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■ 研究会開催報告 ■ 
「主要国と中国の科学技術協力について」 
 
日 時：2016 年 4 月 26 日（火）15：00～17：00 
場 所：JST 東京本部別館 １F ホール 

 
【講演概要】 

JST 研究開発戦略センターの海外動向ユニットでは、欧米主要国が 2000 年以降の経済の急成長を受けて発展し

ている中国の科学技術の現状をどのように認識し、どのように科学技術協力を進めようとしているかについて調査

分析し、報告書を公表した。今回は、この報告書を元に中国と欧米主要国の科学技術協力の状況を説明する。  
報告書は大きく二つに分かれており、第一部は、在北京の米国、英国、ドイツ、フランス、イタリア、オーストラ

リア、EU の大使館科学技術関係者などと意見交換をして、中国との科学技術協力に関する基本的な考え方を取り

まとめたものである。第二部は、各国が も典型的なものと位置づけている個々の協力に関し、中国各地の研究機

関や大学を訪問して調査した結果を取りまとめたものである。  
かつて日本は、大学を中心として数多くの中国人留学生や研究者を受け入れてきた実績があり、現在もその遺産が

ある。しかし、近年の欧米主要国との協力の緊密化や日中間の政治的な軋轢などにより、科学技術の協力相手とし

ての地位が相対的に低下している。今回の調査で示された欧米主要国の対中国科学技術協力の実情を十分に踏まえ

て、今後の日中間の科学技術協力戦略を再検討していくことが重要と思量される。 
 

【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(独)宇宙航空研究開発機構副理事長、2010 年よ

り現職。著書に『理科系冷遇社会～沈没する日本の科学技術』、『科学技術大国中国～有人宇

宙飛行から、原子力、i PS 細胞まで』、『北京大学と清華大学』など。 
 
周 少丹（しゅう しょうたん）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 フェロー 
［略歴］2002 年中国大連外国語学院日本語学部科学技術日本語専攻卒。2005 年同大学大

学院修士課程言語学専攻修了。2009 年 9 月、早稲田大学大学院社会科学研究科修士課程政

策科学専攻（映画産業におけるソーシャルキャピタル分析）修了、同年 10 月から１年間博

士コース Research Student として東京大学大学院工学系研究科先端学際工学専攻在学。2 
010 年に早稲田大学大学院社会科学研究科博士課程政策科学専攻（映画産業のソーシャルネ 

ットワーク分析）に入学。2014 年 4 月により現職。共同著書『日本語翻訳実務 3 級』（ 中国労働部の主催する全

国翻訳資格試験での指定教科書）の第二章執筆担当、学会論文「先進製造技術の研究開発：中国の事例」、「主要国

における橋渡し研究基盤整備の支援 : 中国の事例」、「 中国科学技術の歴史と現状」など。
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1．講演録 

【開会】 

（JST 石川フェロー） 

これより中国総合研究交流センター第 93 回研究会を開

始する。 

 皆さまご承知の通り、中国の科学技術レベルはここ 近、

非常に伸びており、論文数は米国に次いで世界第 2位、研

究予算も日本をはるかに凌駕している。今日はこのような

状況を念頭に、「主要国と中国の科学技術協力」というテ

ーマで、JST 研究開発戦略センターの林幸秀上席フェロー

と周少丹フェローに講演いただく。 

林上席フェローの略歴から紹介する。1973 年、東京大学

大学院で原子力工学を専攻後、科学技術庁（当時）に入庁。

文部科学省科学技術・学術政策局長、内閣府政策統括官、

文部科学審議官を経て、2008 年に宇宙航空研究開発機構

（JAXA）副理事長、2010 年より JST で活躍している。周

フェローは中国大連外国語学院日本語学部を 2002 年に卒

業し、2009 年より早稲田大学大学院で政策科学を専攻。

東京大学大学院の工学系でも研究をし、2014 年より JST

に在籍している。 

 

【講演１】 

私は、元は役人だが、役人時代は海洋や宇宙といったビ

ッグプロジェクトの中に占める中国の比重は低く、中国と

はあまり関わりがなかった。しかし、今では自分は中国ウ

ォッチャーの一人だと思っている。 

 

中国の科学技術をきちん

とウォッチしなければと思

ったのは 2003 年のことで

ある。急激な経済発展を遂

げた上海の街並みを見て、

大きなショックを受けた。

米国やヨーロッパだけでな

く、中国の科学技術もきち

んとフォローしていかない

と、日本の科学技術のため 

にはならない、お互いに影響し合いながら発展していかな

ければならないと考えた。それ以降、中国の科学技術の状

況を、文献なりインターネットのホームページなどで調査、

分析し始めた。 

2003～2004 年当時は中国の科学技術のレベルはそれほ

ど高くないようにみえたが、中国をよく知る専門家による

と、中国にも非常に優れた面があるということだった。そ

こで、もう少し丁寧に調べようと準備を始めた。中国は「遅

れて来た巨人」と表現した方がいいかもしれないが、その

当時から、非常に大きな研究施設がどんどん出来始めてい

て、そういう施設を見ることで中国の実力が分かるのでは

ないかと、大型施設の調査をした。結果は JST の HP で見

ることができる。その時、受けた感じとしては、施設その

ものは非常に大きいが、実際の使われ方はそれほどたいし

たことはないというものだった。 

次に大学に着目し、北京大学や清華大学、上海交通大学、

浙江大学といったところを中心に見て回った。学問の伝統

というかサイエンスの部分の蓄積が弱い感じはしたが、学

生達も先生達も非常に意欲的かつ積極的で、相対的なエネ

ルギーは強いと感じられた。 

そのようなことをやってきたが、やはり全体として中国

がどういうものなのかよく分からない。2003 年に調査を

始めて 10 年以上経つが、中国では毎年どんどん変わって

いく。私は、中国を一つの考え方でまとめてこうであると

いうような言い方はなかなかできないのではないかと達

観した。調査するにしても一つの切り口だけで調べるのは

難しい。いろいろな断面で切り、それをある程度繋いでい

くことで、中国の科学技術の実情を推し量るしかないので

はと思うに至った。今日、お話するのはそういったいろい

ろな切り口の一つだ。2年程かけて、この後にお話する周

と JST 中国事務所スタッフと一緒に、中国の科学技術につ

いて主要国がどうみているかを調査した。お手元にあるも

のはその 終報告書だ。副題にあるように、欧米等は中国

の科学技術をどのように見ており、どのように協力しよう

としているかが調査の目的である。前半部分では、2年前

の各国責任者が中国の科学技術をどう見ているかについ

てインタビューしたものを取り纏めた。それを踏まえて、

北京、上海だけでなく、東北部や武漢、四川の成都など、

いろいろな所を訪問した。その辺については後半で周が説

明する。私は前半部分、各国主要国が中国の科学技術の状

況をどう考えているかについて説明する。 

 

 調査方法はインタビューが中心である。2014 年に一週

間ずつ 2回、北京を訪問し、米国、欧州の大使館やドイツ

のフラウンホーファーといった研究機関の関係者と意見

交換を行った。対象国・機関は米国、ドイツ、英国、フラ

ンス、イタリア、欧州全体の代表として EU、オーストラ

リアだ。大使館でインタビューする時は音声を録音するこ

とができない。一生懸命メモを取ったが、ディスカッショ

ンしながら記録していたので、発言の直接引用は出来なか

ったため、文責は私たちにあることをはじめに申し上げて

おく。 

 

