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【開会】  

（JST 倉澤上席フェロー） 

この4月より科学技術振興機構は独立行政法

人から国立研究開発法人へ変更となった。 

これより国立研究開発法人科学技術振興機構 

中国総合研究交流センターの月例研究会を始め

る。2015 年度初回となる第83回では環境問題を

テーマに取り上げ、「中国の環境問題－現状と課

題」として公益財団法人東京財団の研究員、染

野憲治さんにお話いただく。染野さんは中国の

環境問題に造詣が深く、現場も多く歩いておら

れる。1991年に環境庁（当時）に入庁され、在

中国日本大使館にもおられた。3月の月例研究会

では北京大学の王先生から法制度のお話があっ

たばかりだが、それに引き続いて現場はどうな

っているか、課題は何かというあたりを含めて

染野さんにお話いただけたらと思う。それでは

染野さん、宜しくお願いします。 

 

【講演】 

私は元々環境省の職員だったが、今日は東京

財団研究員の立場で自由に話させていただく。 

中国の環境問題ということで3つのテーマを

用意した。何が中国の環境問題の原因なのか、

それはどれほど深刻なのか、そしていつ頃にな

ったら解決するのかという3つの疑問に沿って

お話する。 

はじめに、中国の環境問題は何が原因か。粗

放的で制御されない形での経済成長が入口の問

題とすると、出口の問題は環境政策がなかなか

効かないということが挙げられる。つまり、こ

の図の中央部分－入口と出口の問題が環境問題

の中心的理由だ。 

それに加えて、中国の場合は国土が広く人口

も多いという特徴がある。図の一番上に挙げた

のはそういった大国ならの課題だ。その問題が

何故、根源的に解決しないかというところには

独特な政治・社会システムがある。日本には三

権分立があり、四大公害の時も行政が動かなけ

れば訴訟で問題解決をさせようとするし、報道

の自由によりニュース等によって皆が環境問題

を知っている。あるいは地方自治があり、高度

経済成長が進み環境問題が課題になると、その

解決を公約に掲げて選挙に勝つという図式が存

在した。 

一方、中国には民主主義的なツールが無いた

め大きな改革はなかなか進まない。それをカバ

ーしようと、法による統治や一票否決などを導

「「中中国国のの環環境境問問題題－－現現状状とと課課題題」」  
 開催日時  2015年4月9日（木）15：00～17：00  
 講師紹介  

染野 憲治（そめの けんじ）氏 

環境省地球環境局中国環境情報分析官 

 略歴  

慶應義塾大学経済学部卒業。1991年環境庁入庁。環境省（庁）のほか、厚生省、資源エネルギー庁、在中国
日本大使館一等書記官を経て、現在は環境省中国環境情報分析官、桜美林大学非常勤講師。2011年10月より
東京財団研究員を兼ねる。著書は『環境法研究（第二号）』（共著 信山社、2014年）、『20歳からの社会科』（共
著 日経プレミアシリーズ、2012年）、『中国環境ハンドブック2009-2010年版』（共著 蒼蒼社、2009年）など。 
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入し、経済だけでなく環境面でも対策を取らな

いと昇進させないというようなことを進めてい

る。しかし、例えば一票否決といっても環境面

でどれだけ対策を取ったかということをどのよ

うに評価するのだろう。経済であれば少なくと

も数字で計ることができるが、環境の場合、環

境を良くしたか悪くしたかを温室効果ガスでみ

るのか、大気汚染でみるのか、あるいは水なの

か土なのか動物の保護でみるのか。それらをど

う換算し点数にするのか。選挙であれば市民の

満足感や実感が反映される。一票否決制が選挙

に替わる人事システムになるかといえば、そう

簡単にはいかないのではないだろうか。 

 

日本の場合、40年、50年という長い時間をか

けて、一歩一歩、環境対策に取り組んできた。

今まさに中国では環境問題が日本の四大公害の

頃のような社会の共通認識になっている。ここ

から一気に日本の環境状況に追いつこうとして

も、確かに技術や科学的知見は先進国が使って

きたものをそのまま利用することは出来るが、

解決しなければならない問題が同時多発的に存

在している。公害問題と同時に気候変動の問題

もあり、後発ならではの利益と不利益がある。

また、こういった問題の解決には教育や社会倫

理、信用がなければうまくは回らない。例えば

循環型社会を作るとして廃棄物を分別する時に、

その分別した廃棄物がきちんとリサイクルされ

なければ循環型社会には成りえない。日本の場

合は法制度もあり、法制度に伴ったソフトロー

もあり、社会には一定程度の信用が出来上がっ

ている。しかし、例えば金銭的に儲けるために

処理を請け負うが、裏でそれを捨ててしまうと

いったことがあり、人を信用できないとなると

環境問題の解決は容易ではないと思う。 

 

以上の点を個別に見ていく。 

中国は大きな面積の国で、多くの国々と陸続

き、あるいは海を通じて隣り合っている。面積

では世界第4 位だ。水にしても日本の3大河川と

は長さなどの桁が違う。日本の文化は「水に流

せる」が、中国の場合はずっと漂い、水の底に

沈んでいく。そういった国土の広さが要因の問

題もある。 

 

先ほど粗放的な経済成長と申し上げたが、

1991年以降、中国は10％超えの成長をしてきた。

それに伴いエネルギー消費量も非常に増え、そ

の消費量の大半を占めるのは石炭だ。温室効果

ガスであるCO2 の排出量は世界一、大気汚染の

代表物質である二酸化硫黄の排出量も世界一だ。

また、鉄鋼、セメントといった重工業中心の経

済構造もなかなか転換しない。北京、上海の産

業がサービス産業に移ると重工業系は隣接する

河北省に移動する。汚染源が移っても大気汚染

は変わらず北京を襲う。都市化を進展させるべ

くインフラ投資が進むことで環境問題はさらに

複雑化し、生活が向上して市民が豊かになるに

つれ自動車台数も増えていく。 

 

レートによる多少の差異はあるが、名目GDP 

でみると中国は米国の半分強、日本の倍近くに

まで上がっている。名目GDPであれば米国を抜

くのも間もなくかと言われる状況にある。他方、

物価の上昇も大きく、その分の膨らみもある。 

エネルギー構成比率をみると一番高いのは石

炭比率で今は66％。なかなか他のエネルギーへ

転換できずにいる。2017年に石炭比率を65％、

2020年には62％にすることを目標にしており、

2030年頃にCO2排出量がピークを迎えるのでエ

ネルギーピークも2030年までには迎えるだろう

と中国は考えているようだが、それでも6割が石
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炭ということを変えるのは容易ではないという

ことが伺える。日本の場合は石炭から石油への

転換が大気汚染対策に効果的だったが、中国は

それと同じ方法はおそらく取れないだろう。そ

れでもエネルギーを少しでも多元化しようと、

天然ガス、原子力、自然エネルギーの全てを増

やしていこうという方針だと思う。 

 

先ほども述べたように、地域における汚染源の

移転問題がある。一つの例は河北省だ。世界で作

る鉄のおよそ4割が中国で作られているのだが、

中国で作られている鉄の4分の1程度、つまり全世

界のおよそ10％が河北省で作られている。これは

日本の鉄鋼生産量より多く、今の河北省の深刻な

大気汚染の理由の一つになっている。その他のセ

メントといった重工業も河北省に移っているが、

今後、河北省を綺麗にしようとすれば次は内陸に

移っていくだろう。汚染源は変遷していく。しか

し河北省自身が対策を取ろうにも、財政的に厳し

い。地方と中央の財政は収入面では半々くらいだ

が、支出面では不均衡があり環境対策の費用は地

方で出さなければならない。北京や上海だけを見

れば環境対策が進んでいるかのように見えるが、

河北省はお金も人材も不足し、なかなか対策を取

れない状況だ。 

 

中国はこれだけ成長しているが、一人当たり

のGDPでみると世界の80位前後と様相が大分変

わり、日本の3分の1にも届かない。こういうと

ころから中国は「自分達はあくまでも発展途上

国であり特に内陸の貧困地域の経済をもっと伸

ばさないといけない」と主張するのだが、そう

なると経済成長する中で環境対策を取っていく

ことになる。今、中国経済は成長スピードが落

ちた「新常態」になっているが、それでも成長

率は7％あり、その中で環境対策を取るとなると

相当なお金を回さなければいけない。それが本

当に実現可能かという問題がある。 

 

また、中国と一言で言っても、どの地域を見

るかで全く様相が異なる。天津、北京、上海の1

人当たり名目GDPは相当程度高く、世界の50位

前後で大体ロシアと同じくらいだ。平均的には

世界90位前後、しかし一番下の貴州省は世界150

位にまで落ちる。日本を振り返ると激甚な公害

があった昭和30～40年代、地域格差はあっても

これほどではなかったと思う。生活がそれなり

のところまで来ていればGDPだけを追い求めず

環境を良くしてくれという話になるが、これだ

け格差があると、内陸は環境より経済だという

声が当分続くだろう。 

さらに複雑なのは都市の中にも格差があると

いうことだ。都市においてもまだ成長を求める

人達がいるわけで、都市内での収入など生活水

準がある程度ならされてこないと環境対策はう

まく進まないように思う。発展地域とそうでな

い地域の違いは明白で、生産総額が非常に少な

い地域では経済優先が止まらず、「先汚染、后治

理（先に汚染して後から対策）」という考えから

抜け出せない。 

写真は前環境大臣の周生賢氏で、彼は雑誌の

インタビューで党中央は経済成長を7％と決め

ているのに地方は何故目標を10数％と言うのか、

7％でも環境改善は進まないのに10数％では尚

更進まないと話している。昨年、ある内陸の省

を訪問したが、やはり経済成長目標を10数％と

していた。環境対策は重視しているという説明

だったが、どういう風に考えているかというと、

先ずは経済成長しないと環境対策に投資するお

金がないと言う。環境対策として経済成長を緩

やかにしてその分汚染を和らげるという議論は

無かったのかと聞くと、それは雇用に問題が生

じるからということだった。 

 

自動車台数の増加については渋滞の映像だけ

を見ると乗用車の増加が印象深いが、おそらく

問題が深いのはトラックの方だと思う。中国で

は物流がかなり伸びている。特に日本の経験か

らしてもディーゼル対策をどうするかというの

が大きいであろう。グラフの赤い線がトラック
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の伸び率で、乗用車やガソリン車を規制するよ

りディーゼル規制の方が重要だと思う。 

 

環境対策だが、中国の国土面積は日本のおよ

そ25倍、人口は10倍、名目GDPは2倍程度といず

れも大きい。それに対して環境保全投資をどれ

くらいしているかというと、対GDP比で1.5％程

度、日本で公害が酷かった頃が7～8％だったか

ら当時の日本の2割程度だ。ここには政府投資だ

けでなく民間投資も含まれている。中国の環境

保護部と日本の環境省の予算を比べると中国は

日本の1 割程度、人員も日本2,800人に対して

350 人程度とやはり1割程度だ。環境省は省の中

でも小さい方だが福島原発事故以降、原子力規

制を担当するようになり人数が増えた。ちなみ

に中国の環境保護部も原子力規制を担当してい

る。多少違うところといえば、日本の環境省が

担当する気候変動と野生動物の保護は環境保護

部ではなく発展改革委員会及び国家林業局の担

当になるところだ。扱う仕事の内容にさほど差

は無いのだが、人数は日本の1 割くらいしかい

ない。地方にいる環境担当職員はもう少しいる

が、それでも日本の地方の環境担当職員の6 割

程度で、中国の面積を考えるとこれでは難しい

と思う。 

二酸化硫黄（SO2）がどれくらい出ているか

というと、およそ日本の25倍で面積比では同じ

くらいだ。中国自身も課題は認識しており、中

国国家統計局と中国環境保護部による2004年の

研究報告を見ると、中国の環境汚染防止に必要

な初期投資額はGDPの7％、その上で2％相当の

ランニングコストが必要だと計算している。 

 

縦割り行政の弊害もある。「群龍共治」の環境

保護だ。例えば、日本に海洋ゴミが漂着するの

で対策を取って欲しいとしても、陸のゴミは環

境保護部、海のゴミは国家海洋局という話にな

ってしまう。陸でも産業廃棄物や医療系廃棄物

なら環境保護部だが一般廃棄物は建設部、その

執行となると自治体が担当とされ、トータルで

問題解決の責任を持つところがなく誰と話して

いいか分からない。私は在中国日本大使館の経

済部で環境担当書記官をしていたが、いろいろ

な省の書記官の中でもカウンターパートになる

省が最も多かったように思う。公害は環境保護

部、自然保護なら林業局、気候変動は発展改革

委員会、廃棄物の輸出入なら質量監督検験検疫

総局といった具合だ。日本も縦割りはあるが環

境問題なら先ずは環境省、その上で個別の問題

によって経産省、厚生省なども関わってくる。 

 

中国の環境問題はどれだけ深刻か。環境問題

といっても公害、気候変動から野生動物、森林

保護などいろいろな問題があるが、ここでは代

表的なところで大気と水と土を取りあげたい。 

大気からみていくと、二酸化硫黄とCO2いず

れの排出量も世界最大だ。中国では大気汚染に

ついて74都市を選出し、毎年の大気状況を報告

するようにしているが、全ての環境基準を達成

しているのは8 都市程度だ。それも例えば島部

の海口やチベットのラサといった綺麗で当然と

いった都市ばかりが基準を達成している。他方、

ワーストは石家庄や保定など河北省の都市が多

い。 

水質を見ると、河川では工業用水にも農業用

水にも使えない“劣V類”という水が非常に多く、

2005年当時で27％もあった。2012年には10％に

下がるが、母数に取っていた7大水系が10大水系

に増えている。追加された新たな3河川は“劣V

類”が殆ど無い綺麗な河川で、過去と比較した評

価ができなくなっている。7大水系の状況は依然

としてかなり悪いが、追加された3つが良いため

に数字上、改善されたように見えてしまう。“劣

V類”というのは日本にはない水準の水で、これ

だけ多いというのはかなり深刻だ。 

河川の水質は河川の断面を切った観測ポイン

トで調べるが、その河川の水が行き着く場所は

海、その海の状況は2005年と2012年で殆ど変わ

っていない。“劣V類”は2005年の18％から19％

となっており、流れ着く汚染水は改善されてい
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ないことが分かる。また、地下水も汚染されて

いる。大気問題は何年かかけて解決すれば空気

は綺麗になり昔のように戻すことができるが、

水、特に地下水は汚染がいつまでも残り続けて

しまう。そういうことからも水質問題は非常に

深刻だと思う。さらに水質汚染は土壌汚染にも

影響する。中国の国土面積の65％を調査した段

階で、特に厳しい重度汚染が1％程度あると計算

されている。1％というと少ないように思うが、

中国の国土面積は日本のおよそ25倍だから、ほ

ぼ日本の1/4の面積にあたる土壌が汚染されて

いるということになる。何に汚染されているか

というと重金属系のカドミウムやニッケル、ヒ

素、あるいは有機物汚染で農薬系のDDTなどで

ある。 

 

大気に関しては2013年にPM2.5事件が起こっ

た。日本の四日市などの大気汚染事例は主に二

酸化硫黄による汚染で喘息などの呼吸器系疾患

を引き起こしたが、PM2.5の粒径は非常に小さ

く、いろいろな成分があり、呼吸器系だけでな

く血管を詰まらせて循環器系疾患、例えば心臓

発作を引き起こす可能性がある。また、成分に

よっては長期的に発がん性もあるともみられて

いる。北京の米国大使館が計測した大気汚染デ

ータが中国の発表データと大分違うとしてイン

ターネットで大騒ぎになったことがある。デー

タ隠しではないかと騒がれたが、中国が発表し

ていたものにはPM2.5が含まれずPM10 などで

空気を評価していた。 

 

実際、2013年のPM2.5事件は大気汚染の問題

を多くの人たちに気付かせるきっかけになった。

毎月、大気汚染のワーストが出されるが、その7、

8割が河北省か北京か天津といった京津冀エリ

アの都市だ。北京、天津があってそこを囲むよ

うな河北省、ここの地形図を見ると山で囲まれ

たドームになる。石家荘から保定まで高速鉄道

で40 分、ずっと農村地帯で工場も無いはずなの

に煙っている。PMは工場など都市部だけの問題

ではなく、農村地帯も何か汚染源があるのでは

ないかと言われている。 

 

PM2.5がどこから来ているかというと河北省

による影響が一番大きいだろうと中国の研究所

は推測しているが、それぞれの都市でみると北

京であればやはり北京由来が一番大きいし、天

津なら天津だと思う。石家荘は、やはり河北省

自身の問題が大きい。汚染は相互に越境、輸送

されているので一箇所だけ対策してもだめで、

全体としてやらなければいけない。現在、経済

面も含めた京津冀エリアの共同発展計画が作ら

れているが、そこには環境問題からのニーズも

当然ある。 

 

代表的な大気汚染物質であるSO2の排出量を

みると、日本で約70 万トンのところを中国では

約2000万トン排出している。2005年くらいまで

はエネルギーの伸びとSO2の増加が相関関係に

あった。第11次五カ年計画でSO2を削減するこ

とが目標になってからはエネルギーが伸びても

SO2の排出量は減少しており、対策の効果が現

れているように見える。おそらくは相当程度の

エネルギー転換の結果だと思う。 

中国全体のSO2は増加から微減へ転じてきた

ところだが、北京だけ見ると確かにこの10年で

減少している。そういう意味でいえば、北京の

大気汚染の状況が段々良くなってきているとい

うのはあながち嘘ではない。しかし北京を囲む

エリアの数字は殆ど変わっておらず、それが北

京を襲っている。つまり、北京だけが環境の良

さを享受することはできない。地域のバランス

が取れた対策と発展をしないと問題は解決しな

いということだ。 

 

汚染物質の“量”の話をしたが、“濃度”でみ

ると良くなっている。1990年代の重慶の大気は

非常に酷く、北京、上海も決して良くは無かっ

た。それが劇的に下がって今では随分良くなり、

日本の環境基準に入っている。中国は国土面積
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が日本の25倍もあるため、SO2濃度を単位面積

に勘算すると日本とそれほど変わらなくなる。

排出量を広く散らせば濃度はある程度下げられ

るのだが、量そのものは下がらない。今回の

PM2.5のような問題は、根本的な対策を取らず

に、汚染源を郊外に移したことによる結果だ。 

他の汚染物質に関しては、NO2はこれから悪

化するか、なかなか改善せずに横ばいというと

ころだろう。PM2.5より粒径の大きいPM10に関

してもなかなか下がらない。PM2.5 は最近にな

って観測を始めたのであまりデータはないが、

昔から研究対象にはなっていたので一部の論文

などでは科学的データが出ている。2003年と

2013年の数字を比べるとそれほど差がなく、昔

からある程度高かったといえる。 

PM2.5の成分は何かというと、石炭が燃える

ので、当然SOxやNOxのイオンもあるが、意外

に多いのが有機系の炭素だ。これには発がん性

がある物質もあり、人間の身体にいいことはな

い。排出源については様々な推定があり、はっ

きりした定説はないが、いずれの推定も自動車、

石炭工場、ボイラーが主となっている。それら

に加えて問道路の粉塵や建設工事で巻き上がる

土埃、最近は農村地域の野焼きや化学肥料、農

薬の影響も疑われている。 

 

先ほどトラックの影響が汚染源として大きい

と話したが、京津冀エリアにおける自動車比率

は河北が多く、特にトラックは4分の3、重型ト

ラックでは9割近くが河北のものだ。ディーゼル

の燃料品質が悪くトラックも旧型のもので、か

つそれを自家用で使っている人達の車の代替は

企業と違ってなかなか規制では進められない。

トラック対策は大きな問題だと思う。同様に上

海デルタを見ると、自動車は上海周辺の江蘇と

浙江が多く、トラックは浙江が多い。しかし重

型トラックは江蘇省の方が多い。中国の環境研

究機関が出した数字を見ると、中国における自

動車排ガスのPMは重型トラックによるものが6

割くらいとしている。 

水については、中国は長らくCODという指標を

使って環境影響を把握していた。しかしグラフか

ら分かるように大して改善は進まず横ばいの状

況だ。重金属をみても鉛や水銀が日本とは桁が2

つくらい違うレベルで水に排出されている。 

 

 

 

 

 

 

公害病や食品の重金属汚染事件など一箇所の

トピックが報道されると、それらが中国の印象

を決めてしまいがちだ。確かに毎年のように、

貧しい地域の子供たちが近くにある工場の煙を

吸って鉛中毒になってしまうというような事件

が起こったり、水の汚染によるガン村の報道な

どがされているが、それが中国全体の平均だと

するのは偏った見方かもしれない。この手の局

地的事件は中国の人々全体の意識改革には繋が

りにくいが、PM2.5事件は全員の目を覚ますよ

うなインパクトがあった。環境問題を何とかし

ないという人々の意識のステップが一段上がっ

たと思う。 

 

中国の環境問題はいつになったら解決するの

だろう。歴史を振り返ると、1972年に開催され

た国連人間環境サミットには中国も参加し、サ

ミット後に環境対策の組織を作り、人を充て予

算を組んでと徐々に対応を始めた。しかし、ス

ピードとボリュームが十分とは言えなかった。

「大躍進」、「文化大革命」など経済の粗放的発

展きを経て、さらに改革開放の時期から経済が

急激に発展したため、90年代、2000年代になる

と誰が見ても分かるほどに環境汚染が厳しくな

っていった。 

中国では国務院による環境保護大会を数年お

きに開催し、その時に合わせて対策を推進させ

ている。同大会が最後に開かれたのは2011年で

李克強氏がまだ副総理の時。習近平主席の体制
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になってからはまだ開かれていない。習政権は

生態文明を掲げ、環境を重視するとしているが、

具体的な方向性はまだ分からない。 

 

中国の環境保護法は途上国とは言えないくら

い整備されている。地方にも条例があり憲法に

も環境権が含まれている。それでは法律は今後、

どのように見直されるのだろうか。北京大学の

王先生が先月この場でお話された通り、最近に

なって環境保護法が改正された。これは25年ぶ

りの改正で非常に厳格な法制度ができ、この1 

月から施行されている。今後は環境保護法に基

づいた個別の法律が強化されるだろうが、まず

はPM2.5事件を受けて、今、大気汚染防止法改

正を行っている。これが済むと次は水、土へと

対策が移るだろう。 

ガバナンス面から見ると、法による統治とい

うことで司法の方も変わってきており、環境関

係の裁判を行う“環境資源審判法廷”を裁判所

に設置するようになった。解釈変更によって環

境違反を厳罰化するようにもなっている。大気

汚染防止法の改正に関しては今年の1月に全人

代がパブリックコメントを行ったところで、お

そらく今年中には成立するのではないかとみら

れている。人事をみると環境大臣だった周生賢

氏は年齢もあって引退し、清華大学の学長でそ

の前は環境学部長でもあった、陳吉寧氏が新し

い大臣に就いた。気候変動の方は国家発展改革

委員会の解振華氏という大臣級の副主任が長く

担当していたが、前・国家食品薬品監管総局局

長の張勇氏が新たに担当することになった。今

年は体制を一新して取り組もうとしている。 

 

