テーマ中国科学院理論物理研究所の研究テーマ



Technology Ecology utoPIA

2．基礎物理・高エネルギー物理－2

43

1989年から実際稼動開始
2003年～2007年、2140.4万ドルを投資して、改造プロジェクトを行った。
BEPC－Ⅱは、輝度が1032/cm2/sを超え、改造前の10倍に達した。BEPC－Ⅱは

 多くの国際高エネルギー物理、加速器分野の 新超伝導技術を採用し、アメリ

 カ、日本などの高エネルギー物理研究機関と全面的な協力関係を構築した。

 

 
BEPC－Ⅱの予定寿命は12年

1989年から実際稼動開始
2003年～2007年、2140.4万ドルを投資して、改造プロジェクトを行った。
BEPC－Ⅱは、輝度が1032/cm2/sを超え、改造前の10倍に達した。BEPC－Ⅱは

 多くの国際高エネルギー物理、加速器分野の 新超伝導技術を採用し、アメリ

 カ、日本などの高エネルギー物理研究機関と全面的な協力関係を構築した。
 BEPC－Ⅱの予定寿命は12年

北京電子・陽電子衝突型加速器(BEPC)北京電子・陽電子衝突型加速器(BEPC)

北京電子・陽電子衝突スペクトロメータ(BES)北京電子・陽電子衝突スペクトロメータ(BES)

1987年6月に据え付けられ、1988年10月に初めて宇宙線信号を観察した。
BEPCの実際稼働とともに、

 
1989年に初めて実際観察を行った。

1995年から1997年まで3500万元を投じて改造を行い、改造後のBES

 
－Ⅱの全

 体機能が向上し、特に識別率が向上した。

 BEPCの改造とともに、BESの改造も行った。改造後のBES

 
Ⅲは探測器の性能

 が大幅に向上された。

 

1987年6月に据え付けられ、1988年10月に初めて宇宙線信号を観察した。
BEPCの実際稼働とともに、

 
1989年に初めて実際観察を行った。

1995年から1997年まで3500万元を投じて改造を行い、改造後のBES

 
－Ⅱの全

 体機能が向上し、特に識別率が向上した。
BEPCの改造とともに、BESの改造も行った。改造後のBES

 
Ⅲは探測器の性能

 が大幅に向上された。
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中国が独自に設計、建設したもの、国家重点科学技術プロジェクト、
80MeV～400MeVの自動切換えによる高エネルギーの炭素イオンビームが提供できるため、

 深層腫瘍患者への利用が可能。

 2007年から試運転
2008年7月30日に国の検収を通過
2008年10月15日、変換エネルギーの取り出しとイオン種の自動切換えに成功

中国が独自に設計、建設したもの、国家重点科学技術プロジェクト、
80MeV～400MeVの自動切換えによる高エネルギーの炭素イオンビームが提供できるため、

 深層腫瘍患者への利用が可能。
2007年から試運転
2008年7月30日に国の検収を通過
2008年10月15日、変換エネルギーの取り出しとイオン種の自動切換えに成功

蘭州の重イオン加速器冷却蓄積リング（HIRFL-CSR）

上海シンクロトロン放射光施設（SSRF）

150MeV電子直線加速器、3.5GeV増強器、3.5GeV 電子蓄積リング、シンクロトロン放射

 光束線、実験ステーションから構成される。

 

 

2004年末着工、2009年4月29日に竣工。投資総額：12億元。
完成後、国内外の各種分野の500～600名の専門家が実験を行う可能。
第1期プロジェクトで7つの実験ステーションが建設される予定。
 大で60の実験ステーションが建設できる。
新情報：計画として、2009年ユーザー向けの設備使用時間を2,000hと設定し、研究所、

 大学などの78のユーザーが放射光を利用して286の課題研究を行う予定。

 

150MeV電子直線加速器、3.5GeV増強器、3.5GeV 電子蓄積リング、シンクロトロン放射

 光束線、実験ステーションから構成される。
 2004年末着工、2009年4月29日に竣工。投資総額：12億元。
完成後、国内外の各種分野の500～600名の専門家が実験を行う可能。
第1期プロジェクトで7つの実験ステーションが建設される予定。
 大で60の実験ステーションが建設できる。
新情報：計画として、2009年ユーザー向けの設備使用時間を2,000hと設定し、研究所、

 大学などの78のユーザーが放射光を利用して286の課題研究を行う予定。
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「第11次5ヵ年」期間の重大科学プロジェクト
同実験装置は、定常強磁場実験装置とパルス強磁場実験装置で構成される。
定常強磁場実験装置は、中国科学院合肥物質科学研究院と中国科学技術大学

 が共同で建設し、パルス強磁場実験装置の建設は華中科技術大学が担当する。

 定常強磁場実験装置：2008年5月18日、合肥で着工、建設期間：5年間。
パルス強磁場実験装置：2008年4月、武漢で着工、建設期間：5年間。

新情報：2009年4月、パルス強磁場実験装置のサンプル機器のデバッグが成功

 した。

 