 先ずは米国について紹介する。米国がどのように中国の

現状認識をしているかというと、中国の科学は世界一流、

しかし応用は経験不足と見ている。また、中国の科学者は

おしなべて若く、指導する世代が存在していないというこ

とだった。これには 2つの面があると思う。一つは中国が

急激に発展しているということ、もう一つは文革だ。文化

大革命は 1977 年に終わるが、それまでの 10 年間は科学技

術の暗黒時代で研究は殆ど進まず、大学でも教育が行われ

ず後継者が育てられなかった。それゆえ、本当の意味で米

国やヨーロッパ、日本と対抗しながら研究していく人々は

文革以降の世代が中心になり、どうしても若くなる。もう

一つ、ファンディングや評価といった科学技術のシステム
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が、今は発展段階にあり常に改革の波に晒されているとい

うのが米国の認識であり、改革が進んでいけば将来はより

良いものになるだろうということだった。 

さて、そういう中国と米国は協力するのかどうか。これ

は他の国でも大体同じだが、中国は経済的、政治的に重要

なパートナーであり、中国に協力することは米国の利益に

かなうと明言している。とりわけ、地球規模の話になる気

候変動を考えると、やはり中国抜きには語れない、中国の

協力は不可欠だということだ。そして、協力する時に考え

なければいけないのは中国の巨大なポテンシャルだとい

う。共同研究で投入されるマンパワーは米国から見ても桁

違いで、膨大な実験データを蓄積することができる。それ

が非常に大きなメリットで、共有すべきという考え方だ。 

協力の枠組みとしては、文革が終わって後、協力協定を

締結し、その下に 100 以上の MOU を持っている。さらに、

共同ファンディングのシステムを持ち、互いに利益を構築

するようになっている。何を重点事項として協力している

かについては、政府の方ははっきりしていて、やれること

とやれないことがあり、やれることの代表的なものは気候

変動分野とエネルギー環境分野で非常にプライオリティ

が高い。一方で軍事に関係する部分、特に宇宙については

議会が慎重なため、NASA は協力を制限されている。原子

力にもそういう問題はあるが、原子力は民生と軍事が峻別

しやすいので、これについては比較的に協力が可能だろう

と言っていた。 

具体例として、米国エネルギー省と中国科学技術部との

間では“Clean Energy Research Center”に一番力を入れ

ている。クリーンコールつまり石炭燃焼を綺麗にしようと

いうことや、クリーンカー、省エネといった分野での共同

研究が良い成功例とのことだ。その他には対話フォーラム、

特に再生可能エネルギーに関するフォーラムも重要だろ

うと言っていた。 

米国が中国と協力する場合の課題は何かと聞いたとこ

ろ、知的所有権の取り扱いあるいはデータの取扱いの透明

性ということだった。特に透明性についてはデータがきち

んと共有されてこないという問題に繋がるということだ

った。 

 

 ドイツは、ヨーロッパの中で非常に早く中国と協力を進

めた国だと言われている。ドイツは中国のことを、非常に

多くの分野で 先端に達しており、非常に意欲的で素早く、

輝かしい成果を出している一方、科学技術を支えるシステ

ムの変化のスピードが遅く、活動が個別単位で戦略的に動

いていないようだと認識している。加えて、これは米国と

逆の見方なのだが、基礎科学が弱いという言い方をしてい

た。大学や研究機関においては構造改革と国際化が必要だ

とも言っている。 

先端的なところでは、ICT、無線ネットワークが非常に

強く、スパコン、宇宙も先導的だ。材料はたいしたことは

ない。宇宙はうまくいっているが、民生で一番重要な自動

車産業は自力での開発能力に欠けている。中国には合弁、

国産も含め多くの自動車企業があるが、一番重要なエンジ

ンを自力で作れない。 

このような見方をしながら、ドイツは中国とどう関わろ

うとしているのかというと、科学技術は世界共通なので政

治的な障壁はなく、当然協力すべきだということだ。ドイ

ツは、自動車産業を中心に産業競争力が世界的にも強いが、

その強さを維持するためには継続的努力が必要で、その努

力の一つとして中国との協力は重要だ。違う国同士がベス

トを結合すれば、両国の経済や科学技術に飛躍をもたらす

ことができる、そういった意味で協力を重視しているとい

うことだった。 

協力の枠組みには二国間協力協定がある。毎年、委員会

を開き、それがアンブレラとなって、その下に MOU がある。

ドイツの場合、いろいろな研究所と中国科学院との間で人

的交流が非常に盛んだ。フラウンホーファーやドイツの大

学が中国の研究者を受け入れ、養成して帰すことで、中国

の代表的機関のトップレベルがドイツで教育を受けたと

いうことになる。具体例でいうと、中国科技部の部長（中

国における科学技術大臣）はドイツの大学を出てアウディ

に勤め、中国の同済大学に戻り、その後、科技部長となっ

た。中国からみてドイツとの人的関係には強いものがある。

一方、ドイツの方には非常に割り切った考え方もあり、援

助、協力というより中国を顧客として見ているところもあ

る。特にフラウンホーファーなどはお金を取って委託契約

をし、技術協力するということもしている。 

重点事項としては、ドイツの国内産業と競合しない分野、

あるいはドイツの国内産業に貢献できる分野での協力が

ある。具体的には次の７つの分野；①教育/職業訓練、②

上海の水、③一般的な水処理、④IT、⑤ライフサイエンス、

⑥LED、⑦高校生のパートナーシップだ。中でも特徴的な

のは教育/職業訓練で、例えばフォルクスワーゲンは売り

上げ全体の半分くらいが中国でのものであり、中国への依

存度が高い。ところが単に車を輸出するのではなく、技術

を中国に持っていき、中国内で車を作って売る。そこで、

現地の従業員の質を高めるのが非常に重要だということ

で、そういう意味での教育/職業訓練だ。フォルクスワー

ゲンは上海、重慶、チンタオ、天津で職業訓練をしていて、

教育カリキュラムと教員はドイツが出し、建物や他の教員

を中国が提供する。ちなみに日本企業も結構、中国に車を

売っているが、世界的に見ると中国に一番車を売っている

のはドイツ企業である。 

もう一つの特徴として、ドイツは他国に比べて水に強い

関心があり、水の供給、クリーンウォーター、下水処理、

浄化といったことを非常に積極的にやっている。上海以外

ではチンタオ、無錫の太湖、昆明の滇池、安徽省の巣湖と

いったところで水処理の協力をしている。 

課題については、両国間の文化的違いはあるものの、改

善されつつある。かつては知的財産権の問題があったが現

在はあまり問題ではない。ファンディングシステムに関し

てはまだ問題があるということだ。 
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サイエンスの世界でトップレベルにある英国から見た

中国はどうかというと、中国には非常に優れた分野があり、

も高いレベルは英国と同等であり、また、非常に巨大な

研究開発投資が行われている。その一方で、イノベーショ

ン創出がうまくいっていないのではないかという懸念が

若干ある。 

中国に対する協力の是非については、英国の産業利益を

拡大することを目的として、当然、協力すべきである。協

力の枠組みとしては二国間協定の下にいろいろな個別の

MOU がある。特筆すべきは「ニュートンファンド」で、こ

れはインドなど英国からみて重要な発展途上国に対する

研究基金として設立されたものだ。中国との研究協力は非

常に大事だとして、ニュートンファンドを用いて、中国と

のジョイント・ファンドを設立している。 

協力が有望な分野としては、英国は生命科学が強いので

ライフサイエンスを第一であり、次に宇宙開発と衛星関係、

それから材料、都市化、食料問題と続く。 

成 功 例 に は ビ ジ ネ ス パ ー ト ナ ー を 見 つ け る

“Sustainable manufacturing program”がある。英国の

大学、企業と中国パートナーをお見合いさせるような形で

連携させていくというものだ。“Technology partner 

initiative”においては、協力できるものに対してお金を

出し、ビジネスを実現させていく。 

課題については、標準化と規制、法的環境の違いを理解

し合うことだという話だった。 

 