大気汚染については法律の前に “大気十条”

という計画を作った。水と土についても同様で、

現在“水十条”、“土十条”を作っているところだ。

“水十条”はまもなく出ると思うが、2017 年には

“劣V 類”を無くすという目標がある。“土十条”

も年内に出るのではないかと思うが、中国の有

識者によると、それに基づく土壌汚染防止法は

2017年くらいまでかかるかもしれないというこ

とだ。 

今の第12次五カ年規画には4 つの総量規制項

目－SO2、NOX、COD、NH3-N－があるが、第

13次五カ年規画では、さらにあと4つ、大気では

工業煙粉塵とVOC、水質では総アンモニアと総

リンの追加が検討されており、8項目の総量規制

を始めると聞いている。 

 

ある程度経済が豊かになり、国民が生活の質

を上げたいという要望が上がると環境に対する

プレッシャーも上がる。そういう背景の中、

CCTV の女性キャスターだった柴静さんが自

主制作した“Under the Dome”という映像作品が

話題になった。彼女のCCTV時代の取材をまと

めた本の印税を充てて自主制作した映像作品だ。

2 時間弱の作品だがインターネットで閲覧でき

るようになっていた。 

作品を作ったきっかけは彼女の子どもが腫瘍

を持って生まれたことにある。手術しなければ

ならないが麻酔で目が覚めないかもしれないと

いう危険な事態の中、何故そんなことになって

しまったのかというところで環境汚染に思い当

たり、環境に対する意識啓発を深めたいと制作

されたものだ。幸いにしてお子さんの手術は成

功したらしい。 

“Under the Dome”は2月28日に公開され、1 

日で1億回、2日で2億回の視聴があった。新しい

環境大臣も意識啓発にたいへん良い作品だと評

価した。作品内では特に石油会社を叩いている。

石油やガソリン、ディーゼルの基準を決めてい

るのは実のところ政府ではなく石油会社だと指

摘したところ、激怒したCNPC 関係者（品質・

標準管理部副総工程師・万戦翔氏）が3月3日、

個人の意見としてインターネット上でこの作品

は間違っていてけしからんと非難した。万氏は

最後の基準を決めているのは政府だと主張した。

確かに最終的に基準を決めるのは国家であるが、

それまでの審査を行う基準委員会のメンバーの

大半が石油会社の人間で構成されているのも事
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実だ。その他の彼女に対する批判の中には米国

からお金をもらっているのではないかなど中傷

的な批判も多かった。私が見た限り、さほどの

間違いはなく面白い作品だと思ったが、石油会

社としてはかなり不快だったのだろう。そのせ

いかどうかは分からないが、3月6日、中国当局

はこれに関する報道を一切止めてしまい、中国

国内ではインターネットで見ることができなく

なってしまった。ただし、中国国外ではYoutube 

で視聴ができる。 

私が特に興味深いと思ったところとして、石

油会社に対して対策を迫った時、インタビュー

相手である石油会社の人間が、「これは虚業の太

りであり、太っているように見えても本当は太

っていない」というくだりがある。これは中国

の経済が地に足が着いていないのではないかと

危ぶまれるような話である。また、中国で鉄を1 

トン作ると出る利益は2元＝40円しかなく、何故

2元でやっていけるかというとそれ以上に補助

金があるからという件もある。鉄鋼会社は鉄を

作って儲けるのではなく「鉄を作る」人を集め

て回ってくる補助金を分配している。経済は急

成長して世界第2位だが、経済のキャッシュフロ

ーはどうなっているのだろう。 

 

一方、視点を逆に取ると汚染が深刻な故に、

環境産業はこれから大きく伸び行く産業だと思

われており、今後は公害防止投資も増えるだろ

うと言われている。環境研究総合推進費という

環境省の補助金を得て、日本のリサイクル産業

がアジアに進出する際にどのような課題がある

かについて、慶應大学の細田教授を代表に3 年

間、研究した。 

中国の環境ビジネスは大気汚染に関しては

1.7兆元、日本円で35兆円くらい、水の方は40

兆円の投資が行われるという情報がある。新し

い環境大臣も環境投資は今後増えるが、政府投

資ではなく民間主導で行っていくべきだと言っ

ている。 

確かに、一定程度、市場は伸びていくだろう

が問題はそこに日本企業が入れるかどうかだ。

また、期待される投資額の数字は出ているが実

際に誰が出すのかなど先行きがよく分からない。

今後、環境規制が厳格に行われ、実際にやらな

ければいけないという状況を作れるかどうかは

一つの鍵になるだろう。 

 

また、日本が努力しないといけないのは価格

差だ。例え良いものであっても値段が高くては

使えない。ある中国の企業に言わせると、水処

理など同種の製品では価格差で1.5 倍以内に収

めてもらわないと検討の余地がないということ

だ。逆に言うと、ある種の技術については既に

中国にもあるため、もっと先端の技術を要求さ

れるともいえる。 

中国には体力のある企業も数多く存在する。

非常に資本が大きく後ろにたくさんの銀行がつ

いていて、何十億、何百億と融資を自由に受け

られるような企業だ。ただし、現場に行くと大

きな工場があり雇用者も何百人もいるような企

業で、日本より先端的なラインがあるのに、工

場がうまく回っているように見えないケースも

ある。それにも関わらずお金が回っているとい

うのは一体どういうことかという疑問が生じる。

先ほど紹介した“Under the Dome”が一つのヒン

トを示唆している。 

物を作っても大した利益は出ないが、そこに

何かしら補助的なものがあり、地域としても雇

用対策になるので支持しておけば一応はそれな

りに回っていく。そのような市場へ日本企業が

参入して利益を取りに行こうとしても難しい。 

 

確かに、中国の市場は非常に大きい。環境産

業の市場はとても大きいから技術のある日本の

企業は是非、参入したらいいと中国の人は言う

が、果たして質はどうだろうか。いくら市場が

大きくてもその質が低い場合、両者を掛け算す

ると日本の企業が入っていくほど十分魅力ある

市場ではないかもしれない。それでも頑張って

いこうとするのであればやり方を考えなければ
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いけない。例えば、日本企業と中国企業が提携

し、中国の企業が上場する際のキャピタルゲイ

ンを得る。ニッチな市場として中国企業では絶

対できないような規制部分や、顧客を外資系企

業に絞るということも考えられる。あるいは技

術を現地レベルに合わせてスペックダウンする

方法もある。いずれ中国市場も質は高まってい

くだろう。高まった後から参入するのでは遅い

面もあるが、今の段階ではまだ厳しい。問題は

どのタイミングで入っていくかだ。 

 

中国の環境問題は何が原因か別の観点から考

えよう。我々が行った研究では制度的インフラ

ストラクチャーとしてハードロー、ソフトロー

とガバナンスの3つに注目した。これらが揃わな

いと環境はビジネスにならなければ改善もされ

ない。日本市場の大きさはそこそこかもしれな

いが、ガバナンスがきちんと効いているところ

にハードローが整備され、それを守ろうとする

企業のCSRや国民の環境教育などといったソフ

トローの三位一体がある。台湾も同様で、日本

よりも規模は小さいがリサイクルビジネスがち

ゃんと回っている。タイはというと、ハードロ

ーの整備は遅いがソフトローは安定していてゴ

ミを不法投棄してまで儲けようとする人はあま

りいない。民間マーケットでそれなりにゴミが

回っているが、もう少しハードローが整ってガ

バナンスが効いてくればバランスが取れてくる

だろう。中国はハードローがある程度、整備さ

れている。問題はガバナンスとソフトローの2 

つだろう。 

 

環境問題がいつ解決するのかというところに

戻ると、中国は対策を一歩ずつ進めているとこ

ろではあるが、おそらく一番効いてくるのは社

会背景、人口、エネルギーだと思う。気候変動

に関する米中合意の際、中国はSO2のピークア

ウトは2030年頃だと言っており、つまりはエネ

ルギーピークが2030年までには来ると予測して

いる。また、社会からの圧力は改善要因になる。

PM2.5事件が起きたことで人々の意識は非常に

高まった。 

この2月に国務院発展研究センターの資源環

境政策研究所が環境汚染の分析に関するレポー

トを出した。レポートの概要を整理すると、大

気と水の汚染物質の排出量のピークアウトは次

の五ヵ年内に来るだろうとしている。2030年よ

りも少し前、2020年までに大気や水への汚染排

出はピークアウトするかもしれないということ

だ。しかしピークアウトと環境の改善にはタイ

ムラグが出る。大気と水が良くなるにはあと20

年くらいはかかるし、土壌に関してはそれ以上

かかる。実際に環境が改善されるのは2035 年か

ら2040 年頃になるだろうという。 

 

個人的考

えとしても、

PM2.5問題

は 年 々 、

徐々に良く

なっていく

にしても今

のような状

況はもうし

ばらく続く

と思う。 

先ほど、

エネルギー使用量が伸びていてもSO2の全体排

出量は減っていると話したが、その理由の一つ

にエネルギー消費における石炭比率との関係が

ある。劇的にとは言えないが比率が70％から

60％少しに落ち、それに伴いSO2も下がってい

る。2020年には62％という目標値があり、この

トレンドでいけばSO2排出量は1500万トンくら

いになるだろう。PM2.5の原因となる一次物質

を徐々に改善しているうちにエネルギーピーク

もやって来る。日本のように綺麗になるのは相

当先かもしれないが、それでもSO2やPM2.5とい

った大気の問題も2030年くらいには、相当程度、

改善されると思う。 
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しかし水の問題はそれほど容易ではない。土

壌はさらに深刻だ。重度汚染の1％については、

いくら中国といえども全て綺麗にするとなると

想像できないほどのお金がかかる。そうなれば

優先的に綺麗にすべき土壌と諦めざるを得ない

ところを分けて対策を取らざるを得ないし、回

復には相当の時間もかかると思う。 

 

最後に個人的な考えを少し述べたい。 

中国の環境問題に対する報道や書物では、

PM2.5が日本にも影響しているといった被害者

意識やガン村などの極端な例ばかりが報道され、

それが中国の全体像とする傾向が見受けられる。

それにより中国の環境問題について不健全な危

機感が形成され、日本にも原発事故の収束や気

候変動問題などの課題があることに無自覚なま

ま、ともすれば攻撃的な発言に終始するという

ようなことが起きている。 

日本は公害を経験した国だ。水俣病問題に関

する村山首相（当時）談話では「公害を経験し

た日本は世界で二度とこれを繰り返さないとい

う意図の下、国際的な協力をする」と述べられ

ている。このような日本の責務や品格が忘れら

れていないだろうか。 

 

中国はこれだけ経済的に発展したのだし、何

故、これ以上日本が協力をやらないといけない

かという声が聞かれる。しかし、中国の現場に

いるとEUや米国、韓国といったところが皆、中

国へ来て協力を進めていることが分かる。 

日本は世界で最も中国に環境協力をしてきた

国だ。いま1990年代、2000年代に積み上げた先

人らのレガシーがどんどん失われるとともに、

輪をかけて両国民の感情も悪化している。中国

の留学生は日本ではなく他国へ向かい、日本の

留学生は中国には行かない。 

環境問題は人類の問題だ。真面目にやらなけ

れば中国の人にとっても日本の人にとっても不

幸なことになるし、協力により科学的な知見を

得られればそれは第三国の人にも役立つ。それ

を好き嫌いという感情で、窓口を閉ざすという

のはいかに愚かなことか。 

具体的には何をすればよいか。客観かつ冷静

に日本と中国の問題を分析し、情報を収集、提

供し、知的な人材を育てることが大事だと思う。

また、トラック2で交流したり、あるいは個人の

人的ネットワークを作ったりすることも大事だ

と思う。そういう意味では、今、中国の方がた

くさん日本に観光に来られているのは良いこと

で、例えば、ごみが落ちていない日本を見て「ど

うしてだろう」と考えてもらえれば中国の社会

にも良い影響があるのではないかと期待してい

る。 

制度的インフラストラクチャーの話をしたが、

中国に今、足りない部分は政策あるいは法制度

を施行するためのソフトローやガバナンスだ。

お金があればハードは買ってこられるが、買っ

た後にどう使うかが問題だ。日本は、それを使

う人材やシステムを作り上げるために自らが経

験した知見を伝えることもできる。 

日中がきちんと協力して環境対策を進めてい

くことが一番望ましいことだと思っている。そ

れが人類の一員としての私の結論だ。 

 

【質疑･応答】 

（倉澤上席フェロー） 

ありがとうございました。非常に幅広い、網

羅的かつ系統的なお話をいただいた。残り時間

は会場からの質問をいただきたいと思うが、い

かがだろうか。宜しければ私の方から先に伺わ

せていただきたい。 

環境汚染の影響で医療費が嵩むのではないだ

ろうか。政治家の認識において、財政との関係

でみるとどんなところだろう。 

 

（染野） 

環境汚染が医療費にどう影響するかはよく分

からないが、一つ言えることとして、これだけ

大気汚染が酷いと日本のような公害健康被害へ

の補償が必要かもしれない。世界的にも稀な例
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だが、日本は法制度で医療費を支給するという

形を作った。しかし中国にはそういった仕組み

がない。医療費は自己負担のため、大気汚染の

酷い地域に住んでいる人でも医療費が払えなけ

れば病院には行かないのでそういう点でいうと

医療財政が膨らむことはないかもしれない。 

実は、中国でも日本のような公害健康被害補

償制度を導入したらどうかという議論は大分前

に行ったことがあるのだが、2009年頃の結論と

しては、今の中国政府では考えられないという

ものだった。それでも最近では段々と疫学調査

の例が出ており、実際に健康影響があると分か

れば次に補償問題をどうするかという議論が出

るだろう。 

 

（フロア） 

先の人事で環境保護部長が変わったが、前任

の周生賢さんは悪評もあったと聞いている。新

しい体制で変わってくることはあるだろうか。 

 

（染野） 

周氏は寧夏回族自治区から国家林業局長を経

て、環境保護部長になった方。背景としては政

治家なので、環境に関する科学的知識が足りな

いと思われ、特に大気汚染の状況が全く改善さ

れないために、ご指摘のような評価があったの

かもしれない。 

私は周氏には何度もお会いしたことがあり、

個人的には愉快な人柄で魅力的な人だと思って

いる。また、彼としてはちゃんと中国の環境問

題の現状を指摘し、350人しかいない環境保護部

の体制でやれる限りのことはやっていた。現在

の中国の環境問題について、一概に環境保護部

だけを責めるのは難しい。責任論を論じるので

あれば、あえて言えば、経済当局もその責任を

責められるべきではないかと思う。 

新しく環境保護部長に就いた陳氏は清華大学

の学長だった方でイギリス留学経験もある。科

学的な判断のできる学者大臣だ。そういう意味

でのメリットはあると思うが、環境保護部の人

数と予算が少ない状況は依然として変わらない。

大臣が変わったというだけで全てが変わるとは

言い難いだろう。今後、環境保護部が中国でど

のような状況に置かれるか、組織をもっと強化

するのかどうかによって、新体制における環境

対策の効果に繋がるのではないかと思う。一人

の肩にかかっているのではなく、環境保護部の

中国における組織としての強さがどうなるかと

いうことだと思う。 

 

（フロア） 

新しい環境規制ではNGO等が環境を汚染す

る公立企業を提訴できるようになったと聞いて

いる。その認識は正しいか。国営企業に対して

も訴訟できるのか。強制訴訟は出来ないとのこ

とだったが本当のところはどうなっているのか。 

 

（染野） 

（先月ここで講演された）王先生がこの問題

にお詳しいのだが、“公益訴訟”に関していえば、

NGO全てが提訴できるのではなく、一定の資格、

基準を満たした団体だけだと聞いている。当初

は政府系NGO の中国環境保護基金だけが可能

だったが、今は多少広がった。いくつかのNGO

はその資格を取って公益訴訟しようとしている

という。環境資源審判法廷が増えている中で実

際に企業が敗訴した例も出ている。なお、申し

訳ないが、国営企業を提訴できるかどうかなど

に関する正確な情報は持ち合わせていない。 

 

（フロア） 

北京で仕事をしていた頃、中国の方々から必

ずと言っていいほど「1970年代頃の日本はかな

り酷かったのに、何故あれほど綺麗になったの

か。」と聞かれた。私は「地方自治体からの突き

上げもあったが国の法律も後押しし、ある基準

を超えたら罰金が課されるなど経済インセンテ

ィブが働き、公害投資してもペイするという企

業マインドが培われた。」と答えていたが、彼ら

曰く、中国では法律を作っても地方政府が守ら
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ないからそれは絶対にできない、環境投資は何

のためにやるのか、果たして儲かるのかという

ことだった。それでも省エネ投資と結びついた

環境投資はやりたいと言う。原油が下がり、省

エネ投資がペイしなくなり、経済インセンティ

ブも投資インセンティブも働かないとなると中

国の環境問題はなかなか前に進まないのではな

いかと懸念している。日中環境協力といっても

水を飲もうとしない人に水を持っていっても飲

もうとはしない。状況はますます酷くなるので

はないだろうか。農民戸籍の人達はそこがどん

なに汚くても出て行くことはできない。悲劇的

だ。隣国として何とかしてあげたいとは思うが

どうしたらいいのだろう。質問というより感想

になってしまったが、今日の話を聞いてますま

す厳しく感じたので述べさせていただいた。 

 

（染野） 

日中環境協力も、やはり相手が何を望むかと

いうことがあっての協力だ。ただ水を持ってい

っても難しいだろう。彼らに望むものがあるこ

とが前提になる。何故日本が良くなったかにつ

いては、まずは地方が頑張り、同時に企業も頑

張ったからだと私も考えている。何故、企業が

頑張ったかというと、罰則だけではなく、企業

も頑張らなければ市場で淘汰されるし、企業も

国の一員として日本を良くしていくというソフ

トローがあったからだ。もちろん、近年でも虚

偽申請などの問題は起こっている。とはいえ、

全体的には日本は法律に基づき対策を一歩ずつ

進め、技術を開発しようとする意識がある。ハ

ードロー、ソフトロー、ガバナンスの三位一体

がバランスよく発展してきた。環境はダイレク

トにお金にはならないが、人が生きていく上で

は重要なもので、その価値を皆が共有できるか

どうかだと思う。 

もう一つ、日本は相応の時間をかけて良くな

った。大体1960年から2000年まで40年くらいか

かっている。そういう意味では中国はスタート

を切って間もない。短い時間のなかでは、やれ

ることをやっているという評価もあるだろう。 

 

（フロア） 

およそ10年前、中国のある町でリネンサプラ

イ業を現地のホテルと合弁してやろうかという

話があり現地調査に行ったことがある。リネン

サプライでは大量の洗濯汚水を流すが、下水設

備が完備されていなければ自分達で大きな浄化

槽を作り、そこで浄化してから下水や河川に流

すというのが日本の常識で一般的なやり方だ。

現地の5つ星ホテルと組もうかと言っていたが、

その町には下水インフラがまだ完備されておら

ず、どうするのかと聞いたら汚水は池に流すの

だと言う。役人に袖の下を掴ませれば問題無い

ということだったが、そんなことをしていいの

かと思った。結論としては撤収したが。中国の

下水インフラは今、どれくらい整備されている

のだろう。上海万博に行った時、地下鉄がとて

も発達していて驚いた。日本の地下鉄は戦後60

年かけてあれほど発達したが、中国はわずか10

年くらいで東京と同じくらいの地下鉄を作って

いる。下水もそれくらいのスピードでやってい

るのだろうか。 

 

（染野） 

下水道の整備率は今手元にないが、汚水処理

率は確か60数％で、それほどの速度では上がっ

ていないように記憶している。最近、甘粛省の

ある工場が汚水を土に晒し乾燥させた所を浄化

施設だと主張し、それは果たして浄化なのか土

壌汚染なのかということがニュースで話題にな

っている。当時もそういう意味で池に流すのは

一種の処理だと言われたのかもしれない。また、

インフラの整備率は都心部と発展の遅い地方で

は違いがあるし、インフラ整備でも今は地下鉄

がブームで多くの都市で地下鉄整備をしている

が、下水インフラについては地下鉄のようなス

ピードでは無いように見える。 
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（フロア） 

慶應大学の細田先生のお話があったが、細田

先生より日本の廃棄物を中国でリサイクルする

ビジネスの話を聞いたことがあるが、下手をす

ると汚染を輸出する格好になりかねない。一方、

廃棄物を日本国内で処理すべく、ある地方自治

体が処理施設を作ったところ、マーケットの半

分を中国の業者がもっていってしまい、廃棄物

処理の確立としての問題を抱えたというような

話を聞いたことがある。日中の産業協力という

観点から、中国が静脈ビジネスとして日本に期

待する、あるいは産業廃棄物をリサイクル目的

で輸入するということについて政策的にはどう

いう立場になっているのだろうか。 

 

（染野） 

研究協力をしてもらった中国のリサイクル業

界の方々が丁度先月の終わりに来日され意見交

換したばかりだ。生の声として中国側が期待し

ているのは何かというと、日本の静脈資源、廃

プラスチックなどの輸入だという。日本のもの

は質が良いからだ。そういう需要はある。もう

一つ、日本のシステムも挙げられる。日本がど

うやって利益率の高いリサイクルをしているか

に関心を持っていて、特に彼らが気にしている

のは小型家電、自動車、レアメタルのリサイク

ルだった。 

中国でも汚染を出さないような立派なリサイ

クル工場はあり、クローズされた所が確保でき

るかという問題はあるが、そういう所であれば

おそらく環境汚染の輸出にはならないケースも

有り得る。他方、物流コストが変動すると、今、

動いているものが流れなくなる可能性がある。

常に中国に輸出することが前提のリサイクルシ

ステムを作ってしまったら、いざ動かなくなっ

た時にそのゴミをどうするかという問題が生じ

る。アジアにおけるリサイクルの形は何が望ま

しいのかを、特に変動する物流コストを踏まえ

て考えなければならない。ある種の物に関して

は資源として日本に輸入してリサイクルするこ

とが得になる場合もあるだろう。今回の研究報

告書については、近い内にインターネットで公

開される予定だ。これを読んでさらに何かご質

問があればご連絡いただきたい。ビジネス上の

関心があるのであれば、日中の共同研究プラッ

トフォームを作りたいという要望も中国側から

出されているので紹介できるかもしれない。 

 