「第11次5ヵ年」期間の重大科学プロジェクト
同実験装置は、定常強磁場実験装置とパルス強磁場実験装置で構成される。
定常強磁場実験装置は、中国科学院合肥物質科学研究院と中国科学技術大学

 が共同で建設し、パルス強磁場実験装置の建設は華中科技術大学が担当する。
定常強磁場実験装置：2008年5月18日、合肥で着工、建設期間：5年間。
パルス強磁場実験装置：2008年4月、武漢で着工、建設期間：5年間。

新情報：2009年4月、パルス強磁場実験装置のサンプル機器のデバッグが成功

 した。

「強磁場実験装置」

中国核破砕中性子源（CSNS）

「第11次5カ年」期間の重大プロジェクト
大規模科学装置で、2013年に完成の予定。
投資額は約20億元と推定。
完成後、発展途上国では初の核破砕中性子源となる。
新情報：現在、予備研究段階にあり、米国、日本、欧州、韓国の幾つかの実

 験室と協力関係を結び、今年3月中旬、関連技術者は日本のJ‐PARCを訪問した。

 

「第11次5カ年」期間の重大プロジェクト
大規模科学装置で、2013年に完成の予定。
投資額は約20億元と推定。
完成後、発展途上国では初の核破砕中性子源となる。
新情報：現在、予備研究段階にあり、米国、日本、欧州、韓国の幾つかの実

 験室と協力関係を結び、今年3月中旬、関連技術者は日本のJ‐PARCを訪問した。
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現在、歴史的な転換点に立ち、自主開発・製造への投資を直実に増加している。現在、歴史的な転換点に立ち、自主開発・製造への投資を直実に増加している。

現状

広視野多目的ファイバ分光望遠鏡(LAMOST)

特 徴：
口径6m、視野角5度、スペクトル取得率が高く、4000のファイバという性能を

 持ち、世界で も強力な光学スペクトル観測望遠鏡

 科学的目標：
銀河系外天文学,銀河系の構造と進化、および多波長帯の同定
投 資 額：2億3500万元（約33億円）

意 義：
LAMOSTが完成したことによって、中国の天文学者は初めて国際的な水準の先進

 的な大型天文観測装置を持つことになった。

 輸入依存⇒自主開発
新情報：2009年6月4日、中国科学院国家天文台河北興隆観測基地で順調にテ

 ストをパスした。

 

特 徴：
口径6m、視野角5度、スペクトル取得率が高く、4000のファイバという性能を

 持ち、世界で も強力な光学スペクトル観測望遠鏡
科学的目標：
銀河系外天文学,銀河系の構造と進化、および多波長帯の同定
投 資 額：2億3500万元（約33億円）

意 義：
LAMOSTが完成したことによって、中国の天文学者は初めて国際的な水準の先進

 的な大型天文観測装置を持つことになった。
輸入依存⇒自主開発

新情報：2009年6月4日、中国科学院国家天文台河北興隆観測基地で順調にテ

 ストをパスした。
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CSTARは、中国科学院南京天文光学技術研究所、柴金山天文台、国家天文台が

 共同で開発したものである。

 2008年1月12日に南極大陸 高点の「ドームA」に設置された。
2008年3月20日から観測を開始した。
2008年8月2日の故障によって観測を停止するまで135日間にわたって連続観測

 を実施した。

 新情報：現在、南極望遠鏡AST3（3台、口径50㎝）を研究製造中。計画とし

 て南極に2009年/2010年、設置する予定。

 

CSTARは、中国科学院南京天文光学技術研究所、柴金山天文台、国家天文台が

 共同で開発したものである。

2008年1月12日に南極大陸 高点の「ドームA」に設置された。
2008年3月20日から観測を開始した。
2008年8月2日の故障によって観測を停止するまで135日間にわたって連続観測

 を実施した。
新情報：現在、南極望遠鏡AST3（3台、口径50㎝）を研究製造中。計画とし

 て南極に2009年/2010年、設置する予定。

「南極小型望遠鏡」（CSTAR）

直径500mという世界最大の電波望遠鏡（

 
FAST）

直 径：500m、完成後、単体の電波望遠鏡として世界一
建設状況：2008年12月29日建設開始を発表、2014年頃完成予定
建設予算：７億元
役 割：電波天文学の研究促進

 
、地球の周回軌道上の人工物（スペース・

デブリ）の監視など

直 径：500m、完成後、単体の電波望遠鏡として世界一
建設状況：2008年12月29日建設開始を発表、2014年頃完成予定
建設予算：７億元
役 割：電波天文学の研究促進

 
、地球の周回軌道上の人工物（スペース・

デブリ）の監視など
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特徴：感度、識別率が高く、高精度の硬X射線天図を作成できる。
計画：2010～2012年に打ち上げられる予定。
役割：ブラックホールなど､天体物理分野での研究
新情報：現在、気球飛行試験が成功した。