フランスも中国との協力に積極的な国だ。中国をどう見

ているかというと、ここ数年で劇的に変化し、研究レベル

が向上し、アウトプットも格段に増えた。フランスの誇る

研究機関である CNRS は、欧州 大規模ではあるが、中国

科学院には及ばない。その一方で、膨大な施設や資金、人

材と、科学技術の質が必ずしもマッチしておらず、量ほど

質は増大していない、国際化もあまり進んでいないという

ことが課題だ。特許も数こそ多いが基本的なものが少なく、

応用的なものばかりだというのが弱点だろう。 

 中国に対してフランスは当然、協力をするということで、

特に、フランス単独ではできないような地球規模の研究、

自国ではできない、むしろ中国に行かなければできないよ

うな東洋学や中国の歴史といった研究で協力している。フ

ランスも戦前から中国との関係が非常に深く、1920 年代

から中国の人材教育に関与している。周恩来や鄧小平がフ

ランス留学し、フランスに学んだことを誇りにしている。 

協力の枠組みとしては、1978 年の文革直後に科学技術

協力を締結し、その後、宇宙、感染症、伝統医療、イノベ

ーションといった 5 つの分野で締結した協定が重要だ。

CNRS は中国の研究機関と MOU を結んでいて、CAS や NSFC

との協力関係が重要だ。重点事項としては、①持続可能な

発展、②グリーンテクノロジー、③エネルギー、④バイオ

テクノロジー、⑤情報セキュリティ、⑥先端材料の 6つの

分野だ。 

具体的成功例としては、学者や研究者の交流、共同セミ

ナーの開催が挙げられる。共同で研究し論文の投稿を行う

「共同実験室」というものもあり、中国全体に 56 研究室

が展開されている。また上海には、世界 高峰の感染症研

究機関であるパスツール研究所の名前を冠した研究所が

あり、フランス政府が人件費を出して所長を派遣している。

研究費や研究員は中国が手当てをしており中国人が中心

であるが、ノウハウ含めてフランスが指導するためレベル

が高く、成功例の一つと言われている。ちなみにこういっ

た形態のパスツール研究所はベトナムや東南アジアなど

にもいくつかある。上海の“グリーンケミストリー共同実

験室（UMI E2P2L）”も環境研究における成功例だ。ここ

ではフランスの民間企業と上海の大学が研究協力を結ん

でいる。もう一つ、面白い話として、フランスは数学が強

く、米国に次いで世界第 2位のフィールズ賞の受賞国であ

り、中国にも天才的な数学者がいるので、そういったとこ

ろで協力できる。 

課題としては知的所有権の安定性が挙げられる。中国の

システムがクリアではないことに原因があるのではない

か。 

共産党政権ゆえ政治介入があるのではという議論につ

いては、少なくとも今のところ問題が出てきたことはない。

さすがに天安門事件の時は多くの協力がストップしたが、

それも昔の話であるということだった。 

 

イタリアはさほど大きな国ではないが、自国の特色を生

かした協力を行っている。イタリアの現状認識として、中

国は米国、日本、ヨーロッパと同じレベルに来ていて、北

京大学のグラフェン研究（炭素材料の研究）では世界トッ

プレベルにある。また、中国はもはやヨーロッパを抜いて

世界の科学技術のリーダー国になりつつあり、特に、米国

が資金難で取り組まなくなっている巨大な加速器施設や

天文学施設を自ら建設するなど、ビッグサイエンスの領域

に巨額の投資を行っている。一方で、マネジメントシステ

ムが弱いことや重複投資が多いこと、研究資金の配分が不

透明なことを課題だ。 

中国とどう協力していくかについては、遠い国を相手に

小さい協力をしてもあまり意味がないので、大きなプロジ

ェクトで社会的意義があり、技術移転が少ない分野での協

力を中心に考えている。イタリア外務省の中に大臣をトッ

プとする“Strategic Table in S&T with China”という

専門家会議があり、年に 3～4 回程会合を開いて現状を確

認し、対応策を練っている。 

協力の優先事項の 7～8 割が、高エネルギー物理分野と

なっている。 近では地震予知を目的とした衛星による地

球観測協力もある。具体例としては、チベットの宇宙線観

測施設や広州・ダイヤベイにおけるニュートリノ観測施設

といった高エネルギー物理分野の協力が挙げられる。 

課題について、知財の問題はあるだろうが、イタリア単

独ではなく EU がきちんと交渉すべき課題だ。Dual Use に

係る問題は注意する必要がある。宇宙分野についてはイタ

リアに制限はなく、科学のための協力であれば、中国の宇
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宙ステーション計画への協力も検討対象だ。 

 

次に、EU は、文革後ゼロから出発したことを考えると、

中国は大変な発展を遂げているとの見方である。日本やヨ

ーロッパをいつかは越えるだろうが、いつ越えるかが問題

で、そこはいろいろと議論があるだろう。マイナスの側面

としては環境問題、社会的な格差、透明性の低さが挙げら

れ、科学技術に限っていうと、研究資金の無駄と配分の不

透明さ、人材流動性の少なさと、非中国人に対する研究室

の開放がまだまだである。また、EU の企業が進出する上

での環境整備が不十分だとも認識している。しかし、中国

との協力は当然やるべきで、中国をイコールパートナーと

見なして関係を強化することが大事だろう。 

主な枠組みは“Horizon2020”という“FP7”の後継プロ

グラムで、透明性、共同出資、戦略的アプローチと互恵を

原則として実施している。重要分野は都市化、食料・農業・

バイオ、ICT、航空の 4 領域で、人材についてはマリーキ

ュリー・プログラムという交流プログラムを有効活用して

いる。 

EU の成功例には Immuno-Can という、復旦大学とバイオ

メイヤー社によるジョイントラボがあり、ドイツやイタリ

ア、デンマークの研究者も参加している。 

課題としては、お互いの違いを理解し合うために、きち

んと時間を取ることが重要で、知財についてはいろいろ言

われているが、 近は大分変ってきている。共産党一党支

配による政治体制が原因で EU が協力できないということ

は全くないとのことだった。 

 