【閉会】 

（JST 倉澤上席フェロー） 

長時間ありがとうございました。盛大な拍手

を。 

（了） 
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【開会】 

（JST 加藤参事役） 

これより中国総合研究交流センター第84回研

究会を始める。 

今日は「中国における産学連携と知的財産上

の課題」として、富士電機技術開発本部知的財

産センター長の篠部正治様をお招きした。篠部

様は明治大学法学部をご卒業の後、1982年に富

士電機製造株式会社に入社され、同年、弁理士

として登録されている。以来ずっと知的財産業

務に携わっておられ、現在は技術開発本部知的

財産センター長に就かれている。 

 

【講演】 

本日はたくさんの方にお集まりいただき御礼

申し上げる。 

今日はお手元の資料に添付したカタログは、

富士電機と浙江大学との協業の取り組み内容を

紹介したものだ。当社が取り組む産学連携の一

端のご理解いただくための助けになると思う。

今日の話は、そのカタログに書かれていない浙

江大学との産学連携の背景などを中心にお話し

たいと思う。 

先ずは私自身について簡単に紹介させていた

だきたい。1982年から33年間一貫して知的財産

業務に携わっている。当時は知的財産という部

署名は無く、特許部という部署名だった。特許

の明細書を作成し、それを特許庁に提出すると

いうのが主たる業務で、今のように競争も激し

くなく、研究開発部門から出てきた特許提案書

を時間をかけて出願書類にする、といったのん

びりした雰囲気の職場だった。私自身は、商標

の担当から始まり、その後、ライセンス担当、

米国でのトレーニー駐在を経て、知財戦略企画

担当を経験してきた。 

1980年後半から90年初頭において、国際貿易

委員会（ITC）の創設やスーパー301条やスペシ

ャル301条といった包括通商・競争力強化法等、

米国レーガン政権時代の知的財産を武器とする

国の競争力復活の政策により、新聞誌上でも知

的財産という言葉が頻繁に出るようになった。

そういった影響もあって、多くの日本企業が「特

許部」から「知的財産部」という名称に変えた

のが1990年代半ば以降だったと思う。 

中国との関係で言うと、特許法が出来たばか

りの1985年、企業の特許関係者が集まる『日本

特許協会』の第2回海外派遣団に参加し、欧州、

米国、中国の特許庁や特許事務所を訪問すると

いう機会を得、北京と上海を訪問した。当時の

中国は、特許制度が導入されたばかりで、それ

以前は特許制度では無く、“発明者証”という制

「「中中国国ににおおけけるる産産学学連連携携とと知知的的財財産産上上のの課課題題」」  
 開催日時  2015年5月21日（木）15：00～17：00  
 講師紹介  

篠部 正治（しのべ まさはる）氏 

富士電機株式会社 技術開発本部知的財産センター長 

 略歴  

明治大学法学部卒業。1982 年富士電機製造株式会社（当時）入社。同年弁理士登録。 
入社以来知的財産業務に携わり、2014 年10 月より現職。 
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度が存在していた。 

特許制度が出来た当時の中国には海外からの

出願を処理する特許事務所が数か所しかなかっ

た。今でこそ年間90万件を超す特許が出ている

が、当時は外国の技術を中国で権利化し、制度

を定着させることで、知的財産の保護を内外に

アピールし、外国の技術や外資を呼び込もうと

していた。 

 

富士電機は元々、富士電機製造という会社か

ら始まっている。設立は1923年8月29日、操業開

始が9月1日だ。1923年9月1日は関東大震災が起

こった日で、操業開始の最初の仕事は地震の後

片付け、実質の操業開始は1年遅れとなってしま

った。本店は川崎だが、事務所の関係で現在本

社機能は大崎にある。資本金が476億円、社員数

25,000人。先期の売上高は8,000億を超え、2年

後に1兆円の売上高を目標としている。 

富士電機は1923年に古河電気工業とドイツの

シーメンス（ジーメンス）社との合弁で設立され、

シーメンスの技術を導入からスタートした会社

である。社名の由来には富士山の意味も含まれる

が、古河の“FU”とジーメンスの“SI”で“FUSI”とし

た。そもそもはシーメンス製品の輸入販売から開

始したが、その後、自分達で技術を蓄積していく

ことになった。当時、シーメンスからの従業員と

日本の従業員の給与差は10倍以上あったとのこ

とである。そして、創業当初の厳しい経費予算の

なか、1925年頃に30人くらいいたドイツ人技術者

は5年後には数人に減少したということで、当時

の先輩たちは、短い間に海外の技術を貪欲に吸収

し、自分たちのものにしていった苦労が偲ばれる。

富士電機はその後、電力消費量を計測する機器や

半導体、自動販売機と事業を拡げた。元々は扇風

機や冷蔵庫、ジューサーなど家電製品も作ってい

たが、ＢｔｏＣの販売力が弱く、なかなか売れな

い。家電から撤退する時に、持っているモーター

や冷熱技術をどう活かしていくかということで

自動販売機の事業を始めた。1970年、大阪万博の

時に初めて会場に設置して売り始め、自動販売機

は現在トップシェアを持っている。 

2003年に一旦、富士電機ホールディングスと

して持ち株化したが、2011年にホールディング

ス性を解消して元に戻し、現在に至る。 

 

富士電機の事業は①発電・社会インフラ、②産

業インフラ、③パワエレ機器、④電子デバイス、

⑤食品流通の大きく五つの柱で成り立っている。

①発電・社会インフラと②産業インフラではソ

リューションが主体で、残りの三つは、コンポー

ネント商材が主体である。 

元々シーメンスから火力機械を導入していた

ことから、発電・社会インフラでは重電の発電

機器の製造がベースである。現在はそれらから

発展し、再生可能エネルギー関係では直流で送

られる太陽光発電や風力発電の電流を交流に変

換させるパワーコンディショナーや、燃料電池

も国内ばかりでなく、ヨーロッパでも事業展開

している。その他、スマートメーターといった

電力量計やスマート逐電システム、エネルギー

管理システムといった事業へ拡大した。 

産業インフラは受配電の変電設備や産業プラ

ント、データセンターの他、プログラマブルコ

ントローラーという工場のオートメーション用

メモリを内蔵した工場用の制御装置、やプログ

ラマブル操作表示器、ガス分析機器といった計

測機器を扱っている。 

パワエレ機器の商材はインバーターとモー

ターで、インバーター技術は、工場ラインやエ

レベータ、さらには鉄道輸送など駆動技術全般

に使用されている。その他、無停電電源装置や
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マグネットスイッチやブレーカーなどがある。 

電子デバイス事業の主体はパワー半導体とい

う電力用の半導体が主力製品で、現在は、Silicon 

Carbide（炭化ケイ素）素子の開発・製品化に力

を入れている。感光体はコピー機のカートリッ

ジに入る複写用の装置、また、コンピューター

の記録装置であるディスク媒体も扱っている。 

 

食品流通は、自動販売機やコーヒーマシンと

いった自販機事業と、冷凍・冷蔵ショーケース

や自動釣銭機といった店舗・流通システム事業

が主体である。店舗・流通システムではＤ－Ｂ

ＯＸという生鮮品、例えば港の魚をそのまま保

冷常態にして直接スーパーに納めるためのコン

テナ商材や、最近は、植物工場事業も始めた。

北海道に日本最大のイチゴの植物工場を建設し、

食の生産から販売まで食品流通事業に関して、

上流から下流までの一貫した取り組みを行って

いる。 

 

現在、グローバル展開はようやく各国に事業

を拡げていこうとしている段階である。海外事

業の多くはアジアが中心でその中でも中国の占

める割合は非常に大きい。 

 

ここで少しブランドの変遷に触れたい。はじめ

に紹介した通り、富士電機は古河とシーメンスの

ドイツ語読みで“ジ”ということで最初の社章も

“Ｆ”と“Ｓ”をデザイン化したものだった。1978

年頃、“コーポレートアイデンティティ”が非常に

脚光を浴びた時に“ＦＵＪＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ”

という新たなロゴを作った。しかしこのロゴは少

し複雑で統一したイメージ感が出しにくいのと、

ロゴ自体も大きかったため半導体やスイッチとい

った小さな商材にロゴマークを入れにくいという

問題があった。さらに、“ＦＵＪI”と“ＥＬＥＣＴＲ

ＩＣ”と商標を二段書きにしているのだが、“フジ”

という名前の企業は数多く存在する。日本国内に

は多くの富士を冠した会社が存在し、商標権にお

いて抵触する分野があり、商標を取ろうとしたと

きに拒絶された事もあった。色が違って二段書き、

しかも“ＥＬＥＴＲＩＣ”は一般名称のため、他社

の“ＦＵＪＩ”商標に類似するとして特許庁で拒絶

され、結局、東京高裁で覆して登録したこともあ

った。そういった事情もあり、富士電機が、持ち

株会社化した時代にもっとシンプルなロゴとして

“Ｆｅ”を採用した。コーポレートスローガンに

は「 e-Front runners」としたが、 2012年に

「InnovatingEnergy Technology」とステートメント

を制定し、エネルギーをベースにイノベーション

を促進していくというメッセージを込めた。 

 

浙江大学との産学連携に話を移す。 

初めに、企業がどういう時に大学を活用するか

について一般論を述べる。特にスマートコミュニ

ティの分野においては技術が複雑化・複合化、水

平分業化していることが問題になっており、また

技術開発のスピードアップによりグローバル市

場での競争が激しくなっている。さらに単純なコ

スト競争からの脱却し、ブラックボックス化を実

現することで他社に対する差別化を確保しなけ

ればならないという背景がある。 

こういった状況に対応すべく、ある場合はオー

プンイノベーションを活用することで自社に無

い技術を投資リスクを軽減し、時間を短縮し、高

度化・先端化して獲得していく一方、ある場合は

自社コア技術を独自に獲得していくとことを目

指す。この２つをうまくミックスしていくという

ことが重要だ。 

産学連携においては主として異質な発想を求

める連携としてＦＳや基礎研究があるが、それ

が段々と製品開発のフェーズになるに従い、事

業アライアンスも含めた連携になっていく。浙

江大学との連携はこの製品開発に近い位置付け

にある。 

 

浙江省は上海から車で2時間程度と上海に近

く、工業地帯として発達している。西湖という

有名で綺麗な湖があり、気候は温暖で過ごしや

すい環境だ。豊富な水源を利用してお茶の栽培
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が盛んである。お茶の産地として有名な“龍井

村”には、綺麗な水（井戸）がありそこに龍が住

んでいて海に通じているという言い伝えがある

そうで、写真は伝説の井戸がある茶店の入口だ。

浙江省は呉越、南宋時代に非常に発展したが、

隋の時代に煬帝が北京から杭州まで運河を引い

たところに開拓の元々の起点があるという。写

真にある運河博物館に行くとその辺りの歴史が

紹介されている。 

 

浙江大学は1897年に創設された求是書院を前

身としている。“求是”とは真理を求めるという

意味で、学則も「求是創新」、真理を求めて新し

きを創るとされている。1928年に国立浙江大学

と命名された最も古い国立大学の一つだ。1950

年代初頭の全国的な大学再編で複数の単科大学

－旧浙江大学と杭州大学、浙江農業大学、浙江

医科大学－に分けられた時期がある。米国の科

学技術情報研究所の指標によると、浙江大学は

材料、エンジニアリング、化学、農業の４学科

で全世界のトップ50に入るとされており、特に

化学や農業において歴史がある大学だ。キャン

パスも4.5平方キロメートルと非常に広大で、キ

ャンパス内で生活できるため外に出る必要がな

い。学部は人文学部、社会科学部、理学部、工

学部、情報学部、農業生命環境学部、医学部と

あり、学生数はおよそ45,000人。その内の半分

が学部生、つまり修士博士課程である大学院生

の数が学部生とあまり変わらないという特徴が

ある。 

中国での特許出願件数でみると、浙江大学は

中国の大学のトップである。2013年の特許数は

1,423件、特許実用新案意匠を含めると2,134件

にものぼる。ＳＣＩという論文収録のデータベ

ースでは5年連続で全国大学1位の論文数を誇り、

2012年には1,429通、『Nature』と『Science』へ

の発表論文は8通あったということだ。 

 

これは浙江大学のキャンパス内の太陽電池だ。

今は事業から撤退してしまったが、富士電機は

以前太陽電池パネルも作っていた。曲がる特徴

を活かしたジグザグな太陽電池パネルをキャン

パス内に設置し、蓄えた電気を売電するという

実証実験を行っていた。また水が豊かなため、

キャンパスのいたるところに池がある。体育館、

学生会館、会議ホールと充実していて、ここに

は学生寮だったり先生のマンションだったりと、

大学の敷地内で暮らしていける十分な生活環境

が整っている。校外に出るのは月に一度で十分

らしい。生協の中に学生食堂があり、勿論、食

堂はここだけではないが、一箇所で一度に4,000

人を収容できる。中国では少数民族とか省によ

っては何人募集しないといけないという義務が

あるらしく、いろいろな省から学生が集まって

いる。その分、食事メニューも膨大な種類が作

られていて学生食堂で安く提供している。 

 

中国における大学の特徴を5点ほど紹介した

い。 

１つに“①政府、行政との密接な関係”がある。

これは2012年の浙江大学のデータだが、民間に

入る人が80％、政府や行政関係が15％というこ

とである。大学学部の4年と修士、博士課程と、

長い期間生活を共にするので“②ＯＢのネット

ワークが非常に強固”に築かれている。次に、“③

中国企業の研究を担う立場”ということで、今は

少し変わってきているかもしれないが、中国の

歴史的、制度的背景からＲ＆Ｄは大学に依存し

ていたということがある。これは2008年のデー

タで古いのだが、中国企業における研究開発費

は大学に委託する場合が35％、これは日本の12

倍だそうだ。企業が大学の研究開発力に依存し

ていることが伺える。また、“④豊富な大学院生

によって支えられる研究開発”がある。企業から

の委託について言うと、大学院の人達が学生を

指導しつつ研究開発を行うというシステムだ。

最後に“⑤活発な企業経営と産学連携”として、

大学発のベンチャーが活発で、ビジネスを意識

した企業マインドが非常に旺盛である。2009年

に企業経営によって得られた上位20大学の総収
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入は約1,200億元、１兆4,800億円とのことで、

このように中国の大学はある意味、会社のＲ＆

Ｄ部門的なところがあり、またベンチャーとし

て新たな産業を興すという側面も持っている。

ＯＢのネットワークとして政府に入った人との

関係も続くため、ビジネスをやる上では非常に

良い環境なのだと思う。 

 

富士電機と浙江大学の産学連携の元を辿ると、

自動販売機ソフトの開発依頼したことがきっか

けで2004年に電力系統での共同研究が開始され

た。その後、2006年4月にＩＴや環境エンジニア

リング、環境計測、電力系統といった分野に領

域も拡大し、「浙江大学-富士電機システム研究

開発センター」を設立した。2010年に「浙江大

学-富士電機イノベーションセンター」を設立し、

スマートグリッドがテーマに加わった。これは

2009年5月に国家電網公司（SGCC）がスマート

グリッドのビジョンが導入計画を発表した影響

が少なくない。このビジョンによると、SGCC 

は2010年までに技術標準を策定し、機器開発、

パイロットプロジェクトを実施すること、

2011-2015年に国全体をカバーする信頼性の高

い送電網を構築し、電気自動車充電ステーショ

ンを確保すること、2016-2020年には火力、水力、

風力などすべてを信頼性の高いインテリジェン

ト送電網でつなぐということが示されている。

浙江大学－富士電機イノベーションセンターは、

こういった中国の政策に連動してテーマを拡大

してきた。 

 

2014年4月に協業センターを設立したが、イノ

ベーションセンターを協業センターに発展させ

ていく過程では、事業化までの協力関係を継続

していくかについての検討を行い、最終的に継

続していくことになった。協業段階においては、

とくに製品化に当たってのノウハウ管理の問題、

製品品質の問題等、検討すべき課題は多々ある

が、大学のもつ現地ニーズの把握力や開発スピ

ード、さらには長年培ってきた大学との人的関

係は、当社にとっては貴重な財産である。 

 

協業センターでは研究開発から事業構築まで

の一貫した協業活動を行うことで、共同実施に

よる新技術、新製品、新事業を促進しようとし

ている。また、広い技術交流と知財活用という

ことで、中国の大学の中で一番特許を出してい

る浙江大学の保有特許について、技術交流して

知的財産の活用を推進していこうとしている。

しかし残念ながらこの点については、まだうま

く機能していない。次に人材交流および教育協

力がある。単に研究開発を委託するのではなく、

研究者の相互派遣でお互いに学び合う機会を作

ろうということだ。最後に複合協業および社会

貢献のために大学発ベンチャーや他の会社との

パートナーシップを結んで事業化を進めていこ

うとしている。このような形で中国の市場を開

いていこうという目標がある。 

浙江大学には6つくらいキャンパスがあるが、

富士電機の活動拠点は紫金港と玉泉、西渓3拠点

ある。西渓にIC本拠地があり、紫金港と玉泉で

実証実験を行っている。いずれの拠点も車で30

分くらいかかる位置に点在している。これは西

渓の協業センター事務所だ。構内の生協や店舗

には省エネ設備なども置いている。これは紫金

港の方でスマートグリッドの実証を多く行う拠

点だ。浙江省から海岸によった舟山という場所

で離島用のスマートグリッドの実証実験を行っ

ているが、そのミニモデルとして大学校内で風

力や太陽電池を使った省エネの研究をしている。

政府の役人や企業の人が大学を来訪し、実際に

実証現場を見てもらい、意見交換や商材売込み

にも有効と考えている。玉泉にもスマートグリ

ッドの研究室や、ＥＶの関係で、電気自動車の

駆動評価プラットフォーム、環境ラント実証実

験を行っている研究室がある。 

 

富士電機と浙江大学がパートナーとして、大

学のベンチャー企業をどういう形で進めていく

か。事業創出のプロセスではまず事業化テーマ
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を検討し、パートナーを開拓しつつ大学と取り

組む。そして事業性を検討しつつ市場調査をす

る。ここは大学にやってもらう。製品開発は我々

の方でするが、サンプル試作は大学が行い、デ

モをして実証評価する。最終的には大学が協業

を橋渡しする形で富士電機とパートナー企業と

の間で新しいビジネスを立ち上げるというプロ

セスが理想的だ。しかしこの辺りの製品開発で

ノウハウをどうするかというのが非常に問題に

なる。 

 

浙江大学では政府やＯＢのネットワークから

人、情報、物、金と市場に対するコンタクトが

できるので、そこから政策の解読や業界情報、

市場情報の取得を期待している。浙江大学と協

業センターを組むことで大学を通じて政府との

繋がりを求めていきたい。中国の地方の方針や

市場向け製品、人材、顧客やパートナーをうま

く見つけ出していければいいと期待している。

そういう意味ではようやく人的繋がりができ、

関係が出来始めているところもある。どちらか

といえば苦労談が多く、胸を張ってこれは成功

談だと言えるものはあまり無いが、自動販売機

の関係では実際にかなり話が入っている。他の

大学でも展開できるということで、浙江大学が

かなり評価されるという実例が出てきた。 

 

以上が浙江大学との産学連携の状況だ。商品

としての完成度はまだまだだが、いろいろな分

野でアグレッシブに挑戦している。彼等として

は何とか市場に出したいという熱意が非常に強

く、具体的な製品に仕上げてどのように市場参

入を目指すかということを今後は議論していく

ことになるだろう。 

 

最後に知的財産上の課題についてお話する。

おそらく一番問題になるのは “２．ノウハウの

開示と秘匿の方針”だろう。 

まず最初に、中国では “技術輸出入管理条例”

への対応が必要となる。次に開発成果の取り扱

いをどうするか。大学としては成果の権利活用

を考えたい一方、我々はそれを独占したい、そ

の辺りをどうするかという問題だ。さらに共同

出願ルールを明確にしないといけないというこ

とで、出願をどういった順序でどういうルール

で決めていくかを規程化する必要があった。企

業と違い、大学生だから人がどんどん入れ替わ

っていく。それでも同じ形で受け継いでいける

ようルールを明確にした。 

 

“技術輸出入管理条例”については富士電機

だけでなく各社が悩んでいるところだと思う。

中国は技術の輸出入を“禁止技術”、“制限技術”、

“自由技術”の3つに分類しており、“禁止技術”

はいわゆる国防関係のものなので企業活動にお

いて問題になること殆どないが、“制限技術”と

“自由技術”には曖昧なところがあり、条例中に

ある参考原則や技術項目を読んだだけでは、実

際にそれが“制限”と“自由”のどちらに当たるか

分からない。“自由技術”は何かというと、“禁止

技術”と“制限技術”に抵触しないというだけな

ので、この判断がかなり悩ましい。共同研究に

先立ち、疑わしいテーマについては大学が商務

庁へ見解を取っていた。商務庁も技術的なとこ

ろは判断できず回答しづらいようだったが、大

学を通じてやるとかなりスムーズに見解が返っ

てきた。結論から言うと、“制限技術”に該当し

ないということで確認された後、管理条例への

対応として “自由技術”の届け出を行った。 

これは“技術輸出入管理条例”の記載項目の一

例だ。ガス絶縁開閉装置の設計・製造技術だと

か、高エネルギー消費家電製品製造技術といっ

た技術名称が並んでいる。“制限技術”としてい

る背景には、中国で生まれた重要な技術を勝手

に外に持ち出さないようにすることと、あるい

は陳腐な技術を買わせないようにするという二

つの目的があるらしい。我々が汚泥設備などの

研究開発をしていたとき、果たしてそれが通常

の処理技術に該当するのかということが問題に

なった。商務庁に確認したところ、生物法など
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の関連で一部古い技術は制限技術に該当するも

のの、ある程度ステップアップした先進技術で

あれば問題はないということで技術輸出が可能

となり共同研究を行うことができた。 

 

開発成果の取り扱いは、浙江大学に限らず、

共同研究・開発等で生まれた発明を中国で共同

出願する際に問題になることがある。例えば日

本では共有者同士の同意がなければライセンス

できないが、米国では共有者の一方が勝手にラ

イセンスできるような制度を取っている。中国

は日本と同じように共有者の同意が無ければラ

イセンスできないとされていたが、先般の特許

法の改正で米国と同じように無断でライセンス

できるようになった。そこで共同特許の取り扱

いをどうするかということを予め合意し、勝手

にライセンスできないようにしている。 

共同出願に関係して言うと、浙江大学は中国

の大学の中で最多の出願件数を誇るところ大学

なのでたくさん出てくるかと思ったが、実際は

共同出願は20件程度である。 

 