特徴：感度、識別率が高く、高精度の硬X射線天図を作成できる。
計画：2010～2012年に打ち上げられる予定。
役割：ブラックホールなど､天体物理分野での研究
新情報：現在、気球飛行試験が成功した。

天文衛星「硬X線調整望遠鏡」（HXMT）

空間天文衛星「空間変源モニター（SVOM）」

構成：①口径が30cmの光測量望遠鏡
②口径が5cmの巡視望遠鏡
③高識別率X-射線望遠鏡

計画：2012年に打ち上げられる予定

構成：①口径が30cmの光測量望遠鏡
②口径が5cmの巡視望遠鏡
③高識別率X-射線望遠鏡

計画：2012年に打ち上げられる予定
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天文学の専門研究員は絶対数でも少なく、人的資源の投入量もそれほど大きな

 伸びを示していない。

 中国国内のいくつかの大学には天文学の教育と研究を行っている優秀な学者が

 いるものの、外国と比較すると全体的に少ないのが現状である。

 

天文学の専門研究員は絶対数でも少なく、人的資源の投入量もそれほど大きな

 伸びを示していない。
中国国内のいくつかの大学には天文学の教育と研究を行っている優秀な学者が

 いるものの、外国と比較すると全体的に少ないのが現状である。

専門研究人材の不足という現状

「天文共同基金」

天文学研究を重点的に奨励するためのものである。同基金の設立は、大学での

 天文学研究を強力に後押しするものと期待されている。また、天文学分野での

 中国科学院と大学との協力を強化するため、大学の天文学科への資源投入を拡

 大することが計画されている。

 

天文学研究を重点的に奨励するためのものである。同基金の設立は、大学での

 天文学研究を強力に後押しするものと期待されている。また、天文学分野での

 中国科学院と大学との協力を強化するため、大学の天文学科への資源投入を拡

 大することが計画されている。
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国家天文台は、中国科学院所管の雲南天文台、南京天文光学技術研究所、ウル

 ムチ天文台、長春天文台およびその他の3観測所・1研究所を統合してできたも

 ので、中国科学院院士5名、教授クラスの研究者80名、准教授クラスの研究者

 140名のほか、博士課程修了の研究者22名が在籍している。また、修士課程146

 名と博士課程241名の学生が登録されている。

 

国家天文台は、中国科学院所管の雲南天文台、南京天文光学技術研究所、ウル

 ムチ天文台、長春天文台およびその他の3観測所・1研究所を統合してできたも

 ので、中国科学院院士5名、教授クラスの研究者80名、准教授クラスの研究者

 140名のほか、博士課程修了の研究者22名が在籍している。また、修士課程146

 名と博士課程241名の学生が登録されている。

国家天文台の概要

国家天文台の研究内容

－宇宙の大規模構造
－銀河の誕生と進化
－高エネルギー天文学
－星の誕生と進化
－太陽磁場および太陽・惑星間空間の環境
－宇宙での観測手法および宇宙探査
－太陽系天体の動力学
－天文学観測手法・技術

－宇宙の大規模構造
－銀河の誕生と進化
－高エネルギー天文学
－星の誕生と進化
－太陽磁場および太陽・惑星間空間の環境
－宇宙での観測手法および宇宙探査
－太陽系天体の動力学
－天文学観測手法・技術
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海洋資源の持続可能な利用や海洋環境・生態保護、海洋経済、海洋公益サービス、海洋

 権益といった幅広い分野に視点を据えながら、2010年から2020年にわたる中国の海洋戦

 略を描き出している。

 

海洋資源の持続可能な利用や海洋環境・生態保護、海洋経済、海洋公益サービス、海洋

 権益といった幅広い分野に視点を据えながら、2010年から2020年にわたる中国の海洋戦

 略を描き出している。

「国家海洋事業発展規画綱要」（ 2008年2月21日）

「国家ハイテク研究開発発展計画」（「863計画」）の海洋技術領域の戦略目標



 

近海資源利用のレベルアップに加えて、深海部における戦略的資源の備蓄能力を高め、

 近海油田、深海石油・天然ガス田、天然ガス・ハイドレート・海底固体鉱物資源の探査・開

 発に係わる中核技術・大型施設を開発する。

 


 

海洋環境モニタリング技術、とくに深海・遠海モニタリング技術の開発・整備を行い、200海

 里内の排他的経済開発区および西太平洋に対する海洋環境立体総合観測・管理に関す

 る技術能力を構築する。

 


 

深海生物資源を探査、開発・利用するための技術を研究し、海洋起源の新薬やバイオ製

 品等の高付加価値製品を研究・開発する。

 


 

海洋に関するハイテク研究基地を構築し、海洋先端技術を発展させる。



 

中国の海洋技術を近・浅海から深・遠海へと戦略的転換をはかる。



 