後はオーストラリアだ。オーストラリアは、それほど

大きな国ではないが、科学技術のレベルはライフサイエン

スを中心に高いものがある。 

オーストラリアから中国がどう見えるかというと、この

5 年から 10 年の成長は凄まじく、また、オーストラリア

は大学のレベルが高く、中国の大学生や院生は米国にも多

く留学するが、オーストラリアにも数多く留学しており、

学部生は 10 万人規模、博士号所有者も増大している。そ

ういう意味で中国は非常に大事な国だということだ。 

中国の問題点としては創造性の欠如、曖昧なファンディ

ングメカニズム、研究評価の偏りなどである。それでも当

然のことながら、中国と協力しないという選択肢はない。

特に、オーストラリアにとっては自国の人口の少なさを補

うメリットがあり、人材の質の面でも優れた研究者が増え

ている。 

協力の枠組みのメインはどちらかというとボトムアッ

プ型で、大学の研究室が中心になる。残念ながら、今、政

府にはお金がないが、トップダウン的に行う小規模の共同

研究へのファンドがある。昔は多くの発展途上国と国際協

力をやっていたが、新内閣では国際協力予算が圧縮され、

中国とインドに絞られてしまい、それも減ってきている。 

オーストラリアにとって課題となる分野を中国と一緒

に研究するという考え方で、重点事項は水、農業生産性、

石炭の削減、鉄鋼や電力生産、亜熱帯に特有な疾病などで

ある。 

具体例では CSIRO（オーストラリア連邦科学産業研究機

構）という、日本の NEDO や理研に近い研究機関と CAS（中

国科学院）との協力が中心である。 

オーストラリアには研究者以外にも多くの中国系がい

て、文化的な違いはあっても、彼らが懸け橋になっている。

CSIRO の職員の７％は中国語を話すという数字もある。知

的財産権の問題についてはあまり感じていないというこ

とだった。 

 

これまでの結果をまとめると、中国の科学技術に対する

現状認識は米国、ヨーロッパで大差なく、中国の躍進を驚

異の目で見ている。研究開発費では日本をはるかに越え、

米国に次いで世界第 2位、研究者数では米国を抜いて第 1

位だ。実際に私も施設や実験装置を見てきたが、他国と遜

色が無いというより、むしろ世界 新鋭 先端にあるので

はないかと感じられた。しかし、それに見合う成果が出て

いるかというと、基本的には十分ではなく、あれだけのお

金と人を投入し、 先端の設備を入れても何かが足りない

という見方だ。そういった 2つのポイントを持つ中国に対

して、各国声を揃えて、当然、協力すべきだと言っている

が、協力の仕方についてはそれぞれの国情に応じた違いが

あった。 

これは私見だが、日本には孫文をはじめ、中国から非常

にたくさんの留学生や研究者を受け入れてきた長い歴史

がある。ところが近年、いろいろな政治的軋轢もあり、他

の主要国と比較して協力相手としての地位が相対的に低

下しているのではないだろうか。中国は科学技術力をどん

どん増大させてきている。中国の状況をよく勘案しながら、

科学技術における協力をどのように進めていくべきか、我

が国の戦略を再検討する時期に来ているのではないかと

思う。 

 

報告書にはそれぞれの国に参考資料をつけている。例え

ば、米国では、デニス・サイモンというアリゾナ大学の研

究者による大統領府諮問委員会での証言を訳したものが

ある。彼は中国の科学技術について世界で もよく知る人

物の一人だろう。そういった資料も参考にしてほしい。 

私からは以上である。この後、周フェローから具体的な

説明をする。 

 

【講演２】 

主要国と中国の科学技術協力の具体的な事例について

紹介していく。 

 今回は、中国国内の 8 ヶ国、21 研究拠点について調査

を行った。地理的には沿岸部に集中し、特に北京と上海に

多い。成都、武漢など内陸部もあったが、現地を訪問する

とそれほど内陸だとは感じなかった。例えば、成都は海ま

では遠いが、ヨーロッパには近い。成都からヨーロッパま

で走る列車も開通し、貨物なら 2週間程度でヨーロッパの 
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主要貨物港まで行くことが

できる。むしろ、船より早

く効率がいい。EU との関係

も非常に緊密だ。武漢の場

合、長江の沿岸都市で、陸

路の交通のハブでもある。

そして、満潮の時に 大 2

万トン級の船が海から入れ

るという内陸に位置する沿

岸都市でもあるのだ。 

 今日は時間も限られているので、訪問調査した共同研究

センターから 5 箇所程度をピックアップして事例紹介す

る。 

 

 はじめに紹介するのは米国のクリーン・エネルギー共同

研究センターだ。ここは中国科学技術部（MOST）と米国エ

ネルギー省（DOE）の主導でつくられた共同センターで、

物理的な存在というよりバーチャルなコンソーシアムだ。

この下に“クリーン自動車”と“先進石炭燃焼技術”、“省

エネ建築”の 3 つのコンソーシアムがある。この内、“省

エネ建築”を訪問した。 

“省エネ建築”コンソーシアムの中国側ホストは住宅・

都市農村建設部傘下にある“科学技術と産業化発展センタ

ー”で、国立研究機関および建築で有名な大学と 30 以上

の中国企業が参加している。米国側はローレンス・バーク

レー国立研究所がホストになり、企業等が参加している。

訪問した研究室では建築の再生可能エネルギーの応用に

ついて 2期に分けて研究しており、第 1期では 3年かけて

太陽光発電システムと地熱ヒートポンプなどを建築に導

入して効率の良し悪しをモニタリングし、データを取得し

て利用パターンを可視化した。第 2期でも 3年をかけてビ

ジネスモデルを模索するという。これほど大きなコンソー

シアムがどのように組織されたかというと、中国側はトッ

プダウン式で、先ずはホスト機関が建築で有名な大学を選

定した上で参加機関長・学長による委員会を作り、中国の

関係産業による産業委員会等と意見交換をしていく。米国

側は公募でホスト機関を選定した。コンソーシアム全体は

月に一度、テレビ会議を行い、半年に一度、会合を開く。

同済大学の研究センターは学長の直轄で、副学長が代表を

兼任している。同済大学側の研究者は博士課程の学生も含

む 30 名、教授は他分野を含む 3～5名となる。 

両国では産業からの資金も合わせて、この三つのコンソ

ーシアムに5年間で1.5億ドルを投入することに合意した。

同済大学の場合、大学本部は政府と同額を出資している。

また、両国共に、積極的に企業を参加させ、企業資金を得

る努力をしている。 

研究成果について、3年間の成果の一番目としては多数

の英語論文を出したこと、二番目には中国の政策改正に繋

がったことが挙げられる。というのも、中国では太陽光発

電の一体化建築に補助金を出していて、建築段階で補助金

を出していたが、結局、お金をもらっても導入しない、あ

るいは導入しても使用しない例が見られた。モニタリング

結果を中国政府の政策評価に用いることで、システムの運

用を開始してから補助金を出すという制度の切り替えに

繋がったという。3番目の成果は同じ省エネ建築コンソー

シアルの中の重慶大学だ。重慶大学は中米 2国間の協力経

験を生かして“低炭素グリーン建築国際共同センター”を

設置し、米国の協力機関以外に、イギリスのロンドン大学

やレディング大学などと協力して都市化の研究を始めた

ということだ。将来的には米中の協力レベルがもっと上が

るだろうと期待されている。 

 