中国で完成された発明は最初に中国に出願し

なければならず、それを他国に出願する場合は

事前に秘密保持審査を受ける必要がある。これ

は特許法上の義務で、外に出してよい技術かど

うかが審査される。中国に出願しない場合、出

願とは別に他国出願の許可を得る必要があるが、

中国で産まれた発明の場合はたいてい中国に出

願するので、そこで出願と同時に秘密保持審査

を請求する。中国にPCT 出願をする場合は自動

的に秘密保持審査がされることになる。 

現地では口頭ベースでの技術交流が発生する

ので、そういったコミュニケーションまでも技

術輸出を当たるかという懸念があったが、特許

事務所や関係者からのアドバイスを受け、あく

までも書類に出てくるものを管理することでよ

いということで対応している。 

連絡体制の確立は、特許出願業務の流れとし

て発明の完成から出願の完了まで全てをフロー

化した。日本語版、中国語版を作り、これを共

有して流れに従うことで合意した。出願件数が

20件程度なので、ここでどうなるという話では

ないが、こういう辺りを最初にしっかりと決め

たのは良かったと思う。 

連絡文書は日本語、中国語、英語の3ヶ国語で

定型化し、中間処理の段階や登録通知なども含

めている。浙江大学には大学のための特許事務

所も存在するのでそことも認識を共有化するよ

うにしている。 

 

さて、ノウハウの開示だが、これは我々も非

常に悩ましい問題である。しかし、我々が仕様

要求を出し、それに対して大学が独自のアウト

プットを出し、また我々がそれを実証、評価す

るという役割分担のもと、基本方針としてノウ

ハウを一切開示しないで行うことにしている。

ノウハウに該当しない個々の技術的質問につい

てのＱ＆Ａ対応するにしても、当社のノウハウ

を会社として開示しないことを基本原則とした。

浙江大学の先生との会食の際、あなたは知的財

産部門のトップなのだからこのノウハウについ

て何とかならないかと半ば冗談めいて持ちかけ

られることもあったが、やはりノウハウの管轄

は事業部あるいは研究開発本部にあり、責任部

門の判断でノウハウにあたる事項は一切出さな

い方針にしている。 

地産地消型のビジネスの構築するために、彼

らの知見でそれを解決してもらう、つまり、我々

は要求だけを提示し、彼らが持っている知財を

駆使し設計、試作してもらう。一方、当初の技

術要求レベルに反映されたと評価されれば自社

製品としてブラッシュアップするのは当社の役

目とした。ノウハウは製品の作り込みの部分に

多く関与する。開発の次のステージで分離して、

我々のノウハウをもって製品化するという役割

分担で行っている。 

ノウハウを出さないことで製品化のスピード

アップが遅れるというトレードオフの問題は存

在するが、開発成果もさることながら人的ネッ
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トワークで築くということも考慮すると、大学

とは良い関係でやっているのではないかと思う。 

本日用意したお話は以上だ。 

 

【質疑･応答】 

（JST 加藤参事役） 

時間が許す限り質疑応答を行いたい。マイク

を回すので挙手いただければ。 

 

（フロア） 

興味深いお話だった。ノウハウの開示と秘匿

の方針についてだが、富士電機で開発し、保持

するノウハウは一切、中国に開示しないという

理解で宜しいか。 

 

（篠部） 

基本的にそういう考えだ。 

 

（フロア） 

それは非常に正しいやり方だと思う。中国で

日本企業が中国側スタッフから故意、過失を含

めてノウハウを盗まれ、流出したために酷い目

に合うケースが散見される。富士電機と浙江大

学が共同研究する際には権利化される知的財産

以外にもノウハウが生まれると思うが、その取

り扱いはどのようにしているのか。 

 

（篠部） 

技術成果がコンタミしてしまうことが非常に

気になるところでもあるので、逆に言うと、我々

がノウハウを出さないことで、生まれてくるノ

ウハウは浙江大学のものだという理解だ。さら

に製品化する部分では大学には外れてもらい、

我々あるいはベンチャーと製品化する。事業判

断が必要になるが、ある程度ベンチャーと共有

できる部分があればそこは大学を外し、ベンチ

ャーと行うことにしている。 

 

 

 

（フロア） 

もう一つ伺いたい。富士電機には中国国籍の

スタッフが多数いると思う。日本で生まれたノ

ウハウに関して、そういう人達のノウハウの取

り扱いをどのように管理されているか。 

 

（篠部） 

コアになる技術は日本国内でクローズされて

いてアクセスできる人間も限られている。中国

子会社での開発能力やスキルは今の段階では大

元の技術というより、中国ビジネスに合わせた

カスタマイズが主体だ。コアではない部分での

ノウハウは生まれてくるが、大元は日本でクロ

ーズしている。 

 

（フロア） 

貴重な情報に感謝したい。テーマの選定は大

学が考えるのか、または富士電機が提示するの

か伺いたい。また富士電機と大学の研究者で同

じようなテーマに取り組むことがあるのか、テ

ーマ数と費用分担はどのようになっているかに

ついてもお聞かせいただければと思う。 

 

（篠部） 

費用の負担は協業の段階に応じて分かれてい

る。最初の段階は我々が100％出していたが、協

業センターの段階では、実験に必要な商材などは

大学で買ってもらう形にしている。つまり富士電

機だけが負担するのではなく、大学側でもビジネ

スを睨んで相応の負担をしてもらう。我々が全額

を負担していた時はテーマもこちらの言い分で

やっていたが、大学も相応の負担をして実験に取

り組むようになったのでテーマの設定も含めて

我々と協議するということになった。共同研究の

取り組みでいうと、やはり我々はコンタミを心配

しているので、主体は浙江大学ということでお願

いしている。サンプルを試作してもらい、製品化

は当社と切り分けている。実証評価も分けて行っ

ている。我々の知見は入れずに彼らに報告しても

らい、それを評価するという役割分担だ。 
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（フロア） 

大学が自らテーマを設定してサンプルを試作

したら素晴らしいものが出来たという場合、大

学が別の会社や自分達だけで先に進めるという

ことも有り得るのだろうか。 

 

（篠部） 

当社は資金を出しているので大学に報告義務

はあるが、そういったことが全く無いかという

と断言はできない。やはりそこは日頃の信頼関

係の構築が大切で、人的交流は絶えずやってい

かなければいけないと思う。 

 

（フロア） 

共同研究開発の過程で生まれた発明について、

大学が無断で特許を出願するというケースはあ

ったか。或いはそれを防止する仕組みを作って

いるか。 

 

（篠部） 

今のところそういうケースは挙がっていない。

共同研究契約の中ではそういう発明が生まれた

ら報告し、権利の取り扱いを協議することにな

っている。契約を遵守する考えであれば報告し

てもらっていると思う。 

 

（フロア） 

2点、伺いたい。共同出願して生まれた発明は

浙江大学が中国で特許を取り、日本や海外では

出願人は2者として富士電機と大学という理解

の時、特許後に製品を管理するのは富士電機だ

けで大学を外すとのことだったが、特許を使う

時はライセンスになるのだろうか。出願前は富

士電機が委託費を払っている。ライセンス費用

は大学と会社間で発生しないのか。 

もう一点。富士電機と中国の子会社の間で特

許技術を提携する際はライセンスがあると思う

が、それはどのような契約になっているのか具

体的に伺いたい。 

 

（篠部） 

最初のご質問の趣旨は権利者が誰かというこ

とだろうか？中国で出すにあたっても2者で行

うし、他所の国に出す時も出願者は2者で出すの

でライセンス云々という話は出てこない。 

2点目については、製品は子会社のものではな

く本社が中国で売っていくものが主体なので、

大学と子会社が別途、協業の取り決めを行うこ

とになる。 

 

（フロア） 

中国でビジネスをするためにこのプロジェク

トを進めたということであれば、ものが単純で

ない場合、大学はビジネス化できないだろうか

ら中国企業と組まないといけないこともあると

思う。その場合はどうなるのだろうか。ビジネ

スとしての成功を見込んでいるのだろうか。 

 

（篠部） 

産学連携は将来のためにやっているので、製

品化という意味では見えない部分がある。富士

電機も産産連携で中国の会社と合弁しているが、

技術流出に気を付けないといけないのはむしろ

そちらの方だ。商材として現実に売らないとい

けないので、ノウハウもある程度は出していか

ないといけない部分もあるが、そこはコントロ

ールしていく必要がある。技術の賞味期限もあ

るし、中国でのビジネスのためにノウハウを出

すというのも事業判断だと考えている。 

 

（フロア） 

2004年に電力システムをテーマとして産学協

業を始めたいきさつを詳しく知りたい。化学分

野が強い浙江大学と富士電機が何故、協業する

ようになったのだろうか。 

 

（篠部） 

私も詳しくは聞いていないが、最初のきっかけ

は人の関係だったようだ。大学発ベンチャーのソ

フト会社の繋がりで開発依頼があり、その人がた
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またま浙江大学の出身で、ＯＢのネットワークで

広がったらしい。浙江大学のホームページを見る

と他にもいろいろな企業との連携が出ているの

で参考にされたらよいと思う。 

 

（フロア） 

 

【閉会】 

（JST 加藤参事役） 

これで今日の研究会をこれで終了する。講師

に拍手を。 

（了） 
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【開会】 

（JST 倉澤上席フェロー） 

これより中国総合研究交流センター月例研究

会を開催する。今日は中国の宇宙開発について、

宇宙航空研究開発機構の辻野様にお話いただく。

中国の宇宙開発は非常に進歩が激しく、新しい

技術をどんどん開発していてこれからしばらく

は中国が宇宙開発の先頭を率いていくのではな

いかとも見られている。 

本日の講師である辻野様は大学ではもちろん

のこと、日本国有鉄道や今のJAXA（旧宇宙開発

事業団）、またJST においても中国の宇宙関係

の調査を続けられており、“Science Portal China”

にも興味深いシリーズをご執筆いただいている。 

今日は講演を3部立てにされるそうで、１部終

了毎に質疑の時間を設けたい。 

 

【講演】 

皆さんこんにちは。 

今回の講演を打診いただいた際、4月から6月

の間でいつ行うかとなった時、中国の宇宙開発

についてはなるべく遅い方がいいだろうと思い

6月に設定してもらった。予想は当たり、4月、5

月に分かっていなかったことが6月に入ってか

ら明らかになり始めている。今年の基本的なと

ころは大体カバーできると思うので順を追って

お話させていただく。 

今日は話題を13セクションに分けた。13の質

問を設定し、それに答える形で話していきたい。 

 

はじめは中国の宇宙開発の概況だ。最近、衛

星の打上げ数が増えているがそれはどのような

傾向か、また技術力は本当のところはどの程度

なのか。 

中国の技術は物真似だったり実際大したこと

は無かったりするのではないかと言う人もいる

が、他国がやっていないところを一生懸命やっ

ている面もある。累積衛星数を見てほしい。第

30回研究会（2010年4月15日）でも中国の宇宙開

発動向について紹介したが、2009年末までは129

機だった衛星が今では235機に増えている。1970

年から40年かかり120機だったものが、この5年

で100機も打上げている。著しいペースだ。右の

表、1970年の1機から10年ごとに見ていくと、年

に20～30機のペースが最近では1年で20機にな

っている。昨年は25機だ。ちなみに日本は24機

だった。12月30日までは両国共24機で並んでい

たのだが、12月31日に中国はもう１機、静止気

象衛星を打ち上げて日本を追い抜き、米国、ロ

シアに次ぐ世界第３位となった。 

技術力はどうかと言うと、皆さんの参考にな

「「中中国国のの宇宇宙宙開開発発動動向向  22001155」」   
 開催日時  2015年6月15日（月）15：00～17：00  
 講師紹介  

辻野 照久（つじの てるひさ）氏 

宇宙航空研究開発機構 調査国際部特任担当役 

 略歴  

1950年大阪府出身。大学教養課程で中国語を履修。1973年東北大学工学部卒業、日本国有鉄道入社。1986年
より宇宙開発事業団（現宇宙航空研究開発機構：JAXA）。2011年よりJST/CRDS特任フェローとして世界の
宇宙技術力比較調査や中国の天体望遠鏡LAMOSTの現地調査、タイ及びブルネイの科学技術情勢の調査など
を担当。JAXAでは調査国際部調査分析課特任担当役として世界の宇宙開発動向調査を担当。文部科学省科学
技術・学術政策研究所客員研究官も兼ねる。 
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ると思うのがJST/CRDSで出している技術力比

較だ。ここに7ヶ国、欧州は地域だが、4つの分

野に分けて点数を付けている。中国は日本に比

べて部分的にまだ追いついていないところがあ

るということで5位となっているが、その内に日

本と逆転することは間違いないだろう。欧州、

日本と比べまだ少し下の所にいるが、今後の伸

びが大きく見込まれるため、選挙に例えると当

選確実のような傾向が出ている。いずれは3位、

場合によっては米国を追い抜く可能性もある。 

 

次は宇宙輸送システム、つまりはロケットに

ついてだが、果たして今年はロケットを何回打

ち上げるだろうか。去年は30回打ち上げるとい

う話を聞いていたが、今年になってみるとトー

ンダウンして20回という動きになっている。米

国、ロシア共に20回以上を計画しているが、5

月末の時点で米国は10回、ロシアも6月に10回目

の打上げと予定回数の半分を行っている。ロシ

アの方は失敗が続いているので今後どうなるか

分からないが、米国はスペースＸ社がもの凄い

勢いでロケットを打上げている。中国は半年で

まだ１基しか打上げていないが、これまでの傾

向から察するに、私は必ず20回打上げると思う。

次の打上げは7月予定で新型ロケットだ。力を溜

めてこれからどっと出てくるだろう。 

ロケット打上げ回数を見ると、2014年末まで

で211回を数える。ロケットは長征１型、2型、3

型、4型とある。1型は最初の2機で終わっている

が、2型～4型は現在も運用している。長征3型は

西昌（四川省）からしか打上げられないが、他

のロケットは太原という山西省の射場や酒泉と

いう一番古い甘粛省の射場と3箇所を使い分け

て打ち上げている。長征だけで203機、最近では

“快舟”というロケットが出てきてそれが2機、既

に終わってはいるが“風暴”というロケットも6

機あった。“開拓者”もあったがこれは失敗のま

ま終わっている。 

中国の打上げ傾向を年の前半と後半で比べる

と面白い。下の青い線が年の前半、赤いところ

が後半だ。去年も年間に16機打ち上げるとして

前半で1機しか上げておらず、しかし7月以降に

15機を上げている。20機としても集中して打上

げられる能力があるようで、今年はまだ1機だと

しても来月から年が終わるまで19機いけるだろ

うというのが私の予想だ。 

 

長征5型は新型ロケットとして開発中だが、こ

れが出来れば日本のH2Bロケットの倍近い能力

になる。低軌道で25トン、静止トランスファ軌

道で14トン。直径5mはH2Bと同等で海南島の文

昌射場から打上げられる予定だ。長征6型は7月

20日（資料の7月2日は間違い）に初打上げを予

定している。延期になる可能性はあるが、太原

から打ち上げられる予定になっている。2機目か

らは海南島の射場を使うかもしれない。これだ

けで衛星を20機打上げるとしており、数では今

年の日本を上回る。 

長征7型は有人宇宙用だ。これまでは有人宇宙

船だけだったが、物資補給船を現在開発してお

り、来年あたりから試験を始めるのではないか。

あまり聞き慣れないかもしれないが、長征9型は

数十トンクラスで長征5型の2、3倍くらいある。

昔、米国のアポロで使われたサターン5型ロケッ

トはおよそ100トンの能力を持っていたが、あれ

ほどではなくとも月に有人宇宙船を打ち上げる

くらいの能力にはなるだろう。そのためここに

有人月探査と書いた。一方、長征11型は極端に

小さい、日本でいうとイプシロンより小さいロ

ケットだ。新しいロケットを全部合わせると相

当軽いものからかなり重いものまでいろいろな

ものを作ることになっている。 



 

 

「中国の宇宙開発動向2015」  

 

38 

長征5型については最近、設計変更のあったこ

とが分かった。当初は大小ブースターと静止、

非静止の組み合わせで6種類作るとしていたが、

それを4種類に整理した。大小を2本ずつ使うパ

ターンを止めて、一番力が弱いものと最大のも

のを残す形で中間の性能は要らないということ

になった。また当初計画では第1段のメインエン

ジンは周りを囲むブースターと同じ強力なケロ

シン燃料のものを使うとしていたが、現在は液

体水素燃料のエンジンを使うというように変わ

っている。液体水素エンジンは少し力が弱いた

め、そうなると1段全体の推力が低下するが、宇

宙に飛ぶ時は強力になる。しかしそのために世

界最高性能にはならないというのが中国の結論

のようだ。 

 

酒泉、西昌、太原の3箇所の射場は引き続き運

用中で、海南省の文昌射場は実は昨年の内に開

業している。実際のロケットの打上げはおそら

く今年の後半、あるいは来年ということで、射

場の設備は殆ど出来上がり、組織-センターとし

て既に仕事を始めている。これら射場は人民解

放軍の総装備部が管轄している。これはGoogle

などで見られる文昌射場だ。左下と右上で少し

拡大したが、よく見ると避雷針やマストが立っ

ていて射点を2箇所用意していることが分かる。 

 

輸送を外国と比べるとどうだろう。米国、欧

州、ロシアにはまだ及ばないが日本よりは上に

ある。有人打上げ技術があることが大きな加点

となり、日本とハッキリした差がついている。

反対にそれが無ければ33点で日本より低くなる

のだが、有人技術があるため日本より上だと結

論づけている。ここは長征2、3、4号で見ている

ので、5、6、7、9号になると相当点数が上がる

ことになるだろう。日本とは差がつくばかりに

なるかもしれない。 

ここで米国のスペースＸ社について触れてお

きたい。一昨年の暮れあたり、私は中国に対抗

できるのはスペースＸくらいだと思っていたが、

去年初めから同社の台頭が著しくなり、スペー

スＸに対抗できるのは中国だけではないかと逆

の見方をするようになった。表現を逆さまにし

たことでスペースＸの力が相当上になったこと

が感じられると思う。 

 

スペースＸ社はファルコンロケットを作って

いてマーリンエンジンを開発している。最初は

エンジン1基の小さいロケットだった。3回連続

して失敗したが、4回目に初めて成功し、マレー

シアの小型地球観測衛星を有料で打上げている。

これはすぐに運用を終了し、その後、エンジン

を9基－中心に1基、周囲に円形に8基並べたファ

ルコン9を18機打上げ、全て成功している。宇宙

ステーションに物資を運ぶドラゴン宇宙船を乗

せたロケットを6回、静止衛星を6回で7機、LEO

に5機、ラグランジュ点に1機とどんどん上げ、

最短13日のインターバルで次のロケットを打上

げている。この勢いから中国の方がむしろ負け

ているのではないかと感じたほどだ。 

さらに凄いのが再使用型の開発だ。ファルコ

ン９ロケットは、ドラゴン宇宙船という非常に

重い物を運び、残った燃料でまた地上に降りて

くる。今はまだ海上のプラットフォームだが、

そこに降ろしてまた使うということを考えてい

て、今年から試験が始まり、3回試みて3回とも

失敗してはいるが着々と成功に向かっていると

思う。次回の試験は6月26日だ（資料作成時の6

月22日より変更）。 

エンジンを9基使うファルコン9を3つ、つまり

マーリンエンジン27基が一気に火を噴くFalcon 

Heavyロケットも開発中だ。これが出来ると長

征9号にほぼ匹敵する50トンクラスとなる。今年

に入り5月末までに既に5機を打上げているが、

米国の過半を打上げたことになり、残りはロッ

キードマーチンとボーイングが分け合っている。 

国防総省の衛星も打上げ可能となったことで

ロッキードマーチンとボーイングが独占してい

たところに最近、スペースＸが割り込んできた。

ロシアの制裁問題もあり、ULAは厳しい立場と
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なっている。 

スペースＸの海上プラットフォーム、“Drone 

Ship”に再使用試験ロケットは100kmくらいの高

さから降りてくる。たった30m四方しかないプ

ラットフォームがある場所に正確に降りてくる

だけでも凄い。この時はブレーキが効かずに激

突してしまったらしい。どうも着陸の足の所に

仕掛けがあるらしいのだが、それがうまく働か

なかったようだ。2回目は天候が悪く着陸できな

いということで、DroneShipの方が大事だからと

断念したらしい。海の上で静止状態になってい

たとのことだ。3回目もスピードが落ちず激突炎

上しているが、今度また6月26日に再使用の試験

を行うので新聞記事等ご注目いただければと思

う。 

JSTの“Science Portal China”に中国の宇宙開

発関係としてこれまで10数回寄稿している。

NISTEPの“科学技術動向”という冊子にも書い

ているので、それらも見ていただければと思う。 

 

続いて有人宇宙活動について。今年、中国は

有人宇宙飛行を行うだろうか。調べてみたとこ

ろ、今年は無さそうだ。中国の発表では2016年

に神舟11号、また現在宇宙に天宮１号があるが、

今度は2号を打上げるとしている。この2つの打

上げが2016年とされているので今年はないと思

う。 

今までの有人宇宙飛行の実績はご存知の方も

多いだろう。2008年までの実績は、神舟1～4号

は無人で、5号で初めて有人飛行を行った。6号

では2名が搭乗し、7号で3名、船外活動も実施し

ている。この辺りまでが第一段階と言われてい

て、宇宙飛行士は6名となった。 

2011年に天宮1号と神舟8号を打上げているが、

ここでは中国の新しい技術開発として無人のラ

ンデブードッキングを実現している。2012年に

は神舟9号を打上げ、天宮1号と手動操作による

ドッキングを行った。この時には初めての女性

宇宙飛行士が搭乗している。2013年の神舟10号

も搭乗員3名の内、1名が女性だ。 

宇宙飛行士は10人だが2回飛んだ人も2人いて、

滞在日数は述べ104日になる。一方、日本はどう

かというと滞在日数928日で世界第3位。圧倒的

に多いのはロシア、次がアメリカで、この2国は

20,000日とか10,000日というオーダーだ。他で

1,000日に乗った国は無いが、今度、JAXAの油

井宇宙飛行士が飛ぶので、それが成功すれば日

本は1,000日を超える。 

 

中国は有人宇宙活動でこれからどうしようと

しているかというと、国際宇宙ステーション

（ISS）に対抗して、独自の宇宙ステーションを

作ろうとしている。ISSは2020年、もしくは2024

年頃に止めてしまう可能性があるが、中国はそ

こから宇宙ステーションを始めるとしている。

2020年頃から運用を開始し、2022年でモジュー

ルを全て揃えて完成させるらしい。全体で“天

宮”とし、基本モジュールは3つ、そこに貨物輸

送船と有人宇宙船が両側に付き、連結モジュー

ルもあるのでモジュール数は最大で6、7になる

予定だ。 

 

宇宙飛行士たちは全員、人民解放軍の航天員

大隊という宇宙飛行士部隊に所属しているが、

一般人や外国人が搭乗する可能性もある。例え

ばドイツは宇宙実験分野で中国と協力関係を持

っており、ESAの宇宙飛行士で中国語の勉強を

始めた人がいるという情報もある。ISSが運用を

止めた後、中国の方にすり寄る国が出てくるか

もしれない。 

これが中国独自の宇宙ステーションの構成図

だ。モジュールはコアとなる“天和”と“巡天”、

“問天”、そこに神舟と物資輸送船の“天舟”。こ

れはソ連時代のミールと同じなので技術的には

今までの技術の応用で難しくないとのことだ。

しかもロケットは長征5型があるので、かなり大

きなモジュールでも打上げられる環境が準備さ

れている。 

 

