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第 80 回特別研究会：「中国の科学技術政策の現状と課題」開催報告 

日 時：2015 年 2 月 10 日（火）10：00～12：00 
場 所：JST 東京本部別館 2F 会議室 A 

 
【講演概要】 

第 80 回 CRCC 特別研究会では中国国家自然科学基金委員会の姚建年副主任と、中国科学院創新発展研究中心の

穆栄平主任に、中国の科学技術政策の現状と課題についてお話いただきます。  
姚副主任は物理化学がご専門で、日本の学士院にあたる中国科学院の院士です。副主任を務める中国国家自然科

学基金委員会は中国の研究開発費の配分を担っているファンディング・エージェンシーです。  
 一方、中国科学院創新発展研究中心は中国の科学技術政策の研究、立案、コンサルティングなどを行っており、

政府の政策決定にも強い影響力を持っています。  
 中国の研究開発費はすでに日本を追い越し、科学技術分野での論文数は、米国に次いで世界第 2 位となっていま

す。とくに工学分野での論文数は米国をも上回っていますが、一 方で基礎研究が弱みとなっているといわれてい

ます。  
 第 13 次 5 カ年計画の策定に向けて、中国の科学技術政策の重点分野は何か、イノベーション創出に向けてどの

ような政策が練られているのか、高度人材の育成の課題は何か、科学技術政策の中枢におられるお二人からお話を

伺います。 

 

【講師紹介】 

姚 建年（よう けんねん）氏： 中国科学院 院士 

［略歴］中国化学会理事長、英国王立化学会フェロー、国際ナノ製造協会フェロー、日本科 

学技術振興機構（JST）中国総合研究交流センターアドバイザリー委員。国家自然科学基金

委員会副主任。第 9 期、第 10 期全国政治協商委員会委員、第 11 期、第 12 期全国人民代表

大会常務委員会委員、全国人民代表大会教育科学文化衛生委員会副主任委員、中国科学技術

協会第 7 期全国委員会常務委員。専門：物理化学。  
 長期に渡り新型の光機能性材料の基礎及び応用研究に従事。ナノスケール効果を利用した

有機化合物の光物理・光化学的性質の制御、無 機及び有機/無機ハイブリッド材料の光によ 
る変色等の分野で一連の画期的な研究成果を収め、国際的に大きな影響力を持つ。これまでに、Nature, Acc. Chem. 
Res., Chem. Soc. Rev., J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed., Adv. Mater.等の化学・材料分野の国際学術誌

に論文 350 本以上を発表（被引用回数 6049 回）、中国国家発明特許 20 件を取得、共著 4 冊、共訳書 1 冊を出版。

2004 年、2014 年にそれぞれ国家自然科学 2 等賞を受賞(筆頭受賞者)、2013 年には中国機器分析協会科学技術賞

（CAIA）1 等賞を受賞（ 第 2 受賞者）。 

 

穆 栄平（むう ろんぴん）氏： 中国科学院創新発展研究中心 主任 

［略歴］中国科学技術大学理学学士、修士。ベルリン工業大学博士。 前中国科学院科学技

術政策与管理科学研究所所長、中国科学院評価研究センター長、「科学研究管理」誌編集長等

兼任。 科学技術政策、技術予測、イノベーション政策と管理、ハイテク産業国際競争力評価

等の研究に従事。中国「国家中長期科学技術発展綱要（2006-2020)」関連政策の研究・制定、

「国家イノベーション基礎能力建設 11・5 計画」関連政策の研究・制定等に参加。科学技術

部、国家自然科学基金委員会と中国科学院等の多くの国家プロジェクトを担当。 

  

≪発行≫ 独立行政法人 科学技術振興機構 中国総合研究交流センター 

〒102-8666 東京都千代田区四番町 5-3 サイエンスプラザ３F 

TEL 03-5214-7556     http://www.spc.jst.go.jp/ 
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■ 講演録 ■ 

 

【開会】 

（JST 中国総合研究交流センター 倉澤上席フェロー） 

今日は特別研究会として 2名の先生にご講演いただく。 

 先生方のご略歴はお手元の資料を参照されたい。初めに

ご講演いただく姚建年（ようけんねん）先生は国家自然科

学基金委員会、日本では JST のような組織だが、中国の科

学技術の研究開発資金を配分している非常に大きなとこ

ろの副主任に就かれており、また同時に中国の化学会の理

事長をされている。実際の研究や科学技術行政といったハ

イレベルな場でご活躍だ。 

 穆栄平（むうろんぴん）先生は中国科学院の創新発展研

究中心の主任をされている。“創新”は新しいものを創る

ということで通常“イノベーション”とお伝えしている。 

 第 13 次 5 ヵ年計画もまもなくスタートしようとしてい

る。今日は中国の科学技術政策についてハイレベルな情報

をご紹介いただくとともに、中国の科学技術全体あるいは

科学技術政策がどういった方向に向かっていくのかとい

うことについても伺いたいと思う。 

 尚、今日は当センターの秦舟フェローが逐次通訳を務め

させていただく。 

 