近海資源利用のレベルアップに加えて、深海部における戦略的資源の備蓄能力を高め、

 近海油田、深海石油・天然ガス田、天然ガス・ハイドレート・海底固体鉱物資源の探査・開

 発に係わる中核技術・大型施設を開発する。



 

海洋環境モニタリング技術、とくに深海・遠海モニタリング技術の開発・整備を行い、200海

 里内の排他的経済開発区および西太平洋に対する海洋環境立体総合観測・管理に関す

 る技術能力を構築する。



 

深海生物資源を探査、開発・利用するための技術を研究し、海洋起源の新薬やバイオ製

 品等の高付加価値製品を研究・開発する。



 

海洋に関するハイテク研究基地を構築し、海洋先端技術を発展させる。



 

中国の海洋技術を近・浅海から深・遠海へと戦略的転換をはかる。
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「国家海洋事業発展規画綱要」

 
における重要テーマ

①海域使用管理
②島嶼の開発保護
③石油・天然ガス資源管理
④港の資源配置⑤海洋漁業資源の養殖・保護

「国家海洋事業発展規画綱要」

 
における重要テーマ

①海域使用管理
②島嶼の開発保護
③石油・天然ガス資源管理
④港の資源配置⑤海洋漁業資源の養殖・保護

海洋資源の持続可能な利用

現状

中国は、エネルギーの海外依存がますます高まるなかで、陸地部分での資源不

 足が深刻なことから、海洋資源の開発を積極的に進めている。

 
中国がとくに力を入れているのが浅海での資源探査・開発であるが、浅海部で

 の石油・天然ガス資源の探査・開発用の技術・設備については、自主開発

 能力が向上したため、深海部への探査・開発に重点が移ってきている。

 

中国は、エネルギーの海外依存がますます高まるなかで、陸地部分での資源不

 足が深刻なことから、海洋資源の開発を積極的に進めている。

中国がとくに力を入れているのが浅海での資源探査・開発であるが、浅海部で

 の石油・天然ガス資源の探査・開発用の技術・設備については、自主開発

 能力が向上したため、深海部への探査・開発に重点が移ってきている。
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多機能海底地震計（OBS）、回転方向制御ボーリング装置、三次元ボーリング

 技術、稠密油層開発技術などの重要な技術を開発し、石油・天然ガスの採収率

 を高めた。2007年5月には、渤海湾灘海地区で埋蔵量が10億トン規模の冀東南

 堡大油田を発見した。

 

多機能海底地震計（OBS）、回転方向制御ボーリング装置、三次元ボーリング

 技術、稠密油層開発技術などの重要な技術を開発し、石油・天然ガスの採収率

 を高めた。2007年5月には、渤海湾灘海地区で埋蔵量が10億トン規模の冀東南

 堡大油田を発見した。

浅海部での石油・天然ガス資源探査・開発技術

深海部の石油・天然ガス資源の探査・評価技術

南シナ海南部海域で16の新生代沈積盆地を発見した。石油・天然ガス資源の予

 測埋蔵量は石油換算で228億トンに相当する。2006年には南シナ海茘湾で

 中国初の深海試掘井の掘削に成功し、水深1480mの場所で埋蔵量が1000億

 m3の大型深海天然ガス田を発見した。

 海底の天然ガス・ハイドレート探査用として開発された深海深孔天然ガス・ハ

 イドレート原位置コアリング（coring）装置の 大作業深度は3000m、サ

 ンプリング深度は10mで、海外の同種設備と比べて2～5倍の能力を持つ。

 2007年4月から6月にかけて、この装置を使って南シナ海で天然ガス・ハイ

 ドレートのサンプルが採取された。

 

南シナ海南部海域で16の新生代沈積盆地を発見した。石油・天然ガス資源の予

 測埋蔵量は石油換算で228億トンに相当する。2006年には南シナ海茘湾で

 中国初の深海試掘井の掘削に成功し、水深1480mの場所で埋蔵量が1000億

 m3の大型深海天然ガス田を発見した。
海底の天然ガス・ハイドレート探査用として開発された深海深孔天然ガス・ハ

 イドレート原位置コアリング（coring）装置の 大作業深度は3000m、サ

 ンプリング深度は10mで、海外の同種設備と比べて2～5倍の能力を持つ。

 2007年4月から6月にかけて、この装置を使って南シナ海で天然ガス・ハイ

 ドレートのサンプルが採取された。
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「863計画」の支援によって、新型の多機能半潜式プラットフォームの技術研

 究で大きな進展が得られ、遠海・深海の海底油田プラットフォームの設計・建

 設で技術的基礎が構築された。このプラットフォームの性能は、掘削深度

 9000m、 大作業深度3000mで、全世界の海域に適用可能という。

 