世界の技術力比較を見ると、満点なのはやは
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り米国だ。ロシアは有人探査技術が少し弱く米

国に遅れるが、中国はそれにもう少し遅れると

いうところだ。独自の宇宙ステーションと言っ

てはいるが、日本は現にISSに参加していること

で点が高くなるところもあり、トータルすると

日本と中国ではそれほど変わらないと思う。と

はいえ、中国は米国、ロシアに次ぐ3番手になっ

ている。 

以上が最初の30分でお話しようと思っていた

ことだ。概況と宇宙輸送、有人宇宙飛行に絞っ

て会場からご質問をお受けしたい。 

 

（フロア） 

今回の話とは関係ないが、北朝鮮の宇宙技術

はどれくらいだろう。 

 

（辻野） 

私の理解としては日本の50年前にも及んでい

ないと思う。 

 

（フロア） 

中国の宇宙関係は人民解放軍が担当している

ようだが、活動予算は軍事予算に入っているの

かもしくは別枠に取られているのか。 

 

（辻野） 

たいへん難しい質問で満足に答えられるか分

からないが、その話は最後の方で触れることに

していた。正確なところは分からないが、おそ

らく軍事予算ではない。そもそも人民解放軍は

中国共産党のもので国軍ではなく、国家予算で

はない。共産党のお金から運営している感じだ。

宇宙に関して言うと、例えば燃料を運ぶトラッ

クを誰が運転するか、ガソリン代を誰が出すか

とした時に、軍が普段のオペレーションの一環

としてやるとか、射場の警備に人民解放軍の兵

士が立っているということだが、もし日本で

JAXAがやるとなると燃料を運ぶのは燃料を作

る会社や輸送会社と交渉、契約して会計検査院

のチェックを受ける。セキュリティ関係ではガ

ードマンを雇うにも警備会社と契約する。しか

し中国ではそういった契約の手間は全く必要な

く、共産党をあげて行う。言ってみれば家族が

家事手伝いをする感じだろう。表面には出てこ

ない、GDPに上がらない活動だと思う。 

 

（フロア） 

海南島に基地を持ってきたというのは軌道に

乗せるのに北方より有利だからか。 

 

（辻野） 

その通りだが他にも理由がある。長征5型は直

径が5mもある。それまでの長征3型は直径3.35m

で新幹線の車体くらいだ。中国の鉄道は標準軌

で新幹線の幅と同じ線路で出来ていてロケット

を積んで走れる。今までは鉄道で運べたが、5m

になるとトンネルを通れない。中国の射場は全

部山の中にあるのでトンネルをくぐれないと船

で運ぶしかない。ロケットを作る機械の工場は

天津にある。臨海の工業地帯から船に積み、そ

のまま海南島まで運んで打上げる。とても合理

的だ。5mでやるとなった途端、今までの鉄道輸

送のやり方を捨て、全て新しいやり方にした。 

海南島は北緯20度なので静止衛星を打上げる

場合、西昌の28度より少し楽になるし打上げ能

力が上がるというメリットもある。では何故、

最初に海南島が射場として選ばれなかったかと

いうと、海に近いと真っ先に攻められるのでは

ないかという国防上の理由だった。 

 

--- 

 

さて、続いて4番目の章、月探査について話し

たい。 

2013年12月、中国は“玉兎”というローバーを

積んだ嫦娥3号を打上げ、月面着陸に成功した。

これはロシアのルナ24号以来37年ぶりのことで、

中国はロシア、米国に次ぐ世界3番目の月面着陸

国になった。それまで周回があってから着陸だ

と思っていたが、米ソが競い合っていた1966年、
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両国は初めて月面着陸に成功しており、その2

ヶ月以内に周回に成功している。つまり、着陸

した時に周回はしておらず、周回の方が後だっ

たということだ。周回の方が難しいのかもしれ

ない。ところで“玉兎”は2ヶ月間、走行した。月

の1日は地球での1ヶ月に相当するので2ヶ月と

いうのは月面での2日間にあたる。月を地球から

見た時に光っているところは月の昼で、見えな

い部分は夜、一地点で見ると昼と夜はどの場所

でも半月ずつで14.5日で昼と夜を繰り返す。月

の1日は地球で1ヶ月かかる。“玉兎”は地球での2

ヶ月間、走行したが2晩目に蓋を閉じる時にゴミ

がたくさん入って動かなくなってしまった。通

信は出来ても駆動出来ず、ローバーの役目を果

たせなくなってしまった。 

2017年には嫦娥5号の打上げが決まっているが、

次の課題は試料を取って地球に戻すサンプルリ

ターンだ。日本ではHAYABUSAがITOKAWAから

微かなサンプルを持ち帰っている。 

一方で月探査に関する質問、「中国は3号、5

号ときているが4号はどうするのか」という話だ。

実は4号は3号と一緒に作っていることが分かっ

ている。例えば2号の場合は1号と一緒に作り、

１号の失敗点を改修した後で打上げ、ミッショ

ンとして良い結果を得ている。4号では現在、中

国国内の一般社会に向け利用計画を公募してお

り、それをみて2020年頃、打上げられる予定だ

が、一般募集のアイデアで探査しようというの

は面白い。そのため5号は4号より先に打上げら

れる見込みとなっている。 

 

月探査機の実績として、嫦娥1号は2007年、日

本の“かぐや”の1ヶ月後に打上げられている。“か

ぐや”は高度100kmで観測したので結構精度が良

かったが、嫦娥1号は200kmの高さだったので画像

があまり良くなかった。その後、2010年に嫦娥2

号を打上げたが、この時は“かぐや”を真似した軌

道投入方式を採ったり、高度100kmにしたりした。

この時はかなり順調に進んだので余った燃料で

小惑星に接近して写真撮影したり、ラグランジュ

点までいって観測したりするなど、日本では考え

にくいことだが当初予定に無かったことをいろ

いろ勝手に行っている。また去年10月、嫦娥5号

T1という月探査試験機を打上げ、月には降りない

が、月を通って地球に再突入し、カプセルを戻す

という実験をしている。カプセルの中身はまだ空

だが、月まで行って戻すことができるということ

を去年の内に実験したということだ。 

 

月探査計画は「繞」、「落」、「回」の三段階に

分けられている。第一段階の「繞」では嫦娥1

号、2号の月周回、「落」は月面着陸で3号の軟着

陸で達成された。「回」は2017年の5号によるサ

ンプルリターンだ。その後、有人月面基地をや

るかどうかが注目点で、やりそうな気配はある

がまだはっきりやるとは言ってない。しかし、

論文などを見るとその辺りを見越したことをや

っているように思われる。 

 

ここら辺の技術力を比較すると、これは必ず

しも全体の比較ではなく、月惑星探査に関する

部分点である。どこで差がつくか。日本の点が

高い理由にLPSC：月惑星科学会議という会が関

係する。LPSCには米国や欧州から大人数が参加

し、日本も参加している。ところがロシアや中

国、インドからは殆ど論文が出ず参加も無いた

め点が落ちてしまう。中国語の論文はあるかも

しれないが、国際的な会議に出る人はそう多く

ない。 

地球観測分野における中国の特徴は欧州を模

範としていることにある。35ページに地球観測
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分野における技術力比較を挙げた。大体におい

て米国は満点だが、地球観測については欧州が

米国を上回るところがあり、公共利用など欧州

は米国に無いことを行って高く評価されている。

中国はそれを分かっているので欧州に教わりな

がら連携し、“ドラゴンプログラム”は第3期まで

進んでいる。 

この計画がどうなっているかをGoogleで調べ

る時のヒントをお伝えしよう。日本人が普通に

入力すると“龍計画”となると思うが“画”は

Pictureの意味なので、中国語では“劃”を使わな

いといけない。“龍計劃”と入れると良い検索結

果が出てくる。これがノウハウだ。第1期にはプ

ロジェクトが10くらいしかなく第2期で25、第3

期には50になった。去年5月、成都で学術フォー

ラムが開かれ、環境、農業、寒冷圏、森林など6

テーマが設定されていたようだ。“龍計劃”では

欧州と中国両方の衛星画像データを使い、一緒

に研究を行うという特徴がある。 

 

日本では“ひまわり”でおなじみの気象衛星は、

中国では“風雲”といい第3シリーズまで進んで

いる。第1シリーズと第3シリーズは極軌道を採

っているため南極と北極を通る。第2シリーズは

静止衛星だ。これまで7機打上げられており、2H

を上げれば第2シリーズは終了する。新シリーズ

では風雲4を用意しているようだ。まだ2Hが残

っているのでもう少し時間がかかるだろう。 

 

陸域観測衛星にはいろいろな種類がある。今

年は“高分”4号が3号より先に打ち上げられる予

定だ。“環境”という衛星には1A、1B、1Cとあり、

1Aにはタイの通信機器も搭載されている。 

測量衛星の“天絵”だが、“絵”は立体地図を意

味するのでそのまま測量だと思ってほしい。ま

たブラジルと共同でCBERSという衛星を4機上

げており、現在1機が運用中だ。“資源”はCBERS

と殆ど変わらない衛星で3機上がっている。 

海洋観測衛星もある。海を見て何が分かるか

というと、かつて日本でも“もも1号”という衛星

を上げていたが、海の色や温度を見る。海に地

形は無いが、それでも高低差があったり波があ

ったり、温度分布やプランクトン、藻類がどう

なっているかという観測などに使われている。

中国ではこれまでに“海洋”1A、1B、2の3機を上

げている。“北京1号”は海洋観測衛星とは全く関

係無く、民間ベースで作った衛星だ。 

偵察用はどこが運用しているかよく分からず、

おそらく人民開放軍だと思われるが、“遥感”シ

リーズが最近非常に多く上がっており、細分化

すると6グループ、36機が殆ど運用中だ。数がど

んどん増えているが、これを軍事衛星とみなす

と民生用の地球観測衛星の数はそれほど多いと

は言えない。 

 

回収式衛星の方は最近、殆どやっていないが

既に23機を打上げている。この頃は微小重力実

験と相乗りというケースが多いようだ。最初の

回収式衛星は1975年だった。着陸予定地は大体

四川省だが、1機目の時は大変で、400km離れた

貴州省の炭鉱入り口付近に落ちてしまった。炭

鉱夫さん達がお昼ご飯を食べようかとしている

時に落ちてきて、皆、驚き逃げたが、町までお

りて知らせてくれた。彼らは人工衛星という言

葉すら知らなかったという。それで四川省で待

っていた人達が400km移動して回収に成功した。

中のカプセルは無事だった。衛星には普通のカ

メラが搭載されていたが、それを現像しないと

偵察写真にならないので回収しなければ意味が

ない。流石に最近はこれが必要ということはあ

まり無いようだが、そういったことをこれまで

23回やっている。 

技術力で比較すると、地球観測について中国

はロシアよりましでも日本より少しレベルが低

い。これは分解能のやミッションの多様性によ

る。 

 

次に航行測位分野だが、これは何のことかと

いうとGPSだ。今年になって1回だけ打上げがあ

ったと話したが、それがこの航行測位衛星、北
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斗3号、今まで聞いたことのない名前だった。3

月30日に打上げられて準天頂軌道を回っている。

準天頂軌道については後で説明する。 

はじめは第2世代の北斗衛星を35機打上げる

とされていたが、15機打上げたところで20機を

残したまま計画を止めてしまった。第2世代を綺

麗さっぱり破棄して2015年から第3世代の北斗

を打上げるという。衛星自体はIG5、Iは“Inclined”

で赤道に対して傾斜が付いているということ。

GのGeosynchronousというのは地球と同期して

いるということで、一周する速さが地球の自転

速度と同じということだ。Inclinationがなく0°

であれば静止して見える（それを静止衛星とい

う）が、Inclinedになると北半球と南半球を往復

する。 

それについてお話する前に15機の内容だが、

北斗1号は5機で全て終了している。北斗2号は静

止衛星5機、準天頂5機、中高度5機で、中高度は

あと20機打上げる予定だったがこれも中止して

しまった。北斗3号は現在、1機が飛んでいるが

これから34機を打上げるとしており、来月、中

高度衛星を2機同時に長征3号で打ち上げる予定

だ。 

 

北斗の軌道だがこれが準天頂軌道だ。Inclined

だが、中国の場合は55度の傾きが付いていて、

一番北の方ではこの辺りまで来る。半日経つと

南半球の方に行き、ぐるぐる回る。大体8時間く

らいが見える範囲だと言われている。3機あると

替わりばんこに出てくるので3機で一組になる。

中国ではIGの内、北京と香港を結ぶラインに3

機を配置しているので、衛星がくるくると回り

ながらどれか一機は中国本土の上にある。静止

衛星の場合は止まって見えるが、IGの描く8の字

の場合、どんどん縮めていくと最後は1点になる。

厳密には0.1°でもあれば8の字を描くが、それ

が0.1°もないから静止しているように見える。 

 

準天頂衛星5機は何かというと、3機は北京、

香港のラインだが、ややこしいのでここでは抜

いている。この西側、ヒマラヤと青海省の上あ

たりを通る2機がある。今年打上げた衛星はどこ

に入れたのかを調べると、5番目に投入したもの

の近くを飛んでいる。日本の“みちびき”の軌

道は、円形ではなく楕円形で飛ばしている。北

半球の方は遠地点がとても遠くなっていて、近

地点になるオーストラリアの方は短い時間で広

い範囲を行き、日本の上を8時間以上かけて丹念

に、ゆっくりと狭い範囲を一周して飛んでいる。

この小さい輪のところが8時間くらいだ。これが

日本の準天頂衛星の軌道だが、これが12時間経

つと逆の方にいく。衛星はGPSと一緒のため、

中国からみると“みちびき”が使える、つまり西

側の準天頂衛星が無くとも日本の衛星がエリア

をカバーしているから、中国の衛星が要らない

範囲が出来ているのではないだろうか。中国が

そう発表しているわけではなくあくまでも私の

推測だが、画を見る限りではそう解釈できる。

資料に記したが、北斗2型2機と日本の“みちび

き”は中国中央部から見て準天頂衛星3機1組に

相当するということだ。 

 

航行測位の技術力比較に関しては今回、大分

難しいことを調べた。SIS-UREという指標で比

較している。“みちびき”は非常に良いが、中国

の方はまだ精度が低い。しかし今度は北斗3型に

なったので点が上がるかもしれない。SIS-URE

というのは一個の衛星の性能観点からの比較だ

が、コンステレーションは衛星全体の比較なの

でこの点が上がる可能性がある。しかし中国で

は基本的にコンステレーションが出来ていない。

あと5年くらいはかかるかもしれない。 

 

通信放送分野は“東方紅”だ。“東方紅”は国歌

の題名で、その名を冠した1型が中国最初の衛星

だ。東方紅5型は衛星ではなく衛星バスで共通的

な部分を示している。今、中国の衛星通信をや

っているのはChinaSatcom、昔の“中国通信”で、

日本でいうNTTのような会社の一部だった。現

在は分離されてCASCに所属し、衛星開発は
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CASTが行っている。現在は4型バスで５トン級

が主力になっており、後で国際協力の方でも触

れるが外国にも売っている。今、開発している

東方紅5型のバスは相当大きく8トン級で、米国

や欧州を上回っている。米国でもまだ7トンまで

いかない。それを上回るものを作ろうとしてい

る。同時に長寿命化や太陽電池の高性能化とい

った技術開発も含まれる。これを打ち上げるの

に長征3型では無理なので5型ロケットが出来る

ことを前提にしている。 

 

通信放送衛星は中国通信広播衛星公司が12機

持っている。テレビ放送ができる“中星”があ

るが、おそらく軍から頼まれて軍事通信衛星も

運用していると思う。また、有人宇宙開発で利

用しているデータ中継衛星の“天鏈”もこの会

社が運用していることが分かった。昔、Sinosat

という会社があったが、ここも今は“中星”グル

ープに統合されている。アジア太平洋のAPStar

もChinaSatcomに統合されている。現在、中国内

でこの公司に入っていないのはAsiasat、また

ABSは中国ではないとした方がいいかもしれな

いが、韓国衛星やフィリピン衛星などを軌道上

で承継し、独自衛星も上げていて規模を拡大し

ようとしている。私がカウントする中には中国

政府が知らないものまで入っているかもしれな

い。 

 

通信衛星の輸出という観点で見た時、ナイジ

ェリア、ベネズエラ、ボリビアのケースでは衛

星を製造しロケットで打ち上げ、保険をかけ、

運用要員を訓練し、費用は中国の銀行がお金を

貸すというのがセットになって殆ど手ぶらで参

加できそうになっている。しかし勿論、運用が

始まるとローンを返さなければならない。いわ

ば住宅ローンとセットで家を建てるというよう

な商売だ。今後はコンゴやベラルーシ、スリラ

ンカ、ラオスといった国が予定されている。 

これは一昨年に打上げたボリビアの衛星で

Ku バンドが26ある。Ku バンドはテレビ放送だ

がKa バンドはインターネット対応だ。数から

みてもテレビ放送が主体のようだ。 

 

東方紅5型の話に戻り、これが果たして良いこ

とか悪いことかを考えてみたい。メリットとし

ては、今、静止軌道が非常に混雑している中で、

このような大型のものができれば集約によって

数が減らせる、あるいは全体としての容量がも

っと上がっていくという利点があると思う。ま

た、これだけ大きくなるとハッブル宇宙望遠鏡

のように修理に行こうかという規模になるかも

しれない。中国が世界の需要を独占する可能性

もある。これまでの衛星バスには時代時代の覇

者がいて、20世紀はHughes（ヒューズ）という

ところが茶筒のような衛星をたくさんつくって

いた。最近はヨーロッパの会社にスマートなも

のが多い。今後、中国の東方紅5型が世界最高だ

となったら一気に移る可能性もある。価格も安

いかもしれない。その一方でデメリットもあり、

東方紅4型も最初は失敗して苦労しているので

技術開発の難しさがあるのではないかというこ

とや、独占的な需要を獲得できないのではない

かとか、あるいは逆に価格が高くなるのではな

いかとか、いろいろと分からない要素がある。

これはあくまで私がメモ的に、東方紅5型がどち

らにいくかこれから注目していく上でポイント

となるところをあげたものだ。 

ここについても世界の宇宙技術力比較をして

いる。中国は通信方面がまだ弱いというのが実

情だ。今後、東方紅5型で圧倒的にシェアが広が

るようになると中国が満点になり、米国、欧州

の評価が相対的に低くなるかもしれない。 

以上、月探査と3つの応用分野で一かたまりと

した。この範囲でご質問を受けたい。 

 

（倉澤上席フェロー） 

まず私の方からお伺いしたいことがある。打

上げコストと衛星のパッケージコストは米国、

ロシアと比較してどれくらいなのか。 
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（辻野） 

決して安くはない。ベネズエラの衛星でも300

億円くらいかかっている。ロケットの打上げ自

体は60～70億円くらいだと思うがあまりはっき

りしない。先ほども触れたが、人民解放軍が負

担しているところがあるのでコストがよく分か

らない。確かに一般には安いと言われているが

極端に安いわけではなく、欧米との競争感をみ

て高い値段をつけているように思う。 

 

（フロア） 

ZTEという中国の衛星通信会社があるが。 

 

（辻野） 

モバイルは衛星ではやっていないと思う。今、

モバイルを衛星でやっている会社はアラブ首長

国連邦のスラーヤ（THURAYA）だ。ソフトバ

ンクと組んでいて、日本で専用端末を使えばア

ラブが持つ静止衛星とやり取りができる。これ

は非常に特殊な設計で端末になる携帯電話もサ

イズがやや大きい。内部でアンテナをぐるぐる

巻いてあったりするが、そう簡単な技術ではな

いと思う。アンテナには大きさが必要で、波長

をいかにちゃんと受け取るかだ。モバイルでは

なかなか難しいだろう。 

 

（倉澤上席フェロー） 

それでは、最後のところまでセッションを進

めていただく。 

 

--- 

 

次は宇宙科学分野の科学衛星だ。実のところ、

中国には天文観測衛星が無い。ちなみにインド

にもなく、インドでは去年、一昨年あたりから

上げる上げると言っているものの上がっていな

い。中国も今の5ヵ年計画で必ずやるとは言って

いるがまだ出来ておらず、5ヵ年計画も今年で終

わるから最後まで無いのだろうと思っていたら、

この原稿をJSTに出した2日後に新しい情報が

飛び込んできて、HXMT（硬X線望遠鏡衛星）と

DAMPEというダークマターの衛星、また量子通

信（量子科学は量子暗号通信のことだと思う）

の実験衛星と今年中に3つは上げたいというこ

とだ。5種類打上げるというのを少し縮小して2

つでも3つでも、というところだろうか。ロケッ

トの方は手ぐすね引いて待っている。今年の打

上げ目標達成にはあと19機あるが、北斗3号の衛

星が何機上がるか、コンゴやラオスの衛星が何

機上がるか。有人は無いだろうが地球観測衛星

や偵察衛星もあるので打ち上げるものには事欠

かない。科学衛星はなかなか割り込めないだろ

うと思うが、今年はロケット製造プロセスで旧

型の在庫を一掃したいところもあると思う。今

年後半にどの程度うまくやっていくのか注目し

ている。このように私が「やるのか、やらない

のか」などと疑問を明らかにすると、盗聴でも

されているのか、急に「やる」というニュース

が入ってくる。（会場・笑） 

科学衛星の実績自体は0ではない。天文観測で

はないが地球圏に関する衛星が15機くらい打ち

上げられている。しかし宇宙科学分野で技術力

比較をすると中国は月・惑星探査も低く、イン

ドやカナダと並ぶ最下位クラス、地球近傍宇宙

環境観測も日本より少し落ちる。宇宙科学が一

番弱いところかもしれない。 

次に技術試験衛星その他について。中国の技

術試験衛星はどのような組織が何機くらいあげ

ているか。数えるところ、これまでに3企業、5

大学が技術試験衛星を打上げた実績がある。製

作中だともっと多く、今度の長征6型ロケットに

はいろいろな大学から衛星コンテストのように

乗るかもしれない。今のところはこのような分

布で規模は小型衛星だけではなく、例えば神舟

の1号から4号は無人なので全て技術試験衛星に

なる。通信衛星でも使わないものは技術試験衛

星だ。中国空間技術研究院（CAST）がやってい

るということは、ここから出発して今の日常衛

星に結びついているものがたくさんあるという

ことだ。CASTは一種の軍事施設にあたる。訪問
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した時は入口の展示館だけで後は何も見せてく