【講演１】 

「中国における基礎研究の状況と科学基金制度の紹介」 

中国科学院 院士 姚 建年 氏 

 
 今日は中国における基礎研究の状況と科学基金制度に

ついて紹介したい。ちなみに、中国の国家自然科学基金委

員会（以下 NSFC という）は日本の JST と非常に似ている。 

今日は主に４点に絞ってお話する。1つ目に基礎研究の

イノベーション推進に対する重要性について、2番目は中

国の基礎研究の発展状況について、3番目はニュー・ノー

マル（新常態）における科学基金制度について、そして 4

番目に発展改革における優先分野についてである。 

 

まずはグローバルな視点から見ていきたい。グローバル

化に伴ってグローバル・バリューチェーンや産業チェーン、

イノベーション・チェーンが激しく変化している。これら

は科学的フロンティアをリードすることとなっており、ハ

イテクイノベーション戦略は世界の主要経済国が掲げる

重要な目標だ。各国は先進製造、生物経済、エネルギー改

革、ビッグデータ、脳科学などの分野に注力して競い合っ

ており、それぞれの分野において他国をリードしたいと考

えている。科学技術イノベーションは先進国にとって「先

進性」を保つための重要な要素だが、先進国だけでなく新

興国においても研究開発への投資が拡大されつつあり、科

学技術力も大きく向上している。先進国と新興国でいろい

ろな状況があり、そこで新しい競争の場が生まれた。この

ような背景において、自然科学基金委員会ではイノベーシ

ョンに対して基礎研究が非常に重要だと考えている。 

 

今の世界の流れの中で先進主要国は様々な計画を立て

ている。特に米国では経済成長に合わせた多くのイノベー

ション政策を出している。ロシアでは「科学技術予測フォ

ーサイト 2030」を打ち出し、ドイツでは「インダストリ

ー4.0」戦略を出している。イギリスは「繁栄のサポート

と推進、研究とイノベーションを通じたイギリスの経済成

長と競争力の推進」政策を、フランスでは「研究・イノベ

ーション国家戦略」を出している。 

アジアに目を向けると中国では中央財政科学技術計画

を深化させる管理改革の法案を出しており、日本では「科

学技術イノベーション総合戦略」を出している。韓国では

「科学技術基本計画」として 2013 年から 2017 年にかけて

の 5年計画を出している。 

ここにいくつかの特徴がある。グローバル的な競争がさ

らに激しくなっているということだ。多極化もしている。

そして皆が基礎研究を大事にしている。もう一つに問題意

識あるいはニーズというものをたいへん重視している。多

学科の融合と多部門の連携も強化されており、それらをも

って食糧の安全や気候変化に対応しようという動きがあ

る。中国は質を高めて効果を増すという時期に来ている。

昨今、「新常態－ニューノーマル」という言葉がよく聞か

れるが、ここにおける NSFC の動きについて紹介したい。 

 

 先ず、中国の基礎研究の全体像を見てみよう。研究開発

への投資額は日本を超えて世界第 2位となっている。2013

年における米国の研究開発投資額は全世界の 34％を占め、

中国の投資額は世界の 16.5％だ。OECD の予測では中国の

投資額はおそらく 2020 年に米国を超えるだろうとされて

いる。論文についても中国の科学技術論文のトータル量は

世界第 2位で、その質も高くなっている。中国の科学技術

論文数が世界に占める割合は 2003 年の 5.62％から 2013

年の 13.5％と大きく増加した。繰り返しになるが論文総

数は世界第 2 位だ。被引用回数も増加しており世界第 4

位となっている。2004 年から 2014 年までのトップ 1％の

被引用数を持つ論文の数も世界の 10.4％を占め、世界第 4

位だった。 

このグラフから中国の論文の特徴が伺える。上は論文総

数で下の方は被引用数に関するデータだ。これらの論文の

殆どは NSFC のサポートを受けている。こちらも国際的な

論文データだが、中国は論文総数で 2 位、被引用数で 4
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位、日本は論文総数、被引用数共に 5位となっている。た

だ、質的に見ると中国の平均被引用数は世界平均より低い。 

 

人材に関しても中国は強くなってきている。トムソン・

ロイターのデータによると 2001 年の高被引用論文著者の

世界ランキング上では中国人著者数は 7 人と少なかった

が、2014 年では 128 人と増え、割合も 4％ほど増加してい

る。これらハイレベルな研究者たちも NSFC からの資金援

助を受けている。 

 これは分野別論文数を示す図表だ。この中で化学、コン

ピューターサイエンス、工学、材料科学、数学といった５

つの分野で論文数は世界第 2位、農業科学と物理学は第 3

位、環境科学、生態学、地球科学、薬理学・毒物学では世

界第 5 位に入っている。2013 年と比べ７つの専門分野で

論文の被引用回数が増えた。特に臨床医学は第 3位に躍進

している。これは NSFC が 2009 年に医学部を設立したこと

が影響している。これによって医学分野へのサポートが厚

くなり、分野としても強くなった。 

 