「863計画」の支援によって、新型の多機能半潜式プラットフォームの技術研

 究で大きな進展が得られ、遠海・深海の海底油田プラットフォームの設計・建

 設で技術的基礎が構築された。このプラットフォームの性能は、掘削深度

 9000m、 大作業深度3000mで、全世界の海域に適用可能という。

深海油田用のプラットフォーム技術

浮体式海洋石油・ガス貯蔵積出設備（FPSO）

中国の浅海用FPSO技術は世界のリーダー的な水準にある。
現在、中国では、14基のFPSOが稼働しており、生産量は中国の海上石油・ガス

 生産量全体の75％を占めている。

 中国は、世界 大のFPSOの生産・利用国となっている。
完全自主設計、製造による30万トン級超大型FPSO「海洋石油117号」は2007年4

 月30日から供用を開始している。建設コストは2億3000万元である。

 

中国の浅海用FPSO技術は世界のリーダー的な水準にある。
現在、中国では、14基のFPSOが稼働しており、生産量は中国の海上石油・ガス

 生産量全体の75％を占めている。
中国は、世界 大のFPSOの生産・利用国となっている。
完全自主設計、製造による30万トン級超大型FPSO「海洋石油117号」は2007年4

 月30日から供用を開始している。建設コストは2億3000万元である。
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海洋観測所と人員

出典：「2007中国科技統計年鑑」

年 観測ステーション 観測所 モニタリングセンター 予報台 予測センター

機関数

2001 12 63 4 3 1

2002 12 63 4 3 1

2003 12 63 4 3 1

2004 12 63 4 3 1

2005 12 63 4 3 1

2006 12 63 4 3 1

人員数

 
（人）

2001 530 427 739 421 313

2002 530 427 739 421 313

2003 530 427 739 421 313

2004 530 427 739 421 313

2005 530 427 739 421 313

2006 696 469 601 342 313
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海洋観測調査状況

出典：「2007中国科技統計年鑑」

年 合計
ステーション

 
観測

汚染
モニタリング

潮汐検査
ブイモニ

 
タリング

断面調査

調査
箇所

2001 1505 61 1269 102 4 171

2002 1505 61 1269 102 4 171

2003 1505 61 1269 102 4 171

2004 1505 61 1269 102 4 171

2005 4409 64 4169 54 3 119

2006 9057 63 8800 52 5 137

データ

 
（万組）

2001 1702.3 1686.5 6.3 79.7 7.4 1.9

2002 1702.3 1686.5 6.3 79.7 7.4 2.0

2003 1702.3 1686.5 6.3 79.7 7.4 2.0

2004 1702.3 1686.5 6.3 79.7 7.4 2.0

2005 470.2 290 92.2 63 3.0 22.0

2006 7124.2 6385.8 180.0 546.6 9.9 1.9
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打ち上げ時間：2002年5月15日
役割:

 

①中国近海および沿岸における環境変化に関するデータの取得
②海洋一次生産の研究、③中規模渦のダイナミクスの研究
④海洋観測プログラム開発のための経験の取得等

打ち上げ時間：2002年5月15日
役割:

 

①中国近海および沿岸における環境変化に関するデータの取得
②海洋一次生産の研究、③中規模渦のダイナミクスの研究
④海洋観測プログラム開発のための経験の取得等

リアルタイム観測地域：渤海、黄海、東シナ海、南シナ海および海岸地区

応用分野：①中国近海の赤潮や油漏れ、海氷など環境災害の監視・観測
②大陸棚や河口、灘の動態測量製図、③魚群探査など

リアルタイム観測地域：渤海、黄海、東シナ海、南シナ海および海岸地区

応用分野：①中国近海の赤潮や油漏れ、海氷など環境災害の監視・観測
②大陸棚や河口、灘の動態測量製図、③魚群探査など

「海洋1号」

「海洋1号A」（HY-1A）

「海洋1号B」（HY-1B）

打ち上げ時間：2007年4月11日
役割:

 

①海水の色や温度の観測、②海洋生物資源
③開発や海洋汚染の防止、④海岸線の調査、⑤港の建設など

打ち上げ時間：2007年4月11日
役割:

 

①海水の色や温度の観測、②海洋生物資源
③開発や海洋汚染の防止、④海岸線の調査、⑤港の建設など

「海洋2号」

2007年4月海洋局局長の発言で、衛星5機の打ち上げを計画している

 

。このうち、「海洋

 2号」が2009年には打ち上げられる予定。

 

2007年4月海洋局局長の発言で、衛星5機の打ち上げを計画している

 

。このうち、「海洋

 2号」が2009年には打ち上げられる予定。
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設立目的：中国近海の大気海洋モニタリング・予測能力を強化し、気候変動研究に貢献して、

 
第一海洋研究所や国家海洋局北海支局（渤海、黄海）、東海支局（東シナ海）、南海支局（南シ

 
ナ海）と連携して中国の海洋気候モニタリング・ネットワークの構築をめざす。

 設立時間：2007年12月21日

 所属機関：青島にある国家海洋局第一海洋研究所

 研究方向：①大洋環流と地球気候変化

 
②海洋数値シミュレーションのコア技術

 
③大気海洋相互作用と気候変化の評価技術

 