れなかった。しかし写真から大抵の想像はつく。

東方紅1号から始まり実践衛星、試験衛星、創新

衛星、納星というのはナノサット、CASTはピコ

はやっていない。ナノサットは1～3、4kgまでと

決まっているが、CASTのナノサットは25kgもあ

るので要件を満たしていない。他に“希望”とい

うものもある。 

上海航天技術研究院には“蜂鳥”という衛星が

ある。30kgと160kgだからそこそこ大きく、この

2機が編隊飛行の技術実証をしている。 

清華大学には“霊巧”という衛星があるが、

“霊”というのは携帯電話の意味なので、実用

にはならないとは思うがモバイルの実験をやっ

ているかもしれない。浙江大学では“皮星”と

いうピコサット、ナノの下の単位のピコの衛星

をやっているが、12kgもあるのでピコとは言い

難い。ピコはグラム単位なので100g程度だ。ハ

ルビン工科大学はかなり真面目に作っていて新

型ロケット“快舟”に乗せる衛星2機を作ってい

る。 

国防科技大学では“天拓”でAISという船舶の

情報を収集するシステムをやっている。船は海

の上でいくら電波を出してもなかなか海上で受

け取ってもらえることはない。地上は空気があ

るので大体100kmが限界だ。しかし宇宙に行く

と400kmくらいでも通信できる。AIS受信機は全

世界で使われているが、国際船舶にもAISが積ま

れていて、今の位置がどこにあるとか、どこへ

向かっているとか、何ノットで航行していると

かいうことが全部分かる。１分おきに信号を出

していて、その信号を繋いでいくと線になり航

路が分かる。 

他には南京航空航天大学や深圳航天東方紅海

特衛星有限公司なども小型衛星の開発をやって

いる。 

 

皆さんの資料には写真が大きく載っていて下

の方は見えないと思うが、中国が結構力を入れ

ているCSESという地震電磁観測試験衛星があ

る。中国ではかなり大きな地震が起きることが

あり、地震に対してできることは何でもやろう

と電磁波を使った地震の先行現象の研究を行お

うとしている。写真はこの関係で開かれた会議

時のもので、JAXA職員を含め日本人も参加して

いる。電磁波による地震先行現象を調べようと

いう夢を持った人達が国際的に集まった会議だ。 

 

次は宇宙開発組織について話したい。中国で

も基本的な組織図を作っているが、ローカルに

見ると再編成や統合が行われているのでこの5

年間でどのような変貌があったか述べたい。前

回（第30回研究会：2010年4月15日）の時にお配

りしたデータと現状を見比べると全部で5つく

らいの目立った変化がある。一つは航行測位の

実用化が非常に進み、準天頂衛星が全て完成し

て2012年あたりから始まっている。そこで

CNAGA（中国衛星導航定位応用管理センター）

という組織が出来た。有人宇宙関係では有人宇

宙プログラム室（CMSEO）が出来ている。国連

職員から聞いた話によると、CMSEOをヨーロッ

パや外国人向けにはCMSAと呼称し、我々は

Agency、有人宇宙飛行庁だと言っているらしい。

いずれにせよCMSEOというのが中国語的には

正式な呼称となる。 

有人宇宙関係では中国科学院が空間応用工

程・技術センター（CSU）を設置しているが私

はここに非常に関心がある。この組織は物資輸

送船の“天舟”と“天宮”の全体設計をやるところ

で、専門的かつ高学歴の人を新たに多く集めて

いる。昔の国鉄の工事局もプロジェクトに必要

な技術を持った人をどこからでも集めていた。

そこに近いという印象で、中国全土から非常に

優秀な人材を集めている。 

③は地球観測関係で、遥感応用研究所（IRSA）

と対地観測・数字地球センター（CEODE）が統

合され、遥感・数字地球研究所（RADI）になっ

た。ちなみに遥感はリモートセンシングを意味

する。2012年9月に設立され2013年4月に発足し

ているが、ホームページを見ると未だにIRSA 
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のURL が残っているので、まだ完全には統合さ

れていないように思う。 

④の宇宙科学関係では中国科学院の空間科

学･応用研究センター（CSSAR）の名称が変わり、

国家空間科学センター（NSSC）となった。 

この図を説明すると非常に時間がかかるので、

ご質問があれば後ほどお受けする。 

 

次に宇宙産業だが、私は中国の宇宙産業につ

いてもしばしば質問を受ける。まず答えるのは 

“CASC”と“CASIC”の2つがあり“CASC”には13

万人、“CASIC”には10万人、合わせて23万人が

中国の産業組織で宇宙開発を担っているという

ことだ。実のところこれは凄い人数で日本の20

倍くらいである。最近、ロケットや衛星の打上

げ数が今までの3倍、4倍に増えているが人数自

体はそれほど変わっていない。つまり彼らの生

産性が向上しているのかもしれない。今まで宇

宙の仕事が無かった人にも仕事が回ってきて、

単位従業員あたりの売上高も増えているのでは

ないだろうか。また、昔に比べて高学歴者が増

えている。特に“海亀政策”で海外留学者が呼び

戻されており、故国に戻る技術者が増えている。 

 

CASCの中で一番大きいのは中国長城工業集

団有限公司（CGWIC）というところでCASCの

中核を成している。日本でいうと三菱重工と三

菱電機の宇宙部門をまとめたくらいの大会社だ。

世界10箇所に営業拠点を持っており、打上げサ

ービスもやるが衛星輸出もするし、衛星通信用

のアンテナや画像データを取るためのアンテナ、

航行測位分野でも受信機や利用サービスなど中

国の宇宙活動の全範囲、科学はビジネスに入ら

ないが、主要なところを全部抑えている。また

国際協力として中国の政府機関とパートナーに

なっている国への技術サービスやメンテナンス

協力をしている。国の機関には100人くらいしか

いないがCGWICだけで何万人もいる。共産党の

下、国営企業として整然と動いている感じだ。 

しかし、このような中国企業を米国は決して

良くは思っていない。2005年にイラン不拡散法

に基づき米国はCGWICなど9企業への制裁を実

施している（CGWICへの制裁は2008年に解除さ

れ、今は平常化している）。 

 

次に国際協力について、中国は宇宙での協力

を何ヶ国と公式に行っているか。中国に聞くと

米国と日本を除いて全部やっていると言うが、

キリバスのように明らかに喧嘩しているところ

もあるので全部とは言いすぎだろう。主だった

協力関係としては包括的な協力をしているとこ

ろと分野別の協力をしているところ、あるいは

海外に中国の施設を作らせてもらっているとこ

ろがある。またボリビアのように衛星の輸出相

手もいるし、APSCOというアジア太平洋宇宙協

力機構に参加している国など、重複もあるが、

カウントすると37カ国2機関との協力関係が公

式にあると思う。2機関はESA（欧州宇宙機関）

とEUMETSAT（欧州気象衛星機構）だ。 

 

ロシアについては最近、新しい動きが出てき

た。ウクライナ問題もあり米国や欧州から制裁

を受ける中、新たな活路を見出すために中国と

急接近している。具体的な話としては宇宙規格

の統一、例えば宇宙船のドッキングを統一化し

ないとロシアと中国の設備を一体化できないと

いうことで交渉が始まっている。宇宙産業界の

消息筋によると、将来の月探査を見据えてドッ

キングユニットや電気的接続、空気の規格など

を共同作業で統一していこうとしているらしい。 

 

最後の宇宙政策については言い出したらきり

が無いが、2011年に出された宇宙白書の2016年

版を作るのではないかと思う。もうそろそろ準

備期間に入っているはずで今は計画段階だろう。

今後の動向や発表に注目したい。 

 

中国の宇宙予算は分からないところが多い。

ミッションごとに組織が分かれていて、全体を

統一しているところがない。製造部門と政府部
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門で分かれたりするので全体を分かっている人

があまりいない。予算といっても集計していな

いと思う。 

宇宙産業のところで説明しようと思ったが、

23万人という人数は宇宙の仕事だけをやってい

るわけではなく、一般向けの生産もやっている。

面白いところでは香港の大仏も鋳造技術を活か

してCGWICが作っている。そのようなことにも

人手が使われていて、売上げの3分の2か半分く

らいを非宇宙で稼いでいるので企業の売上げだ

けを見てもよく分からない。こういったことを

割引いて、軍事を抜いて民生だけで見ても中国

の方が日本やロシアより大きいように思う。 

今日は不十分な話で申し訳ないが、宇宙政策

については2016年版宇宙白書を早く見てみたい

と思う。 

 

最後に今までの話を全てまとめると、ロケッ

トの関係では現在、長征2、3、4号と開発中の5、

6、7号。他にもあるが、今年の後半から遅い時

期にかけて打上げが混在－新型ロケットも飛ぶ

が昔のロケットも飛ぶことになるだろう。2020

年くらいになれば殆どが新型ロケットになると

思うがそういう移り変わり期間になると思う。 

有人宇宙飛行は来年からまた活発化し、天宮

を構築することで定常運用に入るかもしれない。 

地球観測衛星と航行測位衛星は引き続き規模

を拡大し、通信放送衛星も外国向けに製造が増

えていくだろう。成長路線がある程度見込まれ

る。 

月はサンプルリターンが2017年に迫っている

し、将来的な有人月面基地も視野に入れている。

天文観測衛星は開発が遅れているとされていた

が、最近のニュースによると今年のうちに動き

が出てくるかもしれない。 

最後に余談だが、嫦娥3号や玉兎などは最近、

切手になって宣伝されている。50年くらい前は

米国やロシアが切手を使って自国の宇宙活動を

盛んに宣伝していた。今、それをやっているの

は中国だけなので、やはり中国が一番そういう

意識でいるのかとも思う。 

以上だ。ご清聴に感謝する。 

 

（JST 倉澤上席フェロー） 

非常に興味深い、中国の宇宙開発全般の多岐

にわたる話だった。折角の機会なので会場から

質問を受けたい。挙手を。 

 

（フロア） 

宇宙政策について伺いたい。先月末に中国政

府が発表した国防白書では4つの重点分野の中

に“宇宙空間”を挙げている。どういう活動を行

うことが重点活動となるのかお分かりの範囲で

具体的に教えていただきたい。 

 

（辻野） 

これはあまり言えない話なのだと思う。中国

の活動を見ていくとお分かりいただけると思う

が、宇宙科学のような分野を抜きにすると、有

人宇宙は軍がやっているし、測位や通信などど

の分野も軍民両用、デュアルユースでやってい

る。国防白書的に言えば、人民解放軍の能力を

使い、宇宙の軍民共用、今は軍民融合と言って

いるが、軍民融合でやるということだ。 

実際にやっている内容にそう新しいものはな

いと思う。一つだけ、JSTの特任フェローの立

場として言わせてもらうと、早期警戒衛星を本

当に打ち上げるかということに注目している。

これは軍事専用だ。国防白書にはこのようなこ

とは書いていないと思うが、それをやるかどう

か。 

 

（フロア） 

航行測位衛星のことだが、特に問題になるの

は航空機の衛星航行システムだと思う。 

 

（辻野） 

GPSを使った無人誘導だと問題になるだろう。

爆撃機の替わりになるからだ。 
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（フロア） 

米国でもADSB（Automatic Dependent Surveillance 

–Broadcast）が既に使われているが、中国も国

際的に航空機を飛ばしているので米国がGPSを

使わせると言っても時にはシャットダウンする

可能性もあるのではないか。それに対する中国

独自のバックアップや国際協調となる衛星航行

システムはどうなっているのだろう。 

 

（辻野） 

今までの北斗2と合わせて使うが性能がクリ

アに違う。北斗3は精度が4倍に上がっている。

これを35機まで増やし、予定していた残り20機

を廃棄して新しく1からやり直すとしている。こ

の後2機ずつ周回衛星を打上げるということも

聞いている。どんどん上がっていくだろう。中

国のGPS受信機は米国、ロシアと中国の北斗の3

つの信号を受けられるようになっている。米国

の信号も使うし、日本の“みちびき”も使ってい

る。 

 

（フロア） 

スペースデブリの件が気になる。西側は相当

気にしているが中国はどれくらい対応している

か。 

 

（辻野） 

中国は航天白書の中でデブリ対策をやると書

いている。そこまではっきり政策文書で明言し

ている国は他にない。予算があり組織があって

も、ポリシーにしている国はなかなかない。中

国は2007年、自国の風雲1号にミサイルを打って

破壊し、3,000個のデブリを作ってしまった。

粉々にしたらなくなると思ってやったのだろう

が、速度を与えるとますます力を持ってデブリ

として飛び続けるので逆効果になった。おそら

くその時に非難を浴びたり思い通りにならなか

ったという反省もあったりしたのだろう、その

後、こういったことはしていない。それでも米

国はいつGPS 衛星が撃墜されるか分からない

と常に警戒している。中国はデブリを作ってし

まったことはあったが他のところでわざとデブ

リを作っているわけではなく、国際的なデブリ

の調整会議にも参加している。コントロール範

囲にあるとは思う。 

 

（フロア） 

中国がいろいろな分野に力を入れているとい

うことがよく分かった。測位衛星があり有人飛

行があり月探査もある。多方面にお金をかけ力

を入れているが、10年後、20年後の大目標はあ

るのだろうか。中国は宇宙を何のために行って

いるのか、最終目的は何なのか。例えば党なり

軍なりの文書などに明記されているのだろうか。 

 

（辻野） 

素晴らしい、だが難しい質問だ。その答えを

一番求めているのは米国だと思う。いつも米国

から中国の真意は何かという質問が出る。いく

らCIAが調査しても真意が分からない。私は10

年前から中国の宇宙活動を追いかけているが、

10年前から中国が言っていたことと今とではそ

れほど変わりがなく、将来的に有人月探査をや

りたいとか宇宙ステーションを持ちたいとか、

世界的競争力を持つ宇宙産業にしたいとかいう

ことを言い続けている。それを上回るような話

も出てこない。途轍もないことを考えているわ

けではないだろう。出来る限り自国の能力を高

めて13億人いる国民を食わせていくということ

が彼らの政策目標だ。それが叶えば小康社会で、

そこそこ皆が幸せを感じられる社会にしたいと

いうことがあるので、そういう意味では通信衛

星で100chのテレビ放送が見られたりGPSで盗

まれた車が戻ってきたりといった現実的なご利

益がある。こういったことを段々と実現してい

くことに加え、宇宙飛行士の活躍などから国際

的に中国の凄さをアピールして若い人たちに誇

りとやる気を与えるという意義もあるだろう。

それゆえ真意はどこにあるかということを彼ら

自身も言わないと思う。 
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実は今日、私が特に言いたかったことがある

のでこの質問を借りてお話させていただくと、

JAST が国立研究開発法人を対象に公募したイ

ノベーションハブ事業でJAXAの宇宙探査テー

マが採択され（2件採択された内の1件で、もう1

件はNIMSの材料データベース）、5年間で20億円

なので火星には対応できないが、例えば2020年

に月に着陸させるというのはどうだろう。月に

は今までアポロも降りているが、あれは何をし

たかったのか、その後、月への有人計画はスト

ップしてしまった。けれど行けばもっといいこ

とがあるかもしれない。何故そう思うかという

と、“かぐや”が１年間飛行して集めた月の地表

データから発見されたことに、月には100mくら

い深い縦穴と洞窟のような場所があり、そこま

で行くと宇宙放射線は直接当たらず温度も零下

20度くらいで南極より暖かい。空気や水はない

ので設備は必要だが、その住みやすい場所自体

が資源として利用できるかもしれない。これは

凄いことだ。中国が気付いたら手を出そうとす

るかもしれない。実際、日本の科学者が裏側も

含めて3箇所、とても良い所を見つけ学術論文を

発表している。これに対して米国は、日本人が

見つけたものは手を出さないと言っている。 

宇宙開発の真意は何か。米国の場合は火星に

行けるようにして地球が絶滅するような時に米

国人だけは火星に移住して生き延びるというよ

うなことを考えているかもしれず、それが米国

の宇宙開発の一番の動機かもしれないし、中国

もそれに近いことを考えているかもしれない。

ただし公式発表ではないので今、申し上げたこ

とはあまり真に受けないでいただけると有難い。

（会場・笑） 

 

【閉会】 

（JST 倉澤上席フェロー） 

非常に多岐にわたって新しい話をいろいろと

聞くことができた。辻野さん、本当に今日はあ

りがとうございました。 

（了） 
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【開会】 

（JST 倉澤上席フェロー） 

これより第86回中国総合研究交流センター月

例研究会を開始する。 

今日は大阪にある桃山学院大学の大島一二教

授にお話をいただく。今、中国では食の問題に

ついていろいろな報道がなされている。食の安

全や安保の問題もあるが、一方では農業改革も

進んでいるようだ。日本の食品関係企業も中国

へ進出している。食の安全は中国、日本共通の

問題だ。今日は全体を眺めながらお話を伺えれ

ばと思う。 

大島先生のご略歴はお手元の資料に記載され

ている。東京農業大学大学院を修了され、青島

に3年間滞在、現在は桃山学院大学の国際センタ

ー長として日本、中国を含めた学生交流のイニ

シアチブをとられている。それでは先生、宜し

くお願いします。 

【講演】 

本日は宜しくお願いします。 

ただいまご紹介いただいたところを少々補足

させてもらう。私は元々、農業経済学が専門で、

特に中国の農業経済問題について学び、研究し

てきた。東京農大には20年ほど勤めたが、その

縁から中国の青島農業大学で3年ほど教員をさ

せてもらった。当時は、これからお話するよう

な食の安全問題が非常に問題になっていて、問

題が起こるしくみや生産体制はどうなっている

のか関心を持ちながら現地に赴いた。 

一方、中国側の大学の意図として、2006～2007

年あたりから日本でいうところの“農協”を中国

にも作りたいという考えがあり、既に類似した

組織はあったものの、法人格も決められた法律

も無く、どうにも据わりの悪い状況のようだっ

た。中国の農業問題がかなり深刻になり、農民

の所得を高めていかなければならないという事

情の中で、どのように農民のレベルアップをし

ていくかを考えた時、やはり日本の農協のよう

な組織が無いと厳しいだろうという認識を持っ

ていた。それは後述する“合作社”というものだ

が、それを中国に広く作っていきたいというこ

とだった。 

青島市のある山東省は中国の中心的農業地域

の一つで、工業だけではなく農業も非常に盛ん

だ。日本へ食品を送りだす “基地”のようになっ

ている。農業をさらに盛んにするには“合作社”

が非常に重要だろうということから、青島農業

大学では合作社学院という学部を設け、合作社

に関係する人材を育てようとしていた。そこで

日本の“農協”についても知りたいというところ

があり、お互いの目的が合致したところで、青

島で3年ほどいろいろな調査活動などさせても

らったということだ。2011年に日本に戻り、現

「「中中国国ににおおけけるる食食料料安安全全問問題題とと企企業業のの対対応応」」  
 開催日時  2015年8月24日（月）15：00～17：00  
 講師紹介  

大島 一二（おおしま かずつぐ）氏 

桃山学院大学 教授 

 略歴  

1959 年長野県生まれ。東京農業大学大学院博士後期課程修了。博士（農業経済学）。東京農業大学教授、中
国の青島農業大学教授を経て、現在、桃山学院大学経済学部教授。国際センター長。専門は中国経済論、中
国農業論。とくに日本と中国・香港・台湾との食料貿易の現状、食品安全問題などを研究している。 
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在は大阪の桃山学院大学の経済学部で中国経済

論を中心に授業をしている。また、本学には国

際交流を行う国際センターという部署があり、

センター長を務めさせてもらっている。この夏

休みも3回の出張があり、香港から戻ってきたば

かりだ。今週末からは青島と上海で学生研修の

引率、9月の中旬には台湾の大学との交流が控え

ている。専門分野では日本と中国、香港、台湾

との食料貿易研究を現在の中心的課題としてい

て、その中で食品安全問題を研究している。食

料貿易の中で特に最近、関心があるのは日本の

食品企業が中国、台湾、香港に進出していく中

で、どのような問題に直面するかということだ。

これらの点について研究を進めている。 

 

それでは具体的な話に移る。 

2000年代初めに食品安全問題が非常に深刻な

問題として露見した。これはその時に話題にな

ったホウレンソウの写真だ。食品安全に関わる

最初の事件で、冷凍や生のホウレンソウから残

留農薬が検出され、社会に大きなインパクトを

与えた。その後、2008年にはいわゆる“毒餃子”

事件があったが、中国国内では牛乳にメラミン

が混入し乳児が死亡する“メラミン事件”があり、

非常に深刻な食品安全問題となっていた。その

後もいろいろな食品安全問題が発生しているが、

始まりがホウレンソウということで今日の資料

の最初の写真に使わせてもらっている。 

 

中国農業の現況はどうなっているのか。初め

に概略を紹介したい。中国は国土が広いので耕

地面積も1.22億haと広大だ。そして農村には相

当数の人間がいる。都市と農村の統計上の人口

比率は私が研究を始めた頃とは大分変わってい

て、研究を始めたころは人口の8割が農村にいる

とされていたが、今はおよそ5割となっている。

しかしこれはあくまでも統計上の数字で、農業

に従事している人口は相変わらず多いという印

象だ。都市に仕事が無く、農村に来て農業をす

るという人がいるなど、日本ではあまり考えら

れないような状況も存在する。最近では、日本

の企業が中国に行って農業経営を行うこともあ

るし、中国の場合は農村部における労働力の移

動はそれほど難しいことではない（都市部への

移動は相変わらず規制が多いが）。 

統計だけでみると正確に把握できない事実も

多い。大雑把に農村の労働力は約5億人程度、内、

農業労働力は3億人とされているが、中国では現

在でも兼業農業の正確な統計が無く、正しい数

字は捉え難い。そうしたなかで、中国では専業

農家はかなり少ないと言えるくらい農家は兼業

化していて、農業労働力といってもそれが厳密

にどういう人達なのかということを計る術が無

い。とはいいながらも他に数字を押さえる方法

もなく、およそ3億人といわれている。 

このような状況で、全体面積は大きいが農業

人口も多いので過剰就業ということになり、一

人当たりの耕地面積が小さくなる。結果、農家

一戸あたりの耕地面積は日本の約3分の1、農業

者一人当たりでは10分の1以下だ。米国やオース

トラリアに比べてアジアは零細農業と言われる

が、ベトナムや中国はその典型的な例で、零細

規模であることから農業は儲からないという深

刻な問題に繋がる。これは私がこの研究を始め

てから30年間、全く変わっていない。 

 

今日の資料には示していないが、農家の収入

における非農業部門の収入は既に5割を超えて

いる。つまり、中国の農家にとっても農業は主

要な産業ではないということだ。日本の場合は

それが8割くらいになっているが、つまり、農民
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は農業では儲からないので他の産業に従事して

所得を得ている。農業は儲からない効率の悪い

産業だと理解されているのが一般的な状況だ。 

 