中国の基礎研究の全体状況を分析すると、６つの時期と

重なる。①イノベーション型国家建設のための攻略期、②

科学体制とイノベーション体制の調整期、③国際的科学技

術革命と産業変革の交差期、④基礎研究の「量」から「質」

への飛躍的変換期、⑤中等収入の落とし穴の突破期、⑥経

済構造と産業のグレードアップの転換期だ。そしてこの６

つの時期に関して中国の基礎研究の課題が５つある。①重

大イノベーションが少ないということ、②科学専門家が少

ないこと、③投資の占める割合が少ない、④発展のための

支援の不足、⑤原始イノベーションを取り巻く環境の整備

が不完全であるということだ。 

 

次に NSFC の志向について述べる。 

 このグラフは 1986 年の NSFC 設立から 2012 年までの全

体予算の増加を示している。最初は 8000 万元しかなかっ

たが、2014 年には約 200 億元の予算となっている。 

資金援助には３つの構造がある。一つに研究プロジェク

ト、次に人材育成プロジェクト、そして環境条件プロジェ

クトだ。このグラフはプロジェクトごとの経費の割合で、

研究プロジェクトの割合が一番大きく、次に人材、最後に

環境となっている。こちらは NSFC 全ての支援プロジェク

トを対象にしたグラフだ。これらをまとめると特徴がみえ

てくる。ボトムアップ型であること、あらゆる学問に関す

るサポートをしていること、この支援を受ける研究者も非

常に幅広いこと、プロジェクトの種類がたくさんあるため

に支援ツールも多様化していること。そして原則として新

しい技術の探求を奨励し失敗に対しても寛容であるとい

うことだ。この 10 年間、中国の基礎研究への投資が研究

開発に占める割合は 5％前後となっている。それぞれの統

計手法が違うためにこのデータは必ずしも正しくないと

言われることもあるが参考資料として見てほしい。中国の

科学者たちはニーズに合わせて基礎研究を強化しており、

３つの理念がある。一つにデュアルエンジン駆動の概念を

大事にすること。これは科学者の探究心を重視すると同時

に国と社会のニーズに応じた基礎研究を重視して進める

ということだ。二つ目に国家ニーズを戦略的に調査するこ

と。三つ目が研究へのサポートの仕組みを強化すること。

ここでは科学基金と地方政府、企業とが共同基金を作り、

業界や地方の需要に合わせた基礎研究をつくるとしてい

る。 

 

 それでは基礎研究がどのようにフロンティア分野を支

援するかについて紹介したい。基礎研究は分散型かつ分布

型となるべきと考えている。そのため広い範囲で各部門に

よる支援が不可欠だ。科学基金は源泉となるイノベーショ

ン育成を支援すると同時に指導的な役割が高い影響力の

ある重要な分野についても科学技術計画を先導して支援

する必要があると思う。中国で言うところの“港”の力を

発揮すべき時だということだ。米国政府の科学技術計画を

例に出そう。米国のナノ関係、ロボット関係、脳科学とい

った分野に関する事例だ。米国の分野別強化計画からこの

ような分析ができると思う。米国の大きな科学技術計画は

非常に厳格な体制があり、資金援助機関などの部門が専門

家を集め、検証を重ねて米国科学技術政策局（OSTP）の許

可を受け、大統領が発表、各部門が協働で実施する、つま

り連携しているということが特徴的だ。プロジェクトの特

徴は分布型かつ分散型であること。そして調整機関は決定

権を持つ参加者を広く集めることができる。 

 

 基礎研究の発展の規則性を把握して３つの並行発展を

実現させなければいけない。これは先ほども申し上げたニ

ューノーマルにおける科学基金制度の３つの並行発展で

ある。「体量相当」、「同時前進」、「発展をリード」すると

いう３つのスローガンがある。「体量相当」というのは基

礎的土台を力を出して創り大国となること、「同時前進」

は突破口を探して強国になることで大国だけではない。

「発展をリード」では独自のイノベーションを実現しない

といけない。これはある意味、３つの国家の発展段階とも

言えよう。 

並行発展の指標も３つある。「源流並行」では重大な独

自の成果を持つ研究基盤が必要だ。高い専門性の科学セン

ターを構築することも大事だし、独自イノベーションから

応用までの成果を出さなければいけない。「貢献並行」は
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毎年、成果を出す学科が表れ、国際的影響力を持つ人材を

育成したいということ。「総量並行」は論文量のことで米

国に接近したいということ。被引用総数も 4位から 2位に

上げたい。基礎研究投資の割合も増やしたいと考えている。 

 

第 13 次 5 ヵ年計画にも関連するところがあり、現在、

企画を作っている。発展の思考のキーワードとして「位置

づけを堅持」、「傑出した行動」、「レベルアップの発展」、

「原始イノベーションを奨励」がある。 

 

国の発展改革における優先分野について紹介する。 

インターネットで調べてもらうと分かるが「国家中長期

科学技術発展企画網要」の中に 10 の優先分野がある。第

13 次 5 ヵ年計画は現在設定中だが、第 12 次 5 ヵ年計画に

おける重点分野の企画もある。例えば細胞の構造と分子機

能、システム生物学、量子計算と量子通信、人類活動が環

境に与える影響の研究だ。中国発展に合わせた社会ニーズ

も見えると思う。第 12 次 5ヵ年計画で全部みると 26 項目

もある。 

今日は時間の関係でここまでの紹介としたい。ご清聴あり

がとうございました。 

 