次にドイツとの協力例、「中国科学院－マックス・プラ

ンク計算生物科学パートナー研究所（PICB）」を紹介する。

1972 年、中国とドイツが国交正常化してすぐに、中国科

学院（CAS）とマックス・プランク（MPG）協会が協力を開

始した。1985 年にドイツは 新の研究設備を CAS の上海

生命科学院に導入し、MPG の発達生物学研究室の責任者で

ある教授を派遣した。 初は両機関の個人レベルの交流だ

ったものが研究グループ間の交流、さらには研究機関レベ

ルの交流・協力に発展し、2004 年 11 月に MPG の所長と CAS

の院長が PICB の設立に合意した。ちなみに、当時の CAS

の院長はもともとドイツ留学の経験がある。 

PICB 研究所には合わせて約 250 名の研究者を有する。、

研究室を 3 つに分け、5 つの研究方向と 18 の研究チーム

から構成されている。所長は外国籍が 2 名、中国籍が 2

名、副所長兼党書記が 1 名だ。PI（研究リーダー）は 18

名で、内、4割が外国籍。大学院生 100 名の内、70名が博

士課程の学生だ。研究者以外のスタッフは約 100 名、運営

管理は約 20 名となる。 

PICB研究所はMPGから完全に独立して運営されている。

外国籍の所長は CAS と MPG が「Science」や「Nature」な

どの有名な雑誌に求人情報を出して世界中から募集し、

CASと MPGの研究者が半々で構成された委員会において人

選される。所長評価は、殆どが米国人研究者から成る外部

委員会が 2年ごとに行い、4段階評価で所長の給料と継続

の可否が審査される。MPG は MPG のフィロソフィー、人材

採用方法とか科学研究の評価方法などの普及に努めるた

め、毎年、6週間、ゲストディレクターを上海へ派遣する。

PI の平均年齢は 35 歳、任期は 3年と短く、非常に競争が

激しい。 

ランニングコストの分担は CAS と MPG で 2 対 1だ。現在

の協定では、CAS は毎年 2,000 万元（3.5 億円）を出資し、

MPG は毎年 100 万ユーロを拠出することになっている。各

研究グループは自立的に国の競争的資金や企業資金とい

った外部資金を獲得しなければならず、研究所長が PI を

兼任する場合でも同様に研究費を獲得しないといけない。

PI の年収は高く、一番高い PI で 40 万元、大体 700 万円

だ。中国の中では高く、場合によっては所長の給料より高

い。ここでは毎年、CAS と MPG が主催するサマースクール

に大学院生が参加できる。サマースクールは両国交代で毎

年行われている。 
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成果では英語論文が 2006 年から 2014 年で 264 本、その

内、三大学術誌「Science」、「Nature」「Cell」に 6本掲載

された。 

 

続いてフランスとの協力だ。協力名は IPS-CAS（中国科

学院－パスツール上海研究所）という。パスツール研究所

は世界でも HIV や B 型肝炎ウィルスの研究で有名だ。中国

でもこの 2つのウィルスの感染には悩まされており、特に

中国では B型肝炎の感染者数が多く、元々パスツールに関

心があった。2003 年 1 月から 6月にかけて中国で SARS が

流行したことをきっかけに、2004 年 1 月、CAS の副院長と

パスツールの所長が上海で共同研究所を作ることに合意

した。その後、両機関のトップは互いに訪問し、8月に CAS

－パスツールと上海市政府を入れて新しい研究所がつく

られた。 

IPS-CAS は中国籍とフランス籍の所長が一人ずつとい

うデュアル所長体制を取っている。CAS 側においては、共

産党書記は No.2 となることが特徴的で、フランス側では

任命される所長が必ずしもフランス籍ではない。実際、現

在の所長はドイツ人研究者で、フランス外交官の身分を持

ち、フランス外務省が給料を支給している。 

名前の付け方から見るとマックス・プランクと近いよう

に思えるが、IPS-CAS はジョイントラボではなく、あくま

でも CAS 下の研究機関の一つという位置付けにある。つま

り、フランスの研究所長以外の殆どは中国側の研究者で構

成されているということだ。パスツールはマネジメント指

針と研究ネットワークを提供することで役割を果たす。 

研究ユニットはトータルで 30 ある。大半の研究者は中

国籍で、外国籍の PI は 3、4名だ。アシスタントは 4名に

制限されるが大学院生によるスタッフ数は制限されてお

らず、研究ユニットのメンバーは常にダイナミックに変化

している。英語を公用語とし、インド、パキスタン、アフ

リカからも若手研究者が来ている。 

運営費は CAS が担っている。パスツールはフランス側の

研究所長の給料だけで、それもフランス外務省が支給して

いる。研究費は各ユニットが独自に獲得し、主な資金源は

NSFC（国家自然科学基金委員会）、科学技術部、CAS 本部、

さらに上海科学技術委員会が拠出する競争的資金だ。 

成果のメインは国際シンポジウムを 11 回開催したこと

と、2010 年から 2012 年の 3 年で英語論文を 75 本出した

ことだ。その内、「Nature」に１本、「Cell」に 5本掲載さ

れている。 

 

続いて中国と EU との協力について、“大連理工大学－

IMEC（Interuniversity Microelectronics Centre）協力

実験室”を紹介する。2007 年、米国のインテル社が 25 億

ドルを投入し、大連に新しい工場を作ったが、大連に進出

を果たすためには優秀な人材を確保しないといけない。そ

こで、インテルは大連で一番優れた大学である大連理工大

学に集積回路の研究開発、生産設備を提供した。一方、EU

側の IMEC は、2009 年まで EU 以外への進出が禁止されて

いたが、制限が解除されてから積極的に EU 以外のパート

ナーを探していた。その時、たまたま大連が視野に入り、

大連理工大学が 8 インチのウェーハ－を製造する高い半

導体技術を持っていたことから、両機関の協力がすぐに開

始された。 

協力内容のメインは人材育成だ。大連理工大学に「大連

理工大－IMEC 研究基地（拠点）」を作り、毎年 IMEC 側の 8

～10 名の研究者を招へいし、大連理工大学で講義を行う。

そして 2 年に一度、大連理工大の研究者 4～5 名を IMEC

に派遣し研修を受けさせている。2013 年からは IMEC が優

れた気体検出ディバス（SoC 技術）を開発したことを受け

て、大気汚染における有害ガスの検出技術を共同開発して

いる。研究チームリーダーは年に 2回、互いに訪問し、意

見交換している。 

研究資金については主に 3つの研究資金源がある。外国

の専門家を招へいするときは、中国外国専門家局の支援資

金が拠出され、また、大連理工大学は一定額の研究資金を

拠出している。さらに、先ほどの共同研究において 3年間

270 万元の国際共同研究ファンドを獲得した。 

成果としては半導体研究人材の多数養成と多くの英語

論文の掲載が挙げられる。大連理工大学では IMEC の大型

研究施設の運営・管理に関するノウハウも獲得できた。大

学のカリキュラムでは、世界 先端の理論と方法を学生に

紹介できるようにもなり、将来的には世界レベルの半導体

研究人材育成拠点となりたいということだった。 

 

次はイギリスで、協力名は DICP-BP エネルギー共同実験

室という。中国側は中国科学院の大連化学物理研究所と瀋

陽金属研究所、中国科学技術大学と清華大学で、イギリス

側は国際石油資本でスーパーメジャーの 1 つである BP 社

からなる。協力の経緯は 21 世紀に入ってからで、中国の

エネルギー事情が今後の世界的なエネルギー技術、効率、

環境などに大きな影響を与えると判断した BP 社が中国側

に積極的に接近したことによる。2001 年、BP 社は CAS や

清華大学との間で、10 年間で 1,000 万ドルを提供する

「Clean Energy Facing to the Future（CEFF）」プログラ

ムを開始し、その 6年後、大連化学物理研究所に DICP-BP

共同実験室を設立した。 

CEFF の全体管理は CAS に任されている。BP 社の担当者

と清華大学の専門家が学術指導委員会を組織し、具体的な

研究は大連と瀋陽の研究所で行われる。 

大連の研究所においては、共同実験室はワンフロアが確

保され、完全に独立した運営がされている。BP 社は研究

管理を担当し、中国側の 13 名を雇用している。全体 14

名の内、イギリス人の PI は 1 名のみだ。DICP から教授レ

ベルの研究員 8名、瀋陽の金属研究所から 2名、清華大学

から 2名が参加している。 

また、BP 社は毎年、2名の大学院生をリバプール大学へ

留学させる資金を提供している。 

研究資金分担は非常にシンプルで、実験室は BP 社の運

営管理のもと、全額を BP 社が出資する。 
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研究成果としては、いくつかの重要な技術を開発した。