設立目的：中国近海の大気海洋モニタリング・予測能力を強化し、気候変動研究に貢献して、

 
第一海洋研究所や国家海洋局北海支局（渤海、黄海）、東海支局（東シナ海）、南海支局（南シ

 
ナ海）と連携して中国の海洋気候モニタリング・ネットワークの構築をめざす。

設立時間：2007年12月21日

所属機関：青島にある国家海洋局第一海洋研究所

研究方向：①大洋環流と地球気候変化

 
②海洋数値シミュレーションのコア技術

 
③大気海洋相互作用と気候変化の評価技術

大気海洋相互作用・気候変動実験室

最新情報：中国初の海底観測ネットワーク技術システム

概要：
同システムは、観測機器を海底に備え付け、有線あるいは無線ネットワークを通じて各観測ポイ

 
ントに電力を供給し、情報収集を図るもので、どんな天候でも、長期的・持続的な自動観測が実

 
現できる。

 応用：
基礎科学研究、資源・エネルギー、探査開発利用、災害・環境保護、航海などの方面の研究

進展状況：
同システムは2009年4月19日から試運転が行われており、既に60日間以上の正常運転を記録、デー

 
タ正常率95％以上を実現している。6月23日,専門家による監査を通過した。

 

概要：
同システムは、観測機器を海底に備え付け、有線あるいは無線ネットワークを通じて各観測ポイ

 
ントに電力を供給し、情報収集を図るもので、どんな天候でも、長期的・持続的な自動観測が実

 
現できる。

応用：
基礎科学研究、資源・エネルギー、探査開発利用、災害・環境保護、航海などの方面の研究

進展状況：
同システムは2009年4月19日から試運転が行われており、既に60日間以上の正常運転を記録、デー

 
タ正常率95％以上を実現している。6月23日,専門家による監査を通過した。
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海洋環境汚染現状

汚染対策の強化

近海の汚染対策を強化し、陸から海への汚染物質の排出モニタリングを強化するとともに、

 
海洋事業プロジェクト実施認可のハードルを厳しくする。

 
「海洋環境保護法」、「水汚染防止対策法」、「船舶による海域汚染の防止管理条例」、

 
「海洋へ廃棄物を傾注することに関する管理条例

 

」、「港水域保護条例」などがある。

 

近海の汚染対策を強化し、陸から海への汚染物質の排出モニタリングを強化するとともに、

 
海洋事業プロジェクト実施認可のハードルを厳しくする。
「海洋環境保護法」、「水汚染防止対策法」、「船舶による海域汚染の防止管理条例」、

 
「海洋へ廃棄物を傾注することに関する管理条例

 

」、「港水域保護条例」などがある。

年 海域水質基準に適合していない海域面積

2006年 14.9km2

2007年 14.5km2

2008年 13.7km2

中国海域の汚染は依然として深刻な状況にあり、近海部では、約50％の海域の水質は基準に達

 
していない。

海洋生態系調査

調査機関：中国科学院の海洋研究所
調査期間：2008年5月12日から18日
調査内容：2007年11月に黄海北部に設置した長期海洋生態環境観測装置で収集した長期蓄積

 
データの回収

 
回収データ：プランクトン調査（15ヵ所）、海水の化学成分調査（21ヵ所）、海底土採取（15ヵ所）、水文

 
気象調査（23ヵ所）などに関するデータ

 

調査機関：中国科学院の海洋研究所
調査期間：2008年5月12日から18日
調査内容：2007年11月に黄海北部に設置した長期海洋生態環境観測装置で収集した長期蓄積

 
データの回収
回収データ：プランクトン調査（15ヵ所）、海水の化学成分調査（21ヵ所）、海底土採取（15ヵ所）、水文

 
気象調査（23ヵ所）などに関するデータ
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サイズ：全長104m、全幅16m、排水量5500トン
性 能：巡航速度は16ノットの性能を持つ。
実 績：
1995年から科学調査船として多くの大洋科学調査を行った。
2005年4月から2006年1月にかけて、中国初の世界を一周する大洋科学調査を行った。
2008年4月から2009年3月にかけて、北西太平洋、東太平洋、南西太平洋などで深海の環境調査と

 
熱水鉱床の調査を実施した。通算20回目の航海。

 

サイズ：全長104m、全幅16m、排水量5500トン
性 能：巡航速度は16ノットの性能を持つ。
実 績：
1995年から科学調査船として多くの大洋科学調査を行った。
2005年4月から2006年1月にかけて、中国初の世界を一周する大洋科学調査を行った。
2008年4月から2009年3月にかけて、北西太平洋、東太平洋、南西太平洋などで深海の環境調査と