【質疑･応答１】 

（JST 倉澤上席フェロー）会場から質疑をお受けしたい。

ご質問のある方は挙手を。 

 

（フロア）状況分析と課題の紹介の中で中国が持っている

基礎研究の課題として５つのポイントを挙げられていた。

前の３つは理解できたが後ろの２つは理解が難しかった。

発展のための支援が不足しているということ、最初のイノ

ベーションを取り巻く環境の整備が不完全であるという

ことの具体例をお聞きしたい。 

 

（姚）中国の現状についてだが、経済的な発展やいろいろ

な新しい科学研究の成果を応用できるようにしようと思

っている。今の基礎的研究はリスクがない。その面で足り

ないという意味だ。 

 

（フロア）基礎研究がイノベーションにつながらないとい

うことだろうか？ 

 

（姚）その通りだ。 

 

（フロア）5番目のポイントはどういうことだろう？ 

 

（姚）これも複雑な話なのだが、中国では科学技術に関し

て体制的な面からも改革中だ。うまく進むようになるため

には様々な問題があって検討が続いており、現在も開発中

だ。 

 

（フロア）現代の研究は国際共同で進むことが非常に多い

と思う。特に欧米では国際共著論文が多くなっている。今

後、中国が国際的な論文を増やし、かつその順位を上げる

ためには国際共同研究が不可欠だと思う。そのあたりの戦

略はあるのだろうか。 

 

（姚）当然ながら中国国家資金委員会でも国際的な共同研

究を盛んにやっていこうと考えている。データには入って

いないが近年、国際的共同研究論文発表数はかなり増えて

いる。おそらく第 1位は中国と米国の共同発表論文だ。日

本との共同発表論文数も少なくない。全体的に増えている。 

 

（フロア）何か特別な制度はあるのだろうか？ 

 

（姚）中国自然科学基金委員会、JST と韓国の資金委員会

とで共同的な研究費を出して行っている例もある。今後も

国際的共同研究のプロジェクトを進めていく。 

 

（フロア）例えば米国では大企業が基礎研究を行ったりと

国以外の財団等が資金を出すことがあり、別の形で基礎研

究を進めている。中国では大きな国有企業が独自で研究を

進めるようなことがあるか。 

 

（姚）企業もいろいろな基礎研究を進めているが、米国や

日本、世界の企業と比べるとまだ発展中というところだ。 

 

（フロア）国家基金員会が素晴らしい成果をあげて論文が

たくさん出ているが、イノベーションにつなげる、あるい

は企業化につなげるという点で何らかの施策をとってい

るのか。 

 

（姚）水面下の原則として基礎研究ばかりに研究費を出し

ているのが現状だ。応用できるようなイノベーションには

先ほど話したような研究費をあまり使うことはできない。 

 

（フロア）今の話に関連して聞きたい。米国のやり方をベ

ースにして NSFC でもアメリカ的な手法を取るということ

か？ 

 

（姚）それは別だ。一つの例として米国を挙げた。中国の

やり方でやると思う。 

 

（フロア）被引用論文数には中国語の論文も含まれている

のか？ 

 

（姚）どうだろう。SCI だけだ。中国語で書く論文で SCI

に入るものは半分から 3分の１くらいだ。SCI に入る論文

はこちらに計算されている。 

 

（フロア）NSFC で基金援助したときの研究のマネージメ

ント、つまり中間段階の成果や最終的にどうなるかという

評価、学から産への技術移転がどうかという視点で見た時
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にどのようなことをしているのか。 

 

（姚）目標としては JST も NSFC と同じようにやっている

と思う。皆が討論できるようになっている。 

 

（フロア）引用論文のどれくらいが外国との共著か？ 

 

（姚）この辺のことは担当外のため詳しくは分からない。 

 

（フロア）第 13 次 5 ヵ年計画のアクション５に関連する

が、新型国際化の推進といった項目が並んでいるが、今ま

でのものと大きな違いがあるのだろうか？ 

 

（姚）そういうわけではない。 

 

（JST 倉澤上席フェロー）姚先生はお時間のためこれで

質問を最後にさせてもらう。先生、ありがとうございまし

た（姚先生ご退席）。 

次に穆栄平先生にお話を伺いたい。先ほどもご紹介した

が、中国科学院の創新発展研究中心の “創新”はイノベ

ーションを意味する。最近は日本でもイノベーションは技

術革新ではなく新しいものを創るという言葉にした方が

いいのではないかという議論があると聞いている。穆先生

はそのセンターの主任で中国の科学技術政策の立案に深

く関わられている。今日は中国科学院と科学技術に関連す

る研究開発費の振り分けについて、また大きな組織改革に

ついて伺いたいと思う。 

 