個別零細経営を何とかしなければいけない。

それを効率よくしていくにはどうしたらいいの

か。経営規模を拡大する試みは中国政府も以前

より進めているが、実情はまだあまり進んでい

いないと捉えてもらっていいと思う。日本でも

規模拡大はほとんど進まず、現在でも個別経営

の平均規模は1.3ha 程度と米国の80分の1くら

いだ。中国の場合はそれよりさらに小さい。何

とかしないといけない状況だが対策は始まった

ばかりだ。 

 

農業は儲からない。結局、そこから帰結する

ところは、農業、農村、農民が非常に経済的に

不利な状況に陥るという、深刻な“三農問題”だ。

“農業”問題の根幹は儲からないということ、“農

村”問題は農業が儲からないことに起因して農

村が経済的に遅れ、インフラが発展せず不便な

状況に陥るということ、“農民”問題は、農業儲

からないことに起因して農民の所得が低いとい

うことだ。 

中国には戸籍管理制度が存在するので、都市

への移住は難しい。物理的に移動したとしても

都市で戸籍を取るのは難しく、都市で働いても

割の良い仕事にはなかなか就けない。また、農

村の教育、社会資本、医療といった社会インフ

ラ整備全体の遅れも深刻だ。最近になって中国

政府も“新農村建設”としてお金を投資し始め

ているが、中国全体が非常に広大なため、これ

もまだまだ始まったばかりというような状況だ。 

 

農業をやっている農家ほど所得が低いという

問題は非常に深刻で、純農村地帯ほど貧困に悩

んでいる。都市住民と農民の所得格差は開いた

ままだ。1985年の農民一人当たりの純収入と都

市住民の所得格差は１対1.86程度だったが、

1990年には１対2.20、1995年には2.71、2007年

には3.33にまで開いている。今はそれより少し

低くなっているものの、格差は相変わらず大き

い。これは全国平均の数値だ。もっと貧しい農

村地域に行くと、例えば上海と甘粛省、貴州省

の農村とでは10倍近い格差がある。同じ国内で

10倍もの所得格差があれば儲かるところへ行こ

うというのは当然のことだろう。いくら最近の

中国の経済発展が速いといっても農村は取り残

されがちなので、都市への出稼ぎは減らない。

1.5億人規模の出稼ぎが相変わらず存在する状

態だ。 

 

現在の中国の農業、農村の現状をどう理解す

るべきか。一つには輸出力で、日本に対しても

重要な食料供給国である一方、食料輸入も拡大

している。ここは要注意ポイントだ。例えば大

豆だが、中国の大豆輸入量は年間6,000万トンを

超えている。大豆の世界貿易総量は１億トン弱

だといわれているので、3分の2以上を中国が輸

入しているということになる。しかも驚くべき

ことに、1990年代までの中国の大豆輸入量はほ

とんどゼロだったのにも関わらずだ。それが僅

かの間に6,000万トンまで増えている。もし、こ

うした状況がトウモロコシや米、小麦に波及し

ていけば世界の食料貿易の攪乱要因となること

は明らかだ。輸入国としての中国の動向も注意

していかなければいけない。 

 

もう一つ、中国の経済が発展して、国全体の

景気が良くなる中で、やはり農村が取り残され

てしまっている問題がある。特に貧困地域の農

村の経済開発をどうするかだが、これは30年前

からの問題で、現在も変わらず直面している課

題だ。貧困を抱える多くの農民や経済発展を目

指す地方行政、企業にとって、農産物を輸出し

たり農業を発展させたりということは地域経済

の発展にとって非常に重要だ。こういった問題

に関心を持つ人も少なくはない。我々が現在、

目の当たりにしている発展は工業部門の発展で、

都市と農村の格差や農村開発をどうするかとい
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うのは古くて新しい問題だ。まだまだ解決でき

ていないのが現状だろう。 

 

次に日本の農産物輸入の増大と中国への依存

という事実がある。日本の食料輸入は1960年代

から急速に拡大してきて、食料自給率は一貫し

て低下、現在ではおよそ39％、逆に言えば6割の

農産物、食料を海外から輸入している。元々は

トウモロコシや小麦の輸入から拡大したが、肉

類や果物、1990年代以降は野菜の輸入も増え、

食品安全問題が起こったにも関わらず、野菜は

300万トンあまりの輸入が続いている。しかも、

この300万トンの輸入の中で1990年代以降、急激

に増加しているのは中国産の野菜だ。野菜全体

でおよそ5割、生鮮野菜の6割が中国から輸入さ

れている。様々な食品安全問題があっても中国

への依存はあいかわらず高い傾向にあるという

ことだ。1995年の数字を見ると、中国からの輸

入量は20％しか無かった。野菜は米国産の輸入

が多く、米国からタマネギもかなり入っていた。

今では米国産たまねぎはほとんど見かけず、中

国産に変わっている。2000年で37％、2005年で

63％という状況だ。その後いろいろあって少し

低下傾向にはあるものの、大まかにいって野菜

の6割は中国から入っている状況だ。 

 

最近は野菜の輸入が非常に多いので、その問

題について少し詳しくお話しよう。 

量的に非常に多いのはタマネギやニンジン、

長ネギだ。長ネギについては2001年にセーフガ

ード暫定発動事件があった。後でも少し触れる

が、1990年代、日本の商社と種苗会社がタッグ

を組み、山東省などで長ネギなどを生産、輸出

するシステムをどんどん作っていた。これが

2000年代になってうまくいき始め、日本向けの

輸出が急激に拡大したのだが、このことから長

ネギの生産地である農協などが政府に働きかけ、

セーフガードが暫定発動されることになった。

逆に言うとそれくらい急激に輸入量が増えたと

いうことで、1990年代の後半に輸入量が10倍以

上になったというのはそういうことだ。その後、

生鮮野菜における中国のシェアが拡大した。長

ネギ、生姜は輸入量の90％以上、にんにくなど

もほとんどが中国産だ。 

 

後にも触れるが、最近は野菜を野菜として輸

入するのは少数になりつつあり、そういう意味

での統計が取りづらくなっている。生鮮や冷凍

の形での輸入が減り、食品としての輸入が増え

てきたからだ。付加価値を高めるためにゴボウ

をゴボウとして輸入するのではなく、キンピラ

ゴボウに加工して味まで付けて冷凍やレトルト

で輸入する。しかし、そうすると元の食品に戻

ってゴボウが何パーセントといった計算ができ

ず、ゴボウの輸入量が総じて何万トンかという

ことが分からなくなる。こういったことが2000

年代後半から顕著になってきている。 

 

1990年代以降、食料貿易が日中間で急激に発

展した要因は一般的に2つあると言われている。 

一つは日本国内に安価な輸入農産物を求める

産業が存在するということだ。中心は外食産業

や中食産業、食品企業で、そういう企業は安い

農産物を手にしないと勝ち残っていけない。折

しもバブル崩壊後の日本は非常に景気の悪い時

期が続き、安売り合戦を繰り返していた。そこ

に必要なのは安い輸入農産物だ。そこに旺盛な

需要が生まれた。 

これに目を付けた日系商社と種苗会社がタッ

クを組み、中国や東南アジアで開発輸入を始め

た。開発輸入とは中国や東南アジアでその農産

物が食べられ、作られていたかということに関

係無く、日本で売れるかどうか、どうしたら日

本で売れる農産物を作れるか、日本人が食べる

ような食品を中国や東南アジアでどう作ってい

くか、というノウハウを作り出すことにある。

そのノウハウを蓄積し、一つのシステムを構成

するのが開発輸入だ。例えば日本風の長ネギ（白

ネギ）は中国では元々生産されていなかった。

中国のネギは関西風の青ネギで、白ネギは食べ
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る習慣も作る習慣も無い。ネギがどうして白く

なるかというと畝立てをして遮光するのだが、

それを日本に輸入するために、作り方を現地農

民に指導して、3年くらいかけて定着させ、輸入

するシステムを作った。それが開発輸入の実態

で、そういう状況がどんどん他の作物にも波及

していった。 

 

中国がＷＴＯに加盟したのは2001年、丁度、

中国でも農産物貿易が盛んになり始めていた頃

で、これ以降、中国における大豆の輸入なども

激増している。中国としては農産物貿易におけ

る貿易赤字を縮小したいという考えから農産物

の輸出に積極的になる。それでもやはり零細農

業構造のため、米国やカナダに比べると穀物は

弱く、労働集約的作物を中心に海外へ輸出する

という戦略を取らざるを得ない。その対象が日

本だったり東南アジアだったりするのだが、そ

ういう事情で野菜や果実などの輸出に積極的に

なったのである。以前は中国の一番の農産物輸

出相手国は香港だったが、1989年以降は日本が

トップになった。最近の比率は少し落ちている

が、つまりは、日本の農産物需要に中国の供給

が対応するというシステムが作られたのだ。 

 

そのような中で、2000年代に入ると、様々な

食品安全問題が日本社会や中国国内を騒がせる

ことになる。初めが2002年の野菜の残留農薬問

題だ。冷凍、生鮮合わせて56件の違反が露見し

社会問題化した。一番多かったのがホウレンソ

ウなどの葉茎菜類だ。後で聞いたのだが、根菜

類は土の中で肥大するので農薬を直接浴びるこ

とはあまり無く、残留農薬が出る可能性は低い。

やはり葉茎菜類が多いということだった。2002

年の事件の時は中国政府や各企業による検査が

大分強化され、事態は一旦、収束している。と

ころが2003年夏、少数の企業だがまた同じよう

な問題が発生し、これは偶発的問題ではなく構

造的問題なのではないかという疑念が生じた。

この（ホウレンソウを調整している）写真だが、

当時は割合に牧歌的というか、黄色く色が変わ

った葉っぱや虫が喰っている葉っぱを取り除く

ということが作業の関心だった。それが問題発

生後は残留農薬の検査に注意が向くようになる。 

 

そもそも、何故、残留農薬問題が起こったの

だろうか。この問題が根深いと思った逸話があ

る。2003年春だったろうか、私と農水省の何人

かで中国の農業部に話を聞きに行ったことがあ

るのだが、農業部で残留農薬問題をどの部署で

扱っているかと聞くとよく分からないと言う。

問題の所在がはっきり把握できていないのだ。

日本で言うところの食品安全委員会が中国で発

足するのはこの10年ほど後と、それまで食料安

全問題をあまり深刻に考えてこなかったのだろ

うと思われる。 

現実に、この分野は各省の管轄の狭間のよう

なところにある。農業生産を直接管理するのは

中国では農業部、日本では農水省だ。食品衛生

は日本では厚生労働省の管轄になる。そうなる

と、その境のところを誰が管理するか。そこが

はっきりしていなかったということで、そうい

う事情が中国側にもあったのだと思う。私の記

憶では、2002年の残留農薬問題が発生した当時、

厚労省では冷凍野菜の検査をしていなかった。

冷凍野菜は生鮮野菜から作られるから生鮮野菜

を検査すればいいという考え方だったからだ。

現実に、当時残留農薬問題を告発したのは厚労

省ではない。ある民間団体がどうも何かおかし

いと検査をして発見している。毒餃子事件の時

も同様で、同じ理屈から当時は食品を検査して

おらず、食品というものは検査した生鮮野菜や

果物から作られるからそれらを検査していれば

安全だとされていた。しかし、今はどちらも検

査している。当時は日中双方とも楽観的だった

ということだ。 

 

1990年代以降、中国、香港では毒菜（農薬に

汚染された野菜）問題が深刻になっている。い

ろいろな理由があるだろうが、大きく分けて2
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つの背景があると考えられる。 

私は1985年、南京大学に１年間留学したのだ

が、その頃の様子を今の中国人留学生に話して

もなかなか信じてもらえない。何かというと、

例えば当時は中国語で“超市”と呼ばれるスーパ

ーマーケットが無かったということだ。農産物

は周辺の農民が自分の畑で切ってきた作物を自

転車に乗せて運び、青空マーケットのようなと

ころ（自由市場）で販売し、全て売れたら帰る、

そういう流通が殆どだった。トラックで運ぶよ

うな大規模流通の必要は無く、広州から北京へ

運ぶというようなことも全く想定されていなか

った。1980年代後半でも冬の北京では生鮮野菜

が殆ど無かったと思う。白菜があるだけで、そ

れで餃子や鍋を作ったりしていた。それが1990

年代に入ってから改革開放政策が本格化し、大

規模流通が生まれ、冬場の北京でも野菜が手に

入るようになった。やがて今まで無かったもの、

例えば鮮度の維持や見栄えの良さが求められる

ようになる。農民としてはたくさん収穫し、た

くさん売れる方がいい。どうしたらいいかとい

うところで、たくさん収穫するために肥料を多

く撒き、見かけの良い野菜のために農薬を使う。

逆に言えば、中国農業では1980年代初めまで農

薬や肥料は殆ど使われてこなかったのだ。 

 

私の記憶では、1980年代の日本の対中ＯＤＡ重

要項目の中に、当時の中国にはあまり無かった化

学肥料工場を作るというプロジェクトがあった。

そのころから化学肥料や農薬が劇的に使われる

ようになる。肥料や農薬を使えば収穫量も上がる

し見栄えも良くなる。しかしそこには大きなギャ

ップがあった。農薬を使う農家の技術水準が非常

に低かったのだ。1978年から1983年の間に人民公

社が解体してからは農村の組織がなくなり、農民

に農薬の使い方を教えられる組織が事実上無く

なっている。今は県政府が少し指導を行っている

ものの、十分な人員が無く、それほどきちんとや

れていない。以前、青島の農村で聞いた中でとり

わけ印象深かったのは、今、自分達が作っている

トウモロコシや小麦の技術を誰からどう勉強し

たかと聞いた時、誰も教えてくれないので勉強な

どしたことはない、隣の人がたまに教えてくれる

のと、肥料を売りに来る商人が教えてくれるだけ

だと言う話を聞いた。そんな状況では正しい農薬

の使い方など分かるはずがない。農薬を散布する

時は大抵、希釈するものだが、どれくらい薄める

かで効力が全く違ってくる。10倍なのか100倍な

のか1,000倍なのか。そういうことを誰も知らない

ままやっている。本来は何十倍、何百倍で薄めな

いといけないものを原液のままかけてしまうと

いうことも起こりうる。1990年代から2000年代の

初めに中国でこのような問題が深刻になった背

景にはこういったことがあったと思う。中には意

図的なものもあったかもしれないが、それはごく

僅かだろう。使用上の過誤、間違いが殆どの原因

だと思う。 

また、1995年から香港に1年滞在したが、その

秋、香港では毒菜－農薬に汚染された野菜－問

題が非常に話題になった。香港の街市（市場）

で買った野菜を食べた人がひっくり返るという

事件が発生したのだ。今、お話したような背景

があったのだと思う。食料安全問題は中国国内

にもあったということだ。国際的な問題に発展

したのは中国の野菜が海外にどんどん輸出され

始めたからだ。 

 

残留農薬問題が出始めたあたりから中国政府

は新しい対応を始めている。先ほど述べたよう

に、それまでどの部署が問題を扱うか定かでは

なかったが、農業部の中に専門部署を作ったり

“無公害食品行動計画”の試験実施を始めたり、

2007年には国務院の中に食品安全指導小組が作

られている。これは後に“食品安全委員会”とい

う組織に変わり、問題を統括的に扱う部署とな

った。 

 

中国における有機農産物の認証はかなり早い

時期からあったが、それをさらに細かくした制

度が作られた。 “緑色食品”と、2000年代半ばか
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らは“無公害食品”の認証指定が制度化されてい

る。ちなみに“無公害食品”の認証基準が一番緩

く、“有機”が一番厳しい。その中間にあるのが

“緑色食品”である。無公害食品は認証を取らな

ければ販売もなかなかうまくいかないというよ

うな制度だ。右側の写真が“緑色食品”で、中

国に行かれた方はお分かりだと思うが、“緑色食

品”として認められたものにはこういうロゴが

入る。日本でいうところの減農薬野菜とか減農

薬食品といったところだろうか、全くの無農薬

という厳しい基準ではない。この写真の“放心

菜”は“安心野菜”といった意味で、残留農薬

の検査済みという意味だ。 

 

食品安全問題の発生により、企業と産地の状

況にも大きな影響が発生した。2002年の残留農

薬問題が発生した時は日本社会でも大きな問題

になったが、現地でも日本向けの輸出量が激減

し、輸出企業が倒産したり合併させられたりと

再編が進んだ。同時に新しい法整備も進み、農

産物を輸出する会社は残留農薬を検査する機器

を備えることが義務づけられ、また、もう一つ

重要なこととして、自社農場で生産せよという

規定も作られている。つまりは不特定多数の農

家から買い集めたものを輸出してはいけないと

いう仕組みだ。 

中国の野菜生産農家の数は非常に多い。輸出

会社がそれらを統括するのはかなり煩雑で難し

い。2000年代に残留農薬問題が発覚するまでは

産地仲買人が農家から野菜を買い、輸出会社に

集めてから調製して出荷し、日本の商社に回っ

てくるというシステムが一般的なルートだった。

ここで何が一番問題になるかというと、農家自

体の数があまりに多く、一戸一戸の農家がどの

ように野菜を作っているか輸出会社が把握でき

ないということだ。間には産地仲買人も入って

いる。残留農薬の有無など分からない。 

果たして中国政府が出した法律によって自社

農場が作られるようになると、輸出会社は地元

農民から農地を借り入れて直営農場を作り、彼

らを雇用する。グループ単位で農作業を行わせ、

農薬等の規格を統一化する。そして作られた野

菜を自分のところで調製して出荷する。今では

このような方法でなければ基本的に輸出は認め

られない。これは山東省の写真だが、それまで

農村にはこのような商人－産地仲買人の買い付

けステーションがいたるところにあり、農民が

作物を持ってきて売るというシステムになって

いた。しかしそれだけでは十分な量が集まらな

い。さらに仲買人は農家の庭先に赴き、作物を

買い付ける。ここに机が写っているが、中国で

はこういった売買は必ず現金で行われる。契約

書のサインに必要な机だ。仲買人は腹巻の中に

何万元と入れて買い付けに行くのが普通で、今

でも中国国内に出回る農産物はこういったシス

テムで買い付けられている。前述したように、

日本など国外に売るものの生産・流通システム

は変わったが、国内用は変わっていない。中国

には農協のような組織が無く、共同出荷できな

いからだ。 

 

これは福建省で撮った写真だ。仲買人が来て、

今年はニンジンが良くできたから買い付けよう、

日本へ輸出しようというところだ。しかしこの

状態で残留農薬があっても誰が作ったか分から

ないのでどうしようもない。 “トレーサビリテ

ィ”が不可能なのだ。農薬が検出されれば捨てる

しかない。日本側の社員も心配なので調べはす

るものの、ニンジンを捨てたとしても根本的な

問題の解決にはいたらない。 

一方で、農業企業はこれをむしろチャンスだ

と捉え、多くの企業が輸出農産物取扱に参入し

てきた。写真には“緑色是金”とあるが、緑は

金なり、農業は儲かりますよという意味だろう

か、自社農場を持ったり、1台1,000万円するよ

うな検査機器を買ったりできる企業しか輸出で

きない仕組みなったのである。中小規模の企業

は排除され、資本力があるところにチャンスが

生まれる。新しい企業がどんどんと食料輸出に

参入してきた。これは福建省の自社農場の写真
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だ。元々は普通の日本の農村のような小さな畑

だったが、集積され整地され、自社農場を運営

するシステムになった。写っているおばさんた

ちは地元の農家の人達だ。農地を貸して暇にな

ったので会社に雇用されている。右側のおじさ

んは企業の管理者だ。農薬や作業の内容を管理

し指導する。戸別農家それぞれに作らせていた

ら、一体どうなるか分からない。食品の安全を

担保するために自社で作るシステムだ。こうい

う会社が特に福建省、山東省、浙江省などでは

増えている。 

 

その後、いろいろな規制強化が行われたが、

日本側にとっておそらく一番重要だったのは

2006年のポジティブリスト制の実施だろう。「残

留農薬基準が設定されていない農薬が残留する

食品の流通を禁止する目的の、残留農薬基準の

強化」ということで、簡単に言えば検査する農

薬の数が激増した。それまで40種類程度だった

ものが現在では400種類以上になっている。検査

する農薬の種類を増やしたということだ。企業

にとっては検査コストがアップして非常に負担

になるが、その分、安全は確保される。2002年

の問題発生以降、日本側の規制も厳格になった

が、ポジティブリスト制の実施がかなり大きな

影響を与えている。 

 

2007年、2008年には餃子事件で再び安全問題

が発生したが、この事件は残留農薬問題とは性

質が異なる。残留農薬問題を回避するような農

産物の生産システムの改善とは次元の異なる問

題だと理解してもらえればいい。もう一つ重要

なのは2008年に中国国内で発生したメラミン事

件だ。これは中国国民に非常に大きな影響を与

えた。今でも中国には絶対に牛乳は飲まないと

いう人がたくさんいる。それくらいインパクト

の大きい事件だった。中国国内でも食品の安全

がいかに重要かという意識が高まっている。 

その後、中国側の検査はかなり強化された。

企業は日本への出荷を自粛し、中国国内や東南

アジアへの販売に転向、むしろ最近では国内販

売が主流になっているところも少なくない。円

安傾向もあり、中国から日本へ輸出するのは厳

しいという事情もある。日本の基準が非常に厳

しい上に、万一、厚労省の検査で違反が発覚す

ると新聞に社名が出てしまう。これは死活問題

だ。日本に出しにくい状況の中で日本離れが進

みつつあるが、これは中国企業に限った話では

ない。中国に出て行った日本企業も日本の市場

に出すと危ないと言われている。円安では出荷

してもメリットが少なくリスクが大きい。 

 

さらに、中国産と表示すると印象が悪いとい

うことで、ベトナムやインドネシア、タイなど

に生産基地をシフトしているところもあるが、

これがなかなかうまくいかない。これらの国で

生産を中国レベルにシステム化するには相当の

お金がかかるし、この辺りは中国より暑い。そ

ういうところで生産するとなると相応の農薬が

必要で、残留農薬を回避するためにベトナムへ

出ても、また残留農薬問題が発生しかねない。

これまで何件か相談を受けているが、モンゴル

が良いなどということも言われている。モンゴ

ルでは農業をやっている人は少ないが、冷涼な

気候で農薬の必要性があまりないからだ。この

ように、中国から他の地域に移った会社もある

が、それほど目立った動きではない。 

 

全体的としていえることは、中国、日本の規

制強化がかなり厳格になり、輸入食品の安全性

が確保されてきたということだ。残留農薬問題

に関しては今後、それほど大きな問題にはなら

ないだろうと思う。 

 

日本離れが進んでいることで、今は日本の方

が問題を抱えつつあるのではないかと私は見て

いる。円安、規制強化・安全への不安から来る

輸入量の減少、こういったことが顕著になって

中国では日本に農産物を輸出できる状況では無

くなりつつある。コストが合わないのだ。早急
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にベトナムやインドネシアに移すということも