論文は 3本程度だが、国際特許を 2件申請している。企業

の研究所ゆえ論文はあまり求められておらず、特許や実際

の技術の開発に力が入れられている。大連の研究者にとっ

ては、出口側の技術に関する知識が習得でき、市場のニー

ズと変化を把握するノウハウの習得、国際協力の方法の習

得と多国籍企業の安全管理に関するノウハウの習得がで

きるというメリットがある。その一方で、BP 社が 10 年間

で 1.000 万ドルを提供するメリットは、中国のトップレベ

ル研究機関の研究情報を把握できるということと、研究人

材や新しい研究設備を活用して、自社向けの研究開発を中

国現地でできるということだ。 

 

上述 5つの協力例をまとめてみれば、いずれも実力ある

機関が国際協力関係を結んでいる。トップダウン式と自由

協力式の 2つがあり、トップダウン式では中国の国内外事

情やキーパーソンが重要な役割を果たし、自由協力は長期

的な人的交流の結果ともいえる。協力形態は多岐にわたり、

国際コンソーシアムや人的交流、ジョイントラボなどがあ

る。 

中国側にとっては、外国のプロジェクトマネジメント知識

の習得、市場ニーズの把握、英語論文の投稿や、国際的研

究開発人材の育成、研究能力を高めて他の国際協力に拡大

といったメリットがある。外国側はというと、中国側の研

究人材を育成し、研究資金と研究施設を生かして自国の興

味ある研究開発を行ったり、中国の研究情報を把握したり、

国際協力の中で中国の巨大市場へアクセスすることを考

えている。報告は以上だ。 

 

【質疑応答】 

（林上席フェロー） 

それでは順次、ご質問を受け付けたい。 

 

（フロア） 

中国に対する欧米の現状認識について紹介いただいた

が、日本としては中国の科学技術の現状をどう見ているの

か、知財に対してどのように考えているのか。協力すると

したらのどこが重点的になるだろうか。 

 

（林） 

日本の見方はいくつかあるかもしれないが、私の見方は

北京にいる大使館の人たちとそれほど変わらない。研究開

発費では中国は圧倒的に日本を抜いているが米国ほどで

はないという状況だ。人材についても、日本の研究者は

60 万人位いるが中国は 140 万人位と倍以上いる。施設に

ついては、日本は 2000 年代に第 2 次基本計画で研究開発

費が増額されたこともあって、いろいろな設備装置の更新

と導入が進んだが、中国はそれより 10 年、20 年遅れて購

入したため、設備装置が世界 先端の状況にある。しかし、

それに見合うアウトプットが無いというのが米国とヨー

ロッパの見方だ。数年前までは、中国は論文数では米国に

次いで世界第 2位ではあったが、論文の質は低いというの

が日本の一般的な見方だった。ところがこの 1、2 年で驚

くような結果が出ている。文科省政策研のデータでは、引

用数を勘案しても世界第 2位となっているのだ。したがっ

て、質を考慮した論文数においても強い状況が見え始めて

いる。しかし、私は本当にそうなのかということに疑問を

持っている。今後、いろいろ調査しなければならないだろ

うが、一番の問題は、そこに本当にオリジナリティがある

かどうかだ。 

科学技術の、特に基礎科学の分野において、新しい地平

を切り開くものが中国から生まれたかどうかは議論のあ

るところだ。分かりやすく言うと、山中先生の iPS 細胞は

画期的研究成果だった。iPS 細胞によって一気に再生技術

が広がったが、そういったものが中国のライフサイエンス

に生まれているかというとそこまでいっていない。あるい

は、東工大の細野先生は超伝導の材料実験において鉄系で

初めて超伝導現象を発見した。鉄という人間社会に非常に

親しみのある材料で超伝導現象を発見したのは細野先生

が 初で、新しい地平を切り開いた。そして何が起こった

かというと、中国で非常にたくさんの人達が鉄系超電導の

研究に一気に参入し、猛烈な勢いでデータを出してきた。

これは中国の 2つの面を表している。中国にはまだ新しい

地平を切り開く力はないが、それをサポートして次々と新

しいデータを出し、大きな体系を成り立たせるポテンシャ

ルや研究能力があるということだ。そういったところは日

本よりはるかに強い。 

 また、特に産業技術において、日本経済の生命線となる

企業の技術力についてどう考えるのかということがある。

具体的なエビデンスはないが、現在のところは、中国はイ

ノベーションを起こす格好での技術力の進展はないよう

に思う。いろんな問題があるが、一つにはやはり中国は物

を製造したりするときに自分で作る発想ではなく、場合に

よっては買ってくればいい、結果として比較的少ない労力

と少ない力で技術が根付けば問題ないという考え方をす

る。これはキャッチアップ型であれば早く進むが、次のス

テップが無いかもしれない。ある技術で一定のレベルまで

行って、その技術を飛び越えて次のステップに行こうとし

た場合、いつもそこが障壁になる感じがする。従って、私

の感触では、中国は今、米国、日本、ヨーロッパの技術を

使いながら世界一流の工業国家になりつつあるが、次のス

テップに進むには別のやり方を考えなければいけないと

思う。中国の施政者、政府の人間もそう思っていて、例え

ば、温家宝元総理も中国独自の技術開発とイノベーション

を起こすべきだと強く言っていた。 

これは日本や米国も歩んできた道だ。まず真似る。真似

て行き詰ったら次のステップを考える。そして新しい技術

を習得し、新しいイノベーションを起こしていく。私は、

中国がそこに気付いてシステムを作りだしていくように

なれば、新しいイノベーション国家になる可能性もあると

思う。そうなったら人口が大きい分、ポテンシャルのある

中国は日本の敵ではないかもしれない。ヨーロッパも日本
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と同じ立場で、中国の産業技術のポテンシャルは圧倒的に

高いと思っている。自分達の技術的優位性と科学的優位性

をできるだけ長い期間、どうやって維持していくかという

のが常に頭の中にあるのではないだろうか。 

 

（フロア） 

 今日の話は欧州や米国との協力だったが、実際の日中協

力が、今回、紹介された国々と比較して何番目くらいにな

るのか、協力関係の濃淡はどうなのかということを伺いた

い。 

 