【講演２】 

「中国科学院行政制度改革」 

中国科学院創新発展研究中心 主任 穆 栄平 氏 

 
このような場にお招きいただき光栄だ。先ほど姚先生よ

り中国の基礎研究についてお話を伺った。1986 年に国家

自然科学基金委員会（NSFC）が設立されたがこれには中国

科学院（以下、科学院という）も深く関わっている。1982

年、科学院の中に基金局という部局が設置されたが、ここ

は科学院だけでなく、中国全土の大学や研究機関から様々

な課題を受け資金援助していた。1982 年から 4 年間の試

行を経た後、1986 年に NSFC が設立されたわけである。科

学院は 60 年をかけて発展してきたが、常に新しい管理体

制を探求するという特徴がある。今日は時間も限られてい

るので、近年の科学院の体制改革について紹介したい。 

 

中国科学院は 1949 年 11 月 1 日に設立され、当初は中国

科学技術部の一部の仕事も行っていた。そして 1955 年、

科学院としての学部分野を設立した。学部は科学院の院士

から構成され、彼らトップレベルの院士たちは科学院だけ

でなく中国全土の大学等研究機関に所属していた。資料に

あるような学部をいくつか設立した後、教育委員会なども

設立し、科学院は学術研究機構として成り立ったのだ。最

高レベルの研究者－院士たちによる学部があると同時に

多くの研究機関が連なっていることが科学院の大きな特

徴となっている。1958 年にさらに発展し、全国各地域に

科学院の分院が設立された。しかし文革時代には地方政府

の機関になったり移設したりと数や体制に大きな変化も

あり、その後 1980 年代の改革開放後にまた増えはじめ、

およそ 120 の研究機関を持つまでになった。1997 年には

123 機関となり、1998 年から知的イノベーションプログラ

ムが始まっている。同年初頭には新たな体制改革も行った。

ここには政策的な 2つのポイントがあり、世界に目を向け

ること、そして国家戦略に役立てることが示された。原始

イノベーションを強化し、先端科学において戦略的にトッ

プレベルに挑戦するというスローガンもあった。知的イノ

ベーションにおいては一部の研究機関が企業となり進め

るが、このように企業が研究機関になったり研究機関が企

業になったりする。知的イノベーションでは 12 年間で 3

機関となり、そこでまた企業になったり機関になったりし

て、現在、科学院は 104 の研究所と 3つの大学を持ってい

る。1958 年に設立された中国科学技術大学、2014 年に名

前が変わった中国科学院大学、もそして上海科学技術大学、

そして大学のサポートする機関も 2つある。その他にも多

くの施設を所有しているが今日は省略する。 

 

科学院では基礎研究を重要視しており、国家実験室、国

家重点実験室、エンジニアリングを重視する国家工学セン

ター、観測ステーションなどを設置している。また科学院

は 3 つの部門－科学技術研究、シンクタンク、教育の 3

部門で構成されている。 

科学技術研究における役割を果たすのが先ほどお話し

た 104 の研究機関だ。シンクタンクはトップレベルの研究

人材である750人の科学院 院士と72人の外国人院士から

成る。教育機能は先ほど紹介した 3つの大学を中心として

いる。また 13 の大型科学装置が運用されており、建設中

も 10 箇所ある。科学院の職員数はおよそ 7万人だ。 

 

改革では 3 つの機能を整理するための能力向上を志向

している。研究機関、大学、分院それぞれが自らの使命や

目的、目標を明確にすることが重要だ。さらに科学院の行

政部門と研究部門の責任を明確にする。管理制度について

もより科学的、より規範化的にしなければならない。科学

院は非常に大きな組織で、科学技術やイノベーションにお
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ける活動において例えるとドイツの大きな 3 つの研究機

関の集合体と考えてもいいだろう。例えばマックスプラン

クに対応する研究所もあるし、フラウンホーファーに似て

いる研究所も多い。 

 

巨大な科学院を管理するには他国の先進的な管理制度

を勉強し、管理体制の改革はそれを踏まえて実施すること

がのぞましい。つい最近のことだが、科学院では 2015 年

の全体的業務会議を行い、院の管理体制や方針を調整する

ことになった。重要なポイントは、科学院は中国国家全体

のニーズに役立たなければいけないということだ。以前は

2 方面－最先端科学技術の研究と国家ニーズを満たすこ

とが重要視されていたが、現在、新たに国民経済への利益

という 3つの視点が加わっている。 

 

 
 