検討されているが、システムの構築が難しく、

またいずれの国も中国より遠いため、船の輸送

コスト増が無視できない。悩んでいる会社が多

いと思う。 

 

一方で中国国内の末端農家の農薬管理に改善

がみられたかというとそうではない。2000年代

以降システムが改善されたのは輸出する部分だ

けだ。中国の野菜の生産量は大体5億トンくらい

だが、海外輸出は多くても600～700万トン－

１％程度で、99％は中国国内で消費されている。

その部分の安全が確保されているかというと道

半ばという状況だろう。この中国国内の根本的

な解決がなければ問題の全面的解決には至らな

い。となれば、輸出されるものの中に再び問題

が発生する可能性もある。やはり最終的には中

国国内に流通する野菜の安全が全面的に確保さ

れるようにしないといけないのだ。 

 

日本は食料の6割を海外に依存している。全て

を自給するなどできない。ある程度の輸入を前

提として、輸入農産物の安全性を相手国政府や

諸機関と協力しながら確認していくことが重要

だ。中国にはこれまで築いてきた流通インフラ

があるのだから、それを活用しないというのも

残念なことだろう。円安で中国の野菜離れが進

み、それでは野菜をどこから持ってくるのか、

総合的な食料の自給政策、供給政策が試されて

いる時なのではないかと思う。他の国という選

択もあるだろうが中国国内に新しい動きもある。

例えば農協のような組織が中国でも出来始めて

いるので、そういうところと提携するのも一つ

の手かもしれない。様々な模索がこれから進ん

でいくだろう。 

 

最近の話題を少し紹介しよう。一つは、最近

の円安と中国側の人件費の上昇は日系企業にと

って非常に大きなインパクトになっている点。

もう一つは、中国側でもみられはじめた変化と

して、例えば市をあげて食品安全を担保しよう

とか、中国の国内に農産物を販売するという動

向もある。 

市をあげた食品安全への取り組みに山東省の

“安丘モデル”がある。輸出するものだけが安

全というのではなく、市で生産する野菜全てが

安全だという仕組みを作りたいとして、個人経

営の農薬販売店を一切不許可にした。個人経営

の農薬販売店にはいろいろなものが入っている

ので必ずしも良い品だけを扱っているわけでは

ないからだ。農薬肥料販売店は市直営のものだ

けになった。さらに、市内の企業が保有する残

留農薬検査機器を有効利用して検査頻度を上げ、

市内の農産物の安全性を高める。こういう動き

が一部とはいえ見られるようになってきた。中

国国内において安全な農産物のニーズは非常に

高まっており、それに対応した仕組みを作った

ということだ。 

 

円安と人件費の上昇に対応した日本企業の取

り組みについていえば、中国国内への販売に転

換した企業が多い。例えば山東省莱陽市にある

Ｎ社の工場は、元々は日本に肉製品を輸出する

ために作られた工場だ。それが2～3年前の状況

では半分を中国内販売向けに転換している。半

分まで転換できたのは日系外食大手との提携が

うまくいっているからだ。日系外食大手某社は

上海で店舗展開を進め、80店舗くらいある。こ

ういうところへの供給を通して中国市場を開拓

するという事例になる。 

もう一つ、アサヒビールの子会社の朝日緑源

の例がある。ここでは牛乳を作っているが、丁

度始めた頃にメラミン事件が発生した。安全な

牛乳へのニーズが高まり、１リットル500円の高

い牛乳が売れる。最近、明治乳業も参入したの

で、今、上海に行くと朝日と明治、両方の牛乳

が売られている。いずれも安全需要にマッチし

た供給で商売がうまくいっているという話だ。 

中国ではマクドナルドよりケンタッキーの方

が多く、およそ6,000店舗ある。山東省即墨市の
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ＮＳ社はケンタッキーに唐揚げ粉を供給し順調

にいっている。 

また、最近成功している例として上海のベジ

タベがある。日本料理店だけでなく高級ホテル

や個人を対象に有機野菜の宅配事業を展開して

いるが、販売が非常に好調で、この2年くらいで

農場規模が3倍になったという。裏返せば中国市

民や在留邦人がいまだに漠然とした不安を持っ

ていて、安全な野菜を食べたいというニーズに

マッチした商売が拡大したということだ。 

山東省のＡ食品は元々冷凍食品を日本に輸出

していた会社だが、ここも宅配事業に着手して

いる。 

中国国内販売の成功例として有名なのはジャ

スコ－イオンだろう。山東省と広東省でこれで

もかというほど店舗展開している。中国や東南

アジアでの店舗展開が非常に明確で、これも中

国市場向けの一つの大きな動きだろう。 

 

日本の食品企業が中国で販売するにあたって

は、いろいろな問題－代金の回収問題や入店料

（商品を置いてもらう時に徴収される付加金）

がある。そういった負担に頭を痛める企業が多

いが、イオンなどはそういった制度に日本式の

小売業のやり方を導入して風穴を開けた。小売

業や外食産業に日本企業が入ることにより、中

国に進出した日本の食品産業が助けられる面が

ある。まさにコラボレーションだ。 

食品産業にとっての日本市場が今後、縮小し

厳しくなるであろうことは想像に難くない。勝

機を拡大するのであれば様々な形で中国国内や

東南アジアへの販売を強化せざるを得ないとい

う状況になるだろう。 

 

さいごに、昔の写真も少し含まれているが、

中国から日本に輸出される農産物がどうやって

作られているかをお見せしたい。 

先ず、どのような地域で作られているかとい

うと、輸出向けの殆どの農産物は山東省から福

建省にかけたこの間（沿海地域）で作られてい

る。何故か。輸出するために港が必要だからだ。 

 

ニンジンは元々中国ではあまり生産されてい

なかったが、日本側のニーズが高まったことか

ら輸出が拡大した。長ネギは最近では中国でも

普通に作られるようになった。これらは市場に

販売されるものもあるが、殆どが外食産業や弁

当屋に出される。 

生姜は輸入量が多く中国産の比率も高いが、

おそらくこれからは東南アジア産にシフトして

いくだろう。ご存知の方も多いと思うが、生姜

は連作障害が出やすい。中国で長年作っている

と生産上の問題もいろいろと発生するので、あ

る程度の産地のシフトがあると思う。 

これはギンナンを採るために栽培されている

イチョウで、こういったものも山東省で作られ

ている。 

先ほど開発輸入のお話をしたが、開発輸入で

はその作物が日本で食べられるかどうかが重要

なので、中国で食べるかどうかは関係ない。話

によるとゴボウは中国原産らしいのだが、今の

中国では食べる習慣は殆ど無く、日本の商社が

生産を拡大させた。ゴボウは労働力を非常に必

要とするため日本の農家はあまり作りたがらな

くなっていて、海外にシフトし始めている。 

輸入量で非常に大きいのはタマネギだ。この

写真は少し古いが、この当時は農家のおばさん

たちを雇って皮むきなどしてもらっていた。最

近ではこういう風景も段々と見られなくなって

いる。当時、10年くらい前は一日当たり20元く

らいで雇用できたが、最近は100元でもなかなか

人が集まらない。労賃上昇が激しく厳しい状況

になっている。もう一つの特徴として、タマネ

ギを皮むきし過ぎて白くなっているのがお分か

りだろう。これらはスーパーに並ぶものではな

い。ユーザーは日本の中食産業や弁当屋、外食

産業だ。東京で皮をむくとゴミも出るし労賃も

かかる。全て現地でむいて皮むきタマネギとい

う商品になる。こういうものが幾らでも存在す

るのだが、こういうシステム全てを、ベトナム
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やインドネシアで作れるかどうか。それが今の

ところまだよく分からない。 

 

ところで、日本人好みの野菜を開発輸入で作

るには、その作物の種が必要で、種の供給シス

テムをどうやって確保するかが重要だ。山東省

や福建省あたりでは支店を多く出して種を供給

する会社もあるが、これを東南アジアでできる

だろうか。なかなか難しいかもしれない。 

大葉も中国では食べられていない。この写真

を撮った時に、従業員からこれは何なのかと聞

かれたくらいだ。大葉はアシが早くすぐに傷む

ので飛行機で運ばなければならず、そのため、

上海の空港近郊で作っている。 

こちらは冷凍野菜で菜花やキヌサヤだ。これ

らの輸入量もかなり多い。 

お茶にはここ何年かで大きな変遷があった。専

門の方はよくご存知だが、日本の緑茶と中国緑茶

では加工方法が異なり、荒茶の作り方が全く違う。

日本風にやらないと日本の味が出ないので、中国

の一部でも日本風にやっているのだ。かつて緑茶

飲料は殆どが輸入品だったが、実は今でも中国茶

葉はかなり使われている。カテキン緑茶のカテキ

ンは殆どが輸入もので、中国の緑茶からカテキン

を作って輸入するというパターンだ。 

バナナは最近、あまり中国からの輸入は無い。 

シイタケは生シイタケ、干しシイタケとかな

り輸入が多い。こんにゃくも中国から入ってい

るが、群馬県の農家を守るため、こんにゃくに

は高関税がかけられていて精粉は入らず、製品

のしらたきが入ってくる。こういうものはミャ

ンマーとかに移るかもしれない。 

梅干し。もちろん中国にも梅はあるが、梅干

を作る習慣も食べる習慣もない。そこに目を付

けた日本の業者が中国で梅干を作っている。10

年くらい前は輸入したこれを和歌山産だとして

販売して問題になった。 

ミカンの缶詰は今や殆どが輸入品だ。 

この調理済み食品はファミリーレストラン用

に作られている。すぐに調理できる段階にして

輸入されている。これらの商品などは、日本の

商社と中国側の生産者がうまくコラボレーショ

ンして進めているところで、こういうシステム

をもう一つ海外に作り、新しく進めていくのは

なかなか難しいのではないかという印象がある。 

水産関係も中国からの輸入は多い。中国では

水産資源はかなり枯渇しているので、例えばロ

シア産のエビを中国で加工して日本に持ってく

るというようなシステムが作られている。加工

だけであればベトナムやインドネシアでもコス

ト次第でできるかもしれない。 

お弁当に使う調理済み食品などもいろいろ作

られている。 

それから100円ショップで売られているよう

な物。100円ショップの商品は殆どがベトナム製

か中国製だ。中国人旅行者が100円ショップで

“爆買い”するらしいが、元々は中国で作られた

ものなのにと思う。何故、そのような仕組みに

なっているか研究してみたら面白いかもしれな

い。 

時間になったのでこの辺で締めるが、何かご

質問があればお答えさせていただく。ご清聴に

感謝する。 

 

【質疑･応答】 

（倉澤上席フェロー） 

ありがとうございました。会場から質問を受

ける前に私から一点、伺いたい。中国の輸入食

品の安全性は改善されていると考えていいか。 

 

（大島） 

現地の会社を視察したら、とても綺麗な食品

工場で驚いたという話をよく耳にする。残留農

薬問題が発覚する2002年以前はいろいろな問題

があったことを認めざるを得ないが、本日お話

したような形で企業が大分改善している。昔よ

り安全は担保されるようになった。ただし、中

国国内で作られ、中国国内で消費されているも

のの安全がすべて確保されているかというとそ

こには疑問が残る。最終的にそこが改善されな
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ければ、輸入物全てが安全とは言い切れない。

非常に大きな問題だが、そこをどうするかとい

う段階にきているのだと思う。 

 

（倉澤上席フェロー） 

ありがとうございます。それでは、会場でご

質問がある方は挙手いただけるだろうか。 

 

（フロア） 

今年4月に決定され、10月1日から交付される

新しい食品安全法は大分厳しいと聞く。中国で

食品関係の製造を行う企業にとって特に注意す

べき点、注目すべき点を教えていただきたい。 

 

（大島） 

私が5月くらいに中国の日系企業でヒアリン

グした時は内容がまだよく分かっておらず、企

業側の対応もあまり進んでいなかった。これか

ら今年の11月頃、もう一度、現場を回って聞い

てくるつもりだ。5月の時点ではどこの会社も大

変になると言っていたが、そういうわけで現状

では明確なお答えができない。保留させていた

だけるだろうか。 

 

（フロア） 

今日の話題とは逆の、日本からの農作物の輸

出について現状をお聞きしたい。日本の農業も

いろいろな意味でたいへんなところにあるが、

例えばキロ1,000円もする最高級のコシヒカリ

や１個1,000円する福岡産の梨を買ってくれる

層があるというのは本当だろうか。この将来性

は日本の農業に寄与すると思われるか。 

 

（大島） 

非常に良い質問だと思う。この講演会の少し

前に香港で食品展示会があり、出展する日本の

食品企業や農協の人手が足りないということで、

学生達にサポートさせるインターンシップの引

率として香港に行ってきた。そこで見たところ、

日本ブースは大人気だ。今年のフードエキスポ

に出展していた日本企業はおよそ250社だが、最

後は押すな押すなの大盛況で、海外における日

本食品のニーズが高いことを再認識した。人気

なのは食品そのものだけではない。香港には日

本のラーメン屋が170軒と店を出していて、毎日、

人で溢れている。日本の外食産業の人気も高い。

これは中国でも同様だが、中国の場合はいろい

ろな規制があって入りづらい。ご存知の通り、

生で輸入できるものは米とリンゴと梨だけ、野

菜は加工していないとダメだ。今、私が一番注

目しているのは牛肉である。上海などに駐在し

た方は目にされていると思うが、神戸何とかと

いう焼肉店がたくさんある。日本でＢＳＥが発

生した関係上、日本の牛肉は入らないよう規制

されているが、牛肉のニーズは高く、香港やマ

カオ、ベトナム、カンボジア経由で実際はかな

りの量が入っているとみていい。日本の牛肉は

ベトナムやカンボジアに相当量輸入されている

が、現地でそれほど消費されているとは考えら

れないからだ。大部分が中国に流れていると思

う。日中間の交渉が何らかの形でうまくいき、

和牛が中国に入れるようになれば相当なビジネ

スチャンスになるかもしれない。果物もいいだ

ろうが、果物は量的にも価格的にも厳しいもの

がある。そこはやはり牛肉に圧倒的な優勢があ

るだろう。近年香港にも、牛肉がかなり入るよ

うになり、日本からは年間200トンくらい入って

定着し始めている。いろいろなグレードがあっ

て安いオーストラリア産などもあるが、差別化

していろいろな商売が生まれている。 

質問に簡単に答えれば可能性は非常に高い、

しかし中国に関しては制度規制が非常に多いの

で、そこさえ何とかなれば可能性が高まるだろ

うということだ。 

 

（倉澤上席フェロー） 

私の方からもう一問、伺いたい。米国の穀物

メジャーなど欧米の会社は中国に対してどのよ

うな戦略を持っているのだろうか。 
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（大島） 

輸入国としての中国の位置づけは以前に比べ

て非常に高くなっている。その一例が先ほどお話

した大豆の輸入拡大だ。おそらく今後は小麦の輸

入が増えると思う。量的に足りないという面もあ

るが、むしろそれより品種的な問題だ。これまで

中国の人達は小麦製品というと饅頭（マントウ）

や餃子で、それを作る分には中国産小麦で何ら問

題は無かったが、最近、パンの需要が顕著に増え

ていて、私が青島にいた2007～2008年頃にはそれ

ほど無かったパン屋が、今では非常に増えている。

パスタの需要も増えたが、中国産小麦でそれらを

作るのは難しい。そうなると自ずと輸入が増える。

量、質の両面だ。小麦の後はトウモロコシが増え

ると思う。トウモロコシは中国でも増産している

が食肉需要が急速に増大しているので足りない

からだ。中国は世界有数の穀物輸入国になるかも

しれない。そういう意味でも穀物メジャーは中国

に注目しているだろう。 

 

（フロア） 

中国での遺伝子組み換え作物の社会需要につ

いて、状況を教えてほしい。 

 

（大島） 

中国政府は遺伝子組み換え作物の輸入は認め

ていないので基本的に無いはずだが、様々な形

で入っているという噂はある。日本でも消費者

のニーズは非組換大豆について大きいが、世界

の趨勢を見ると、組み換えでは無いものの方が

少なくなってきている。非組換大豆の生産量が

減っているので、いくら組み換えでないものが

欲しいといっても、現実に無いという状況にな

っていくと思う。中国でも大豆の輸入量が激増

しているので遺伝子組み換えの輸入を認めざる

を得なくなるかもしれない。ところで、中国の

大豆輸入量が激増しているということで、国内

の大豆生産量が減っているのかというと、そう

いうことではないという特徴がある。1,000万ト

ンから1,500万トンくらいは変わらず生産して

いて、輸入で増えた6,000万トンはそれまで消費

されていなかった大豆油などの需要が純粋に高

まったことによる。 

 

（フロア） 

山東省の安丘モデルが面白いと思った。これ

は現在もうまくいっているのだろうか。また、

こういった仕組みを、例えば山東省や他の市で

やるような動きはあるのだろうか。もう一つ、

食品安全法が施行され、国内のものが大分強化

されるというが、このモデルで加速するという

ようなことが考えられるだろうか。 

 

（大島） 

このモデル自体が出来てからまだそれほど経

っていないので、はっきりしたことは言えない

が、2年ほど前に訪問した時には省レベルの役人

なども、これは国をあげてやっているシステム

なのでどんどん普及させると言っていた。しか

し安丘市には特殊な事情がある。安丘市は元々

野菜の産地で日本や海外向けの野菜の生産量が

非常に多い地域だ。輸出企業が多いということ

は残留農薬を検査する機器を持っている会社も

多いということだ。普通の農村では検査機器を

買うお金などなく、当然ながら買ってもいない。

予算次第だが、このモデルを全国に広げるのは

厳しいかもしれない。最近では市場で残留農薬

検査機器を買い、抜き打ち検査をすることが多

いらしい。いろいろな形で安全確保の対策は進
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んでいるが、果たして安丘モデルが全国的に進

むかどうかはやや疑問だと言わざるをえないだ

ろう。 

 

（フロア） 

中国では全ての産業を発展させるためインタ

ーネットプラスという計画が実行されている。

ネット販売だけでなく、インターネットの発展

によって農業の販売や生産の仕組みを変えると

いうこともあるかもしれない。これは農業改革

にどのように影響するとお考えだろうか。 

 

（大島） 

現場ではネット販売を始めたという話をよく

聞く。中国は広いのでなかなか流通がうまくい

かない。ネット販売の拡大が新しいモデルとし

てどんどん進み、他分野でもかなりの販売額に

なっているという。そうなると農産物の会社や

食品企業がネット販売市場に参入するのは一般

的な流れだろう。例えばアサヒビールはインタ

ーネットを重要な販売ツールとして進めている。

中国のビール産業には大手４社があるが、競争

が激烈かつ価格も安く儲かりにくい。日本から

行ったビール会社も皆、苦戦している。その中

でアサヒビールの考える発展方向は2つあるら

しく、一つにネット販売、もう一つは和食屋で

の販売を増やすというやり方だそうだ。そうい

う意味ではこれからネット販売がさらに拡大さ

れる可能性は高いが、農産物の場合、ネット上

で見たカタログと実際に届くものの相違が大き

いと信用問題に関わる。その辺をどうクリアす

るかが難しいかもしれない。 インターネットを

利用した生産についてはよく分からないのでご

容赦いただきたい。 

 

（フロア） 

中国野菜の輸出について、近ごろは円安と日

本の基準が厳しく日本離れが進んでおり、元々、

日本向けに作っていたものの一部が中国国内に

流れているということだった。開発輸入で作ら

れた、元々中国では作られていなかった野菜も

中国市場に流れているのか。 

 

（大島） 

実際、流れている。例えば白ネギは関東で売

れるので1990年代後半に日本商社が持ち込み、3

年間程かけて山東省で定着させたが、2001年に

セーフガードで一時輸入できなくなった。その

時、中国国内に出してみたが、馴染みがないの

で初めは売れなかった。それから10年以上、今

では柔らかくて良いと、中国国内でかなり売れ

るようになっている。こういう農産物はこれか

らも増えるだろう。上海や北京に和食店がたく

さんある。そういうところのニーズや、例えば

香港の中華料理店でも日本的な食材を使った店

が増えている。日本向け野菜が国内や香港で売

られていても違和感の無い状況になりつつある。 

日本の外食産業の進出は目覚ましい。香港で

は日本食屋が1,200店、その内170店がラーメン

屋だ。１杯90～100香港ドル、日本円で1,500円

くらいするラーメンに人が並んでいる。700万人

の香港でそういう状況だから13億人のところで

火が付けば日本向け野菜が中国国内で販売され

ても何ら問題無い。むしろその方がいいという

状況になるかもしれない。 

 

（フロア） 

青島では大学による農業指導－農薬、化学肥

料、生産部分といった生産に関わる取り組みが

進んでいるのだろうか。 

 

（大島） 

難しい質問だ。日本と同じくらいではないか

と思う。もちろん、全く関係無いということは

ないが、積極的に生産や流通分野に関与してい

るかというとそうでもない。農家の技術面で大

きな力を果たしているのは山東省の場合、合作

社だが、侮れないのはやはり商人だろう。農薬

商人、化学肥料商人の力が相変わらず強い。県

の普及センターなどもあるが人手が足りず、そ
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れほどちゃんとやっている感じではない。80万

人、100万人規模の山東省の県の役所でも農業普

及関係の役人は2、3人がいいところだ。この人

数でできるわけがない。そういう中で何とかや

っている状態だと理解してもらえればいいと思

う。 

 

（フロア） 

大手企業には自社で残留農薬を検査するシス

テムがあるというが、中国農業の全体として検

査、分析、遺伝子解析の需要はあるのか。 

 

（大島） 

2002年の残留農薬事件以降、輸出分野では必

ず検査しないといけなくなった。自社に無けれ

ば検査企業に委託することになり、実際、青島

にはそのような需要でできた民間企業がある。

検査が厳しくなった以上、需要はできるだろう

が、円安が進み日本への輸出量が減るようにな

るとニーズも落ちる。今後の動向は状況にもよ

るだろう。現状、言えるのは、事実として検査

を商売にしている民間企業があるということだ。 

 

【閉会】 

（JST 倉澤上席フェロー） 

まだまだご質問はつきないだろうが時間のた

めこれにて終了する。本日はありがとうござい

ました。 

（了） 
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【開会】 

（JST 倉澤上席フェロー） 

これより第87回中国総合研究交流センター月

例研究会を開始する。 

今日のテーマは“中国の原子力発電の状況、福

島の原子力事故対応の軌跡から”ということで

一般社団法人海外電力調査会の参事、渡辺搖様

にお話をいただく。渡辺様のご略歴はお手元の

資料の通りだが、北海道大学を卒業された後、

通産省に入られて旧科技庁の原子炉規制課、そ

の後、海外電力調査会の北京駐在員事務所の代

表などいろいろなポジションに就かれている。

2009年からは海外電力調査会の北京事務所長と

して駐在されていた。