（林） 

量的な意味で言うと日本は相当頑張っていると思う。少

なくとも 10 年くらい前の日本はおそらく１位だったろう。

これまでの伝統と実績からも日本は中国と深く繋がって

いて、科学技術や研究開発については特にそうだったと思

う。しかし、今世紀に入ってから、中国の科学技術は米国

のシステムに完全に組み込まれたように見える。中国のト

ップレベルは米国を意識し、米国の研究システムと一緒に

なってやっていこうという発想が強い。例えば清華大学や

北京大学のトップクラスの人達は 初から米国の有名大

学に留学し、学位を取って、あるいは北京大学や清華大学

で学位を取った人間が米国にポスドクで行って研究する

というのが定着し始めている。そういった米国での経験、

もちろん一部ヨーロッパや日本も含まれるが、そういった

外国での経験を中心に教授、准教授を採用するというシス

テムが確立しつつある。 

具体的には、協力推進のためのネットワークづくりが進

んでいて、今や中国と米国の協力体制が一番進んでいるの

ではないだろうか。実際、米国には中国オリジンの人達が

たくさんいる。米国の方も自分たちが手を出したくないよ

うな研究業務を中国人、日本人、韓国人、インド人等を中

心にやらせて、本種本流の白人はファンディングや企業資

金を取るために動くと聞く。実際、手を汚して実験したり

するのは中国、インドが多いようだ。そういうことを考え

ると、現況では米国との研究協力とネットワーキングが圧

倒的だ。おそらく日本は 2位グル―プで良い所にいたのだ

が、徐々に遅れをとっている。それは中国人が日本に行き

たくないということではなく、日本の国際化の遅れが原因

ではないかと思う。というのは、やはり科学技術の世界は

英語ができてナンボの世界であり、どれだけ良い英語誌に

論文が掲載されるかが大事だ。英語ができないと話になら

ない。そうなると日本に来て日本語でやるより米国に行っ

た方がいい。ヨーロッパも相当程度、英語化しているから

そういったところで協力した方がベターだ。そこを救うに

は日本国内でも英語で論文を書けるような環境を確立す

ることだ。日本では NIMS（物質・材料研究機構）が結構

頑張っていて、そういう前提でプログラムを作り、研究者

を受け入れている。NIMS には中国や東南アジアから結構

な人達が来ては自国に戻っている。しかし全般的には、具

体的な数字は無いものの、日本は劣化状況にあるように思

う。 

もう一つ言えることがある。日本は従来、金を出すとい

う意味でドナーとしての立場を取り、中国はそれを受けと

るレセプターだった。ところがこの 5 年 10 年でそれが完

全に逆転しているにもかかわらず、それを日本人は素直に

受け入れられない。ヨーロッパはイーブンを前提として研

究協力を始めるが、日本にはかつて受け入れてやった、教

えてやったという感覚が強く残っていると思う。状況は変

わったと認識した方がいい。むしろ、日本の研究者が中国

からお金をもらう可能性も考えたほうがいいと思う。少な

くとも、今の段階では全くイコールという前提でやるべき

だ。日本の大学なり研究所は中国と協力する場合、日本が

お金を出さないといけないという前提でいるからどうも

気後れしてしまう。しかし、中国はそんなことを考えては

いない。一番良いところであれば自分が研究資金を出して

でもやる状況にある。そこを切り替えていかないと、米国

やヨーロッパには追いつかないと思う。 

 

 

 

（フロア） 

 2 点質問がある。ドイツでは中国に対し基礎科学が弱い

というところで米国と認識が反対だと説明されたが、分野

の違いがあるのではないかと思った。分野の違いであれば

そこを教えてほしい。もう一つはイタリアの説明で、米国

が取り組まなくなったビッグサイエンスに巨額の投資を

行っているということを言っているが、中国はそこに投資

して何を期待しているのだろう。 

 

（林） 

 初の質問は、おそらく何を見るかで違ってくる。まず、

米国は論文数をみているのだと思う。文科省の政策研究所

のデータでは、論文数は米国が断トツの１位で次いで中国、

さらに論文の質を表すと言われる引用数を勘案すると、ト

ップ 1％の論文数、100 本に 1 本の良い論文は米国が 1 位

で、2位は何と中国だ。昔は英国とドイツが高く、中国は

低かったが、去年のデータではそれが逆転している。米国

はそれを勘案して中国の基礎科学は強くなったと言った

のではないだろうか。一方、ドイツが何故、中国の科学が

弱いと言ったかというと、これは中身のことを言っている

のだと思う。論文数や引用数では高く見えるが、鉄系超電

導の細野さんのような研究者がそこに本当にいるのか、新

しい分野を切り開くようなブリリアントな科学者を出し
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ているのかということだ。私が属する CRDS では、論文の

引用数と実際の日本人の研究者に聞く中国の科学技術レ

ベルのギャップがあまりにも大きいので、そこのギャップ

を埋めるための調査をしている。例えば、日本の材料研究

者に中国の材料研究者をどう思うか聞き、個別のヒアリン

グ内容を足し合わせていくと、中国のレベルが低く評価さ

れる。論文数では高いのに、実際の面談で専門家に聞くと

低いのだ。このようなギャップが何故出るのかということ

で、非常に高い論文引用数を誇る研究者が国際賞をどれく

らい取っているか調べてみた。国際賞というのは論文の引

用数ではなく、それぞれの専門分野の人達が立派な研究に

対して出すものだ。 たるものがノーベル賞だろう。そう

いった国際賞を20から30調べてみたら明らかに違いがあ

る。日本は過去 20 年間で 20 人くらい、中国は同期間で中

国本土から 5 人と米国在住の 5 人。つまり過去 20 年でみ

ると、トップレベルのブレークスルーに近いような研究は、

日本の方がまだ勝っているようだ。私は、ドイツが意味し

たところはそこだと思う。論文数で勘案すれば中国のレベ

ルは高く見えるが、本当にブレークスルー的なものは少な

く、オリジナリティが足りない。日本はそこで勝っている

ということだ。国際賞で他国をみるとやはり米国が圧倒的

に上にいる。次が英国だが、これにはからくりがあり、英

国は昔から科学技術の世界、特にサイエンスの世界を先導

してきたので国際賞が日本の倍くらいある。ドイツと日本

は過去 20 年間で見るとそれほど変わらない。しかし中国

はこれから伸びる可能性がある。 

2 点目の質問だが、「米国が取り組まなくなった」とい

うのは言い過ぎで、「米国ができなくなりつつある」とし

た方が適当だったかもしれない。巨大な装置や巨大な天文

台、典型的なところでは加速器だが、そういったものはコ

ストに対しての成果があまりにも低い。先日も重力波でノ

ーベル賞クラスという話が出たが、あれを実際に作るとな

ると、非常にコストがかかる。しかし重力波が何の役に立

つのかというと経済的な利益には直接結びつかない。米国

でそのような議論が起こり、そういった基礎研究の装置が

あまりできなくなりつつある。そしてこれはひと事ではな

く、日本もそうなりつつある。典型的な例が南極観測だ。

南極観測船を作ろうとすると数百億円かかる。それを定期

的に 5 年なり 10 年なりで更新していく資金がない。ずっ

とやってきたのに金がないから船が作れなくなっている。

あるいは、加速器も従来は日本単独でつくってきた。加速

器は 1,000 億、2,000 億というオーダーでお金がかかる。

それをつくってどんな良いことがあるかというと、成果の

保証は無い。それでも意味があると信じてやらないといけ

ないのが基礎科学だ。中国はどうかというと、少なくとも

今のところはキャッチアップして、とにかく世界一になり

たいという発想が強いので、天文台にしても加速器にして

も本当に大きなものを作っている。場合によっては日本な

どはるかに及ばない、米国に匹敵する、あるいは米国を超

えるようなものを作っている。イタリアの人はそのことを

言っていたのだと思う。 

ここに私の個人的コメントを加えさせてもらうと、それ

がきちんと使われているかということになると議論があ

る。中国が公共事業的に作ったものが世界のトップレベル

の研究に直接結びつくかどうかは今後の話だろう。大きな

装置をつくるだけでは良い研究はできない。それなりの研

究者を育て、慣らして、道具そのものをきちんと動くよう

にした上で新しい発見が生まれる。例えば、日本では海洋

研究開発機構が「しんかい 6500」を 20 年以上運用して、

確固とした成果を上げている。中国は 7,000m まで潜れる

「蛟竜」をつくったが、7,000m まで潜れることは分かっ

ても何をしようとしているのかよく分からない。それが中

国の弱点かもしれないと思う。一説には、軍事用の研究を

していると言う人もいるが、7,000m まで潜っても軍事的

な成果は限られるのではないだろうか。やはり科学的なも

のを発見して積み上げていく力が足りないのではないか

と思う。 

 