2013 年 7 月 18 日、習近平が科学院に赴いた際に 4つの

目標設定について話があった。①中央政府のニーズに合わ

せ、どこよりも早く科学技術の飛躍的発展を実現させるこ

と、②国家イノベーション人材育成センターを率先して作

ること、③国家ハイレベルのシンクタンクを作ること、④

どこよりも早く、誰から見ても国際的に一流といえるハイ

レベルな科学技術研究機関を作ること。つまり、科学院は

国から新しい役割を拝命したことになる。 

昔の方針と比べると、例えば 1980 年代においては科学

院のレベルはそれほど高くなかったため、院の発展方針は

基礎研究の重視やレベルアップ、キャッチアップに重点が

置かれていたが、今述べた４つの目標設定のニーズに合わ

せて図のような新しい組織が作られることになった。 

まずは基礎研究に焦点を当てたハイレベルイノベーシ

ョンセンター（卓越創新中心）だ。次にイノベーション研

究院（創新研究院）で、これは国の重点課題に対応した機

関となる。ビッグサイエンス研究センター（大科学研究中

心）は重大な研究施設を作るということ。最後の「特色研

究所」は国民経済を意識するところが含まれている。それ

ぞれについて具体的な分野を挙げると、最初のハイレベル

イノベーションセンターでは中国の基礎研究の中でも強

い領域である量子科学や脳科学、プリサイエンスなどで、

イノベーション研究院は宇宙や情報技術、医薬関係などだ。

ビッグサイエンス研究センターは主に北京、上海と合肥に

立地しているが、今も巨大な設備を建設中で、例えば貴州

省の大型望遠鏡などがある。特色研究所も含めた 4つの研

究機関を中心とした新しい動きの中で海外にもこういう

ものを作りたいと考えており、既にアフリカには中国アフ

リカ科学技術教育センターが作られている。 

 

4 つの研究機関と今後設置する海外の機関の展開を考

えると、やはり管理方法が大事になる。管理体制としては

科学院の行政部門と研究部門との役割が明確に管理され

ることが重要だ。さらに行政部門においては研究部門の管

理をしっかりしなければならない。行政管理の一番重要な

仕事の一例は研究をいかに計画的にリードし、組織して協

調させるよう調整し、強化していくかということだ。研究

成果について評価し、しっかりした成果を出せるような監

督体制も作らなければならないし、そのためには内部管理

も強めなければいけない。これに合わせて科学院は各研究

所、104 機関それぞれの管理条例、管理原則を修正した。 

 

現在、5 つの方面で 25 項目の重大改革を行おうとして

いる。研究所が 104 あるため、先ず初めに研究所そのもの

を分類しなければならない。次に分野に関しては、先ほど

の目標設定のニーズに合わせた計画を出す。3つ目に人材

育成管理制度を強化し、国家イノベーション人材拠点を形

成する。4番目には体制改革を強化し、もっと良い成果を

出せるようにしたい。 

科学院では 2011 年から「１３５」という言葉で表わさ

れる改革を進めてきた。「１」では 104 の研究機関それぞ

れが自分のポジションの焦点を 1 つに絞るべきというこ

と。例えば科学院の管理研究所にはそれまで 2つの考え方、

目標－シンクタンクと研究－があった。しかし目標設定を

一つに絞るため、“シンクタンク型研究機関”と名付けて

一つにした。シンクタンク型の科学研究所の意義は研究論

文や指標の重視ではなく、政策に対する影響力を考えると

ころにある。このように「１３５」の「１」は目標を「１

つ」にすることで、「３」は何かというと、各研究機関の

仕事を最大で「３つ」までにするということだ。最大３つ

の大きなテーマの下、研究所を連携させていくということ

になる。「１３５」と数字で表現しているが、これはあく

までも形であり、仕事の数が２つでも３つでもその仕事の

中身を明確にすることに重要な意味がある。重大な科学技

術の成果がある分野に目標設定を置き、その中身を明確に

するということだ。「５」においては具体的な学科の発展

を示している。研究所それぞれが重点的に発展させたい学

科、分野を「５つ」選択し、中国的発展に繋げるというも

のだ。 

 

先ほどから何度もシンクタンクという言葉を出してい

るが、４つの目標設定でも述べたように国家ハイレベルの

シンクタンクを作らなければならないという命題がある。

現在、科学院では科学技術戦略コンサルティング研究セン

ターを作ろうとしている。ここに既存の 4つの研究機関を
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統合するのだが、その中には先ほど話した科学技術管理研

究所が含まれている。その他、各地域の研究所なども包括

して一つの大きなシンクタンクに統合しようとしている。

独走的にではなく科学院の学部との連携を強めていくの

だが、学部には科学院の院士がいる。院士たちの役割と効

果を出していかなければならない。 

 

科学技術の研究のみならず、イノベーション政策の設定

にも積極的に関わっていくことになる。経済発展のために

も科学院の役割を果たしていかなければならない。科学の

ための政策（Policy for Science）と政策のための科学

（Science for Policy）の両方を考えるということだ。そ

して最後は対外関係にもっと開放し、海外との協力関係を

深めていく。 

 

 新しい４機構を立ち上げるに際しては外国の事例を学

ぶ必要がある。例えばイノベーション研究院では米国エネ

ルギー省の経験から、ハイレベルイノベーションセンター

はドイツのマックスプラウンから、ビッグサイエンス研究

センターはドイツの研究機関のやり方から倣いたい。 

このような方針の下、現在、科学院の 104 の研究機関は

自分たちのやり方を新たに作ろうとしている。昨年初頭か

らスタートしたが、一番重要なポイントは研究所の分類だ。

そのため、４つのモデル機構を立ち上げた。当然のことな

がら、改革には国家政策の後押しが必要だ。研究機関の所

属を分類するためには綿密な計画が必要なため、まずは

10 機関がモデル的に試行しているところだ。モデル機構

ではどのように人を管理し、どのように新しい人材を入れ

るかということを実験している。政策はたくさんあるのだ

が、最後に人材政策について少しだけ紹介したい。 

 

 ４つの機構に新しい人材を投入するにあたり、先ずはも

ともとあった「100 人計画」を「新 100 人計画」へと変え、

次に「特別研究員制度」を設け、さらに「国際人材計画」

と大学院生の「国際協力育成計画」を考えている。昨日、

ここ（中国総合研究交流センター）のアドバイザリー委員

会の「さくらサイエンス」関係でも話が出たが、人材の協

力育成というのは非常に大事なポイントだ。科学技術と教

育の融合性を推進することも重要で、昔の大学院は教育だ

けだったが、最近では科学技術研究と教育とを融合させて

いる。例えば、物理に関連するいくつかの研究所は中国科

学院大学の物理分野において新たに融合し、新たなサポー

トをする。こういった動きによって大学と研究所の優位性

はより発揮しやすくなる。 

科学院の改革はたくさんあるが今日は一例をご紹介した。

政策がさらに固まったところでまたお話する機会があれ

ばと思う。科学院の新たな改革は動き出したばかりだ。 

 

【質疑･応答２】 

（JST 倉澤上席フェロー）穆先生、ありがとうございま

した。早速、質問をお受けする。 

 

（フロア）2点、お尋ねしたい。まず 1つ目、科学院の研

究費の総額はどれくらいの規模でその研究費は何によっ

て賄われているのか。資金源は国から供与される資金、企

業からの委託費、自分で稼ぐお金－例えば研究所が企業に

なり、パテントをライセンスして得られる資金の 3種類に

分けられると思う。資金総額とその構成についてお尋ねし

たい。 

 

（穆）はじめにくる一番大きな資金は国からのものだ。全

体のおよそ半分が国からのお金だ。さらに国の重大プロジ

ェクトからくるお金がある。これは国との契約制度に基づ

く資金だ。また国からの直接投資ではないが一般的なファ

ンディングによる資金も得ている。その他には企業と地方

政府からの委託契約からも入る。ご指摘の通り、科学院に

は自主企業があり、そこから入るお金もあるが、それも完

全に契約制だ。つまり委託金である。研究の種類によって

資金構成は変わる。基礎研究においては国からの補助が殆

どを占めるがハイテクに関しては国の投資は 20％を超え

てはおらず逆に少ない。一番少ないのは国際協力的な他国

や企業に係るところだ。科学院をきちんと分類し、役割分

担を明確にすることが予算的にも非常に重要となる。NSFC

の総額は 200 億元ということだったが、科学院の総額は

400 億元を超えている。 

 

（フロア）2点目、博士号の授与は科学院でもできるのか、

もしくは大学に限られているのか。 

 

（穆）科学院は博士号だけでなく修士号も与えることが可

能だ。実のところ、中国の大学院制度は 1950 年代の科学

院から始まっており、現在、科学院全体では 5万人の修士

課程と博士課程の大学院生がいる。 

 

（フロア）質問は 3つある。特色研究所では国民経済に根

ざしたところをやるというお話だったが、科学だけでなく

社会経済分野と一緒にやらなければ目指すところに期す

る科学はできないのではないかと思う。そこをどのように

お考えだろうか。地域の社会、経済システムやライフスタ

イルなどに根付いていなければ国民経済に資することは

なかなか難しいと思う。 

 

（穆）ご指摘の通りだ。特色研究所の大事な役割は国民経

済だけではなく、地方や社会に貢献することも含まれる。

地方政府や資源環境に役立つことが大事だ。 

 

（フロア）そのためには地方の社会構造、経済構造、文化

構造をしっかりチェックしなければ難しいのではないか。 

 

（穆）科学院の中には科学技術促進発展局というところが

ある。そこでは社会構造や経済構造、地域的なものを含め

て分析している。特に中国では地方的な産業集積が多くあ
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り、それに合わせた政策や科学院全体の分類なども考えら

れている。 

 

（フロア）2番目の質問だ。この計画はつい最近、始まっ

たばかりとのことだが、特に科学技術イノベーションとい

う大きな分野をやるときは組織ありきになりがちで本当

のアイデアなどが組織の利権などに向いてしまうことが

ある。それを避けるためには人材だけでなく組織改革も含

めた新陳代謝を常に行わなければ単に組織を存続させる

ためにやるような格好になるのではないか。その辺りに防

止策はあるのだろうか。 

 

（穆）ご指摘の通りだ。改革だけでなくそういったところ

も常にやらないといけない。先にもふれたように、科学院

は 1950 年代から改革をし続け常に変化しており、それが

方針ともなっているので心配する必要は無いと考えてい

る。 

 

（フロア）最後の質問だ。4分野の連携のところで全体の

学問を総合連携してやっていくということだったが、特に

イノベーションといったときには各分野のシステムを統

合して全体社会としてのシステムに繋げないと本当のイ

ノベーションに結実し難いと思う。そういったところまで

の責任を 4分野の統合体制は司るのだろうか。それとも単

なる連携コーディネータとしてなのか。 

 

（穆）ご指摘に感謝する。4つの機構だけでなく国に対し

ても貢献しないといけないという話になると思う。ただ、

4つの機構はそれぞれウェイトが違う。この中で一番大き

いのはイノベーション研究院だ。いずれにせよ国に役立つ

部分についてはこれからの話になる。今は第一の改革を考

えないといけない。そこまでいくには先ずモデルを作り、

管理や人材などを一から初めた後の話になると思う。 

 