 
熱水鉱床の調査を実施した。通算20回目の航海。

大洋一号（遠洋科学調査

 
）

科学3号（近海域での調査）

サイズ：全長73.3m、全幅10.2m、重量4000トン
性 能：一回連続数千海里航行、水中360度回転、砕氷行進、海底の探測、走査、海底の深度、ア

 
ルカリ度、濁度などの測量ができる。

 
実 績：
2006年6月使用開始。
2007年10月から2ヵ月にわたって、中国大陸と米大陸を結ぶ新た太平洋海底光ケーブル・システ

 
ムとなる「Trans-Pacific Express」建設プロジェクトの海底工事の事前点検作業も行った。

 
2008年7月に近海の生態系変化とそれが周辺地域に与える影響を調査するため青島港を出航した。

サイズ：全長73.3m、全幅10.2m、重量4000トン
性 能：一回連続数千海里航行、水中360度回転、砕氷行進、海底の探測、走査、海底の深度、ア

 
ルカリ度、濁度などの測量ができる。
実 績：
2006年6月使用開始。
2007年10月から2ヵ月にわたって、中国大陸と米大陸を結ぶ新た太平洋海底光ケーブル・システ

 
ムとなる「Trans-Pacific Express」建設プロジェクトの海底工事の事前点検作業も行った。
2008年7月に近海の生態系変化とそれが周辺地域に与える影響を調査するため青島港を出航した。
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実験3号（近海域での調査）

実験1号（近海域での調査）

サイズ：全長60m、全幅26m、排水量2500トン
性 能：全溶接構造の双胴船であり、近海だけでなく遠海において水中音響探査や海洋物理、地

 
質生物、海洋・大気環境などの学際的な科学的調査を行う 新型総合科学調査船。船上に11の全

 
自動化実験室があり、船上から衛星を利用してデータの伝送ができる。

 
実 績：
2002年建設プロジェクトが開始し、建設費用は2億元近い。
2008年9月12日

 

、渤海で進水した

 

。
2009年5月9日、初回航行が成功した。

サイズ：全長60m、全幅26m、排水量2500トン
性 能：全溶接構造の双胴船であり、近海だけでなく遠海において水中音響探査や海洋物理、地

 
質生物、海洋・大気環境などの学際的な科学的調査を行う 新型総合科学調査船。船上に11の全

 
自動化実験室があり、船上から衛星を利用してデータの伝送ができる。
実 績：
2002年建設プロジェクトが開始し、建設費用は2億元近い。
2008年9月12日

 

、渤海で進水した

 

。
2009年5月9日、初回航行が成功した。

サイズ：全長104.21m、全幅13.74m、排水量3300トン
性 能：一回連続8000海里航行できる。多くの海洋総合調査計器設備が装備されている。
実 績：
1984年6月から現在まで就役している。
2008年8月15日に広州新洲港から出航し、3510海里に及ぶ調査業務を終え、9月7日に帰港した。
帰港した同日、主要海域の小型低気圧観測とデータ解析を行うために再出航した。
2009年4月28日に出航し、7040海里に及ぶ調査業務を終え、6月20日に帰港した。南沙島嶼の総合

 考察と科学技術基本考察を行った。

 

サイズ：全長104.21m、全幅13.74m、排水量3300トン
性 能：一回連続8000海里航行できる。多くの海洋総合調査計器設備が装備されている。
実 績：
1984年6月から現在まで就役している。
2008年8月15日に広州新洲港から出航し、3510海里に及ぶ調査業務を終え、9月7日に帰港した。
帰港した同日、主要海域の小型低気圧観測とデータ解析を行うために再出航した。
2009年4月28日に出航し、7040海里に及ぶ調査業務を終え、6月20日に帰港した。南沙島嶼の総合

 考察と科学技術基本考察を行った。

科学号（遠洋科学調査 ）

5億元を投じて排水量4500トン級の新型調査船を建造する計画。2011年には竣工の予定。

 

1981年

 
に進水してから現在まだ就役している「科学1号」を代替する予定。

 

5億元を投じて排水量4500トン級の新型調査船を建造する計画。2011年には竣工の予定。

 

1981年

 
に進水してから現在まだ就役している「科学1号」を代替する予定。
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「北極ARV」

「4500m級深海作業システム」

概要：
「863計画」に組み込まれた海洋技術の重要プロジェクト

 

で、同プロジェクトには、深海底観測

 
網の敷設と保全、海底探査とサンプル採取などが含まれている。4500m級の特殊作業用潜水機と深

 
海爬行装置、作業ツール・システムなどの研究も行われる。

 
進展状況：
2008年9月に本格的に始動した。

概要：
「863計画」に組み込まれた海洋技術の重要プロジェクト

 

で、同プロジェクトには、深海底観測

 
網の敷設と保全、海底探査とサンプル採取などが含まれている。4500m級の特殊作業用潜水機と深

 
海爬行装置、作業ツール・システムなどの研究も行われる。
進展状況：
2008年9月に本格的に始動した。

概要：
高緯度水中ロボット

 