（フロア） 

いろいろな協力ということだったが、今、取り組んでい

るテーマは本当に中国が欲しがっているテーマなのだろ

うか。各国との協力において、中国からみて論文以外の具

体的成果は着々と出ているのだろうか。 

 

（林） 

中国が本当にやりたいことはあると思うが、各国との協

力テーマが全てそうかといえばそうではないだろう。しか

し中国は基本的に研究人口が大きく、いろんな人がいるの

で何でもやりたい。だからキャッチアップの仕方としては

非常にいいと思う。逆に、米国やヨーロッパには魂胆があ

って、自分の考えを前提にして協力テーマを出している。

そういう意味では中国が欲しいというテーマとは限らな

いが、中国は基本的に大国だからいろいろなところでキャ

ッチアップして、いろんなところで世界一になりたいので、

それほど齟齬はないような気がする。 

 

（フロア） 

 今日の話では安全保障の観点での話が出なかったので

そこを伺いたい。中国と共同研究をやろうとすると、私の

大学でもかなり厳格な安全保障貿易のチェックが実施さ

れる。そういうことを必要としない国と比べて非常に手続

きが面倒なので、中国とやることを躊躇する先生もいる。

米国の大学、アカデミアは公開を原則としているというこ

とで、実態としては安全保障については日本の感覚より緩

い。ある大学では、公開原則なので安全保障に係るところ

は共同研究契約書にインプットしないとしている。ある種、

責任放棄ともいえるが、その点についてはどうだろうか。 

 

（林） 

 この件に関連した議論になったのは、実は米国だけだ。

米国は非常にはっきりしていて、民間については一定ルー

ルがあり、規制に抵触しなければ基本的には問題にはなら
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ない。しかし、宇宙と原子力については厳格な規制をして

いる。一番厳しいのは宇宙だ。基本的にはさせないという

前提でやっている。今や米国も金がなくなっていて、宇宙

は中国が画期的に伸びている分野なので、そこで協力でき

たらお互いにコスト削減できる可能性があるが、それはで

きないとハッキリ言っている。原子力は民生用と軍事用に

分けて、民生用については問題ないと言っていたが、実際

はそう簡単には分けられないので殆ど進んでいないと思

う。日本でも JAXA は相当ナーバスだ。他国は知財権の話

が中心で、軍事・非軍事の話はあまりなかった。 

 

（フロア） 

オリジナリティの問題について伺いたい。原子物理学の

リーダー的存在の人は、東洋人が物理などをやってもダメ

なのではないかと懸念し、中国人がオリジナリティのある

ものを出しているかどうか徹底的に調べたところ、西洋に

負けないものがたくさんあったという。羅針盤や火薬、紙

にしてもいくらでもあったので、オリジナリティで西洋に

は劣らないと理解した。中国人にオリジナリティがないわ

けではない。現実に、数学オリンピックにしても中国の若

い人達がトップになっている。何故、今、オリジナリティ

がないという見方になってしまったのだろうか。中国の政

治体制やお金に対する欲望といったことがオリジナリテ

ィを阻害しているのではないかという気もする。その点、

どのようにお考えだろうか。 

 

（林） 

全く同意する。ここには書かなかったが、実はその議論

を米国やヨーロッパの人達とかなりした。何故、今の中国

の科学にオリジナリティがないのかという問いに対し、一

番面白い答えをしたのはイタリアの参事官だ。「アートが

ないからだ」と言う。 初はどういう意味かと思ったが、

帰国後よく調べたら、芸術というよりカルチャーに近いよ

うなことを言っていた。アート、あるいはカルチャーとい

う言い方をしてもいいのだが、要するに、基本的には蓄積

だと思う。西洋文明や西洋の科学技術に触れてから始まる

蓄積、社会全体の科学技術に対する蓄積だ。それをアート

というかカルチャーというかは分からないが、やはりそれ

が全てだろう。日本はアジアの国で早くキャッチアップし

た例だと思うが、相対的に科学技術で欧米と同格になった

のはやはり戦後だ。それでは中国はどうかというと、中国

には能力がある。中国には日本の 10 倍の人がいる。日本

に山中先生のような人が 1 人いればあちらには 10 人いる

のだ。そういうタレントのある人が非常にたくさんいるの

に、何故、オリジナリティが正しく付いていかないかとい

うと、時間的な問題ではないだろうかとディスカッション

した記憶がある。しかし、それが正しいかどうかは分から

ない。いずれにしても共産主義体制が良いとか悪いとかい

う議論とは違うと思う。例えば、ロシアはソ連時代にも非

常にオリジナリティがあった。だから多少の影響があった

としても、体制の問題ではないと思う。中国の現在の体制

は、科学技術について非常にある意味、寛容だ。科学技術

に対する一党独裁の締め付けはそれほどきつくないと思

う。そういうイメージで考えるとやはり元に戻って、勝手

な思い込みかもしれないが、蓄積や時間かと思う。いずれ

にしても私は、相当早い段階で中国は日本を追い抜き、米

国に迫っていくという感じがする。 

 

（フロア） 

 今日は医療と医薬品の話があまりなかった。米国、ヨー

ロッパ、日本、特にヨーロッパ関係の研究施設との連携は

どうなっているか。 

 

（林） 

周の方からもパスツールの話をしたが、中国もライフサ

イエンスの関係と、それに関わる医薬品、医療技術を非常

に大事にしている。重要な分野と認識して一生懸命やって

はいるが、現時点でのライフサイエンスは一部の基礎研究

も含めて非常に低いレベルにある。これは世界的なレベル

で言っているので、低いといっても米国やヨーロッパに比

べてだ。しかしこのままかというとそうではない。ポイン

トは、中国というものをある意味、市場として見ている米

国、ヨーロッパが激しい勢いで参入してきていることだ。

典型的な例は上海で、いろいろなことを米国、ヨーロッパ

の研究所がやっている。人間の数が多いので、米国やヨー

ロッパでできない研究ができるからだ。米国の 3～4 倍、

イギリス、ドイツの 20～30 倍の人間がいて、それに比例

して症例がたくさんあり、それに対応することで新しい技

術や医薬が発展することが当然、考えられる。上海ではそ

ういったものが非常に多くみられ、特にフランスが凄い。

積極的に参入していろいろなデータを一緒に取り、様々な

論文を出し、その次のステップとしておそらく薬を開発す

る。実はこれは大変な脅威だ。何故かというと、我々日本

人と米国人とで体格差や体質差はあっても、中国人と日本

人では殆ど同じ、つまり、中国人で確認され、中国人にき

ちんと効く薬は日本と同じということになる。現在のとこ

ろ、中国にそれほど大きな医薬品メーカーは無いが、10

年、20 年というオーダーで考えるとたいへんな力を持っ

てくる可能性がある。そこを米国もヨーロッパも見ている。

残念ながら、あまり動きが無いのは日本だ。そこが今後の

大きな問題になってくるかもしれない。 

 

【閉会】 

（JST 石川フェロー） 

 時間となったため、これで閉会する。林上席フォロー、

周フェロー、ありがとうございました。 

               （了） 
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2．講演資料 
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