（フロア）改革のバックグラウンドを教えていただきたい。

1958 年に設立されてから 60 年近く経ち、数々の成果を挙

げている科学院の存在価値は大きいと思う。それが今、何

故これほど大きな改革をしようとしているのか。何が足り

ない、あるいはどこが問題と考えているのかその認識を知

りたい。これほど大きな改革は内部問題も含め大きなエネ

ルギーを使うだろう。 

 

（穆）今日紹介した大きな改革はこれから始まるものだが、

科学院では 1998 年よりイノベーションに関する改革を段

階的に進めている。これには企業の力が弱くイノベーショ

ン力がないという背景があった。当時は研究機関や大学の

研究レベルもさほど高くなく、研究開発投資を拡大し始め

たのは 1998 年からとも言える。2000 年までの 2年間で研

究開発の対 GDP 比率を約 1％拡大した。その時にはイノベ

ーション知的創造に大きな効果を発揮している。現在、企

業のイノベーション力はある程度発展してきたと思う。巨

大企業も出てきた。巨大企業に対応するには科学院からの

調整が重要だ。また 1998 年当時もそうだったが大学や機

関の役割においては人材育成も重要になっている。そこで、

これからは人材育成だけでなく企業に新しい技術の開発

を提供しサポートしないといけないということが改革の

源になっている。国民経済の背景において重要なのは企業

を発展させることだ。習近平が科学院に来たことからも分

かるように、今後の新しい環境の中で科学院が何をするべ

きかという総合的な背景がある。 

 

（フロア）もう 1つ、改革スケジュールについて伺いたい。

4つのモデルケースがあり、これから 104 の研究所を分類

して本格的な改革が始まるという。いつ頃までを目途とし

ているのか。 

 

（穆）104 機関の分類は今後 5～10 年でやろうとしている

が分類だけでは目標を達成できない。分類後、国の指標に

基づいた改革を実行し、2030 年までに役割に達したいと

考えている。 

 

（フロア）少し失礼な質問かもしれない。ものづくりとい

う点で製造分野では世界の技術分野でもナンバーワンに

なっていると思う。創造分野の推進のために基礎科学、基

礎領域を充実させるというのも理解できる。しかし実のと

ころにはサイエンス部門でノーベル賞を取れというのも

あるのだろうか。 

 

（穆）製造、創造の話からすると中国の企業が海外から技

術を導入し始めたのは改革解放後からなので 30 年の蓄積

しかないが、当時の起業家達が引退し若い人が多く出始め、

さらなる創造の発展が期待できる。最近のデータによると、

企業の研究開発投資がとても増えていて国全体で見ると

企業からの投資額が 7 割以上と日本と同じような状況だ。

第 13 次 5 ヵ年計画の目標には製品の標準化とイノベーシ

ョンのための安全な環境作りがある。目標を達成するため

に企業はイノベーションを推進し、研究開発にもっと力を

入れることになる。また税制上、研究開発的な企業に対し

さらなる予算を出すということもある。もちろん、人民の

プライドもあるからノーベル賞は取りたいが、科学者にと

っては時期がくれば取れるという話だ。 

 

（フロア）今日は科学院の改革について伺ったが、他の関

連機関、例えば科学技術部なども改革が進んでいるのだろ

うか。いろいろな機構の改革が国全体として進むことが効

率的だと思うが、全体の改革を統合して計画するような進

め方があるのだろうか。 

 

（穆）政策研究者として個人的な考えを述べたい。一つの

大きな方向性として政府が直接的に支援することは避け、

特に企業の研究開発に対しては間接的支援を強化すべき

だと思う。大型の計画などももっと統合して数を削減すべ
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きで、中央財政－科学技術部の大きな使命的テーマに対す

る支援を強化すべきだと思う。重大特別プロジェクトなど

は国が出すが、企業に対しては中央政府よりも地方政府が

産業をサポートするべきだろう。財政投入や税制などお金

に関することは全て融合すべきだと思う。いずれにせよ、

将来的政策においてはもっと公平になるだろう。 

 

（フロア）今までのお話は大企業を中心とした話のように

聞こえた。大企業と中小企業との差がどんどん開いてきて

いる感触を受ける。中小企業、特にマイクロ企業に対する

サポートをどのように考えているか伺いたい。 

 

（穆）財政政策においては大きな使命を持つ課題をサポー

トしないといけないが、同時に中小企業へのサポートも必

要だと思う。中国政府は新しいファンディングを設立した

が、その中の一つに中小企業促進ファンディングがある。

また科学技術部と財政部が一緒に管理していた中小企業

イノベーション基金というものもあり、それが新たに大き

な基金となった。経済発展が進んでいる地方政府にはお金

もある。そういったところには中小企業育成基金もある。 

 

【閉会】 

（JST 倉澤上席フェロー）穆先生、ありがとうございま

した。本日の特別研究会をこれにて閉会する。 

 

 

               （了） 

 

■ 講演資料 ■ 
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