で、「863計画」に組み込まれた海洋技術の重要課題の1つとして開発された

 
海洋環境モニタリングシステムである。

 
機能：
科学調査に必要な海水温・塩分濃度計、海氷下音響測定機器、水中カメラなどを搭載し、北極の

 
氷底の状態や氷の厚さ、水深別の海水温度や塩分濃度などのデータを収集する。

 
応用：
2008年9月上旬、北緯84度の海域で海氷下の調査を実施した。

概要：
高緯度水中ロボット

 

で、「863計画」に組み込まれた海洋技術の重要課題の1つとして開発された

 
海洋環境モニタリングシステムである。
機能：
科学調査に必要な海水温・塩分濃度計、海氷下音響測定機器、水中カメラなどを搭載し、北極の

 
氷底の状態や氷の厚さ、水深別の海水温度や塩分濃度などのデータを収集する。
応用：
2008年9月上旬、北緯84度の海域で海氷下の調査を実施した。
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「崑崙基地」

概要：
2009年1月27日に完成し、発電や水処理、通信などの関連設備を備え、隊員24人が生活・活動を行

 うことが可能。

 
長城基地（1985年完成）、中山基地（1989年完成）

 
場所：
南極内陸部の氷床 高点「ドームA」にあり、海抜は4093mで、南極の観測基地の中でも 高地点

 
にある。

 
研究：
内陸部において氷河学や天文学、地質学、地球物理学、大気科学、宇宙物理学などの研究、氷河

 
深部での氷のコアの採取や天文と地磁気観測、衛星のリモート観測データの受信、人体の医学研

 
究など

 

概要：
2009年1月27日に完成し、発電や水処理、通信などの関連設備を備え、隊員24人が生活・活動を行

 うことが可能。

 
長城基地（1985年完成）、中山基地（1989年完成）

場所：
南極内陸部の氷床 高点「ドームA」にあり、海抜は4093mで、南極の観測基地の中でも 高地点

 
にある。
研究：
内陸部において氷河学や天文学、地質学、地球物理学、大気科学、宇宙物理学などの研究、氷河

 
深部での氷のコアの採取や天文と地磁気観測、衛星のリモート観測データの受信、人体の医学研

 
究など

極地調査船「雪龍」

中国極地研究所所属の調査船で、1993年ウクライナから購入・改造された。全長195m、全幅26m、

 
高さ40m、排水量2万8000トンである。

 
南極と北極にある4つの観察基地の物質供給、科学調査の任務を担当している。
2008年末、国家海洋局は新しい極地調査砕氷船を建造する計画を公表した。現在、政府へ申請す

 るための報告作成中。

 

中国極地研究所所属の調査船で、1993年ウクライナから購入・改造された。全長195m、全幅26m、

 
高さ40m、排水量2万8000トンである。
南極と北極にある4つの観察基地の物質供給、科学調査の任務を担当している。
2008年末、国家海洋局は新しい極地調査砕氷船を建造する計画を公表した。現在、政府へ申請す

 るための報告作成中。

2009年4月10日に中国第25回南極科学調査隊が帰国
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「黄河基地」

概要：
2004年7月28日に正式に運用を開始。大気中の物理観測や地質、生物資源調査などの科学調査を目

 
的としている。

 
場所：
北緯78度55分、東経11度56分に位置する。

概要：
2004年7月28日に正式に運用を開始。大気中の物理観測や地質、生物資源調査などの科学調査を目

 
的としている。
場所：
北緯78度55分、東経11度56分に位置する。

オーロラ共同観測研究

黄河基地とノルウェーのスバーバル諸島の施設等を利用したオーロラ共同観測研究で、中国国際

 
科学技術協力プロジェクトの支援を受けて実施されたもので、中国とノルウェーの協力をベース

 
に、英国や日本からの協力も得た。2008年1月21日、専門家による審査をパスした。

 

黄河基地とノルウェーのスバーバル諸島の施設等を利用したオーロラ共同観測研究で、中国国際

 
科学技術協力プロジェクトの支援を受けて実施されたもので、中国とノルウェーの協力をベース

 
に、英国や日本からの協力も得た。2008年1月21日、専門家による審査をパスした。

中国の第3次北極科学調査隊

調査期間：
2008年7月11日～2008年9月22日
調査目的：
ベーリング海の海底盆地、ベーリング海北部、ベーリング海における物理、化学、生物、地質等

 
の総合的な観測、この地域の各種データの取得。

 
調査成果：
氷と雪のサンプルを採取し、海洋物理、海氷生物学等の複数の分野にまたがる観測を行った。さ

 
らに、3400mの海底から堆積岩のサンプルを採取した。

 

調査期間：
2008年7月11日～2008年9月22日
調査目的：
ベーリング海の海底盆地、ベーリング海北部、ベーリング海における物理、化学、生物、地質等

 
の総合的な観測、この地域の各種データの取得。
調査成果：
氷と雪のサンプルを採取し、海洋物理、海氷生物学等の複数の分野にまたがる観測を行った。さ

 
らに、3400mの海底から堆積岩のサンプルを採取した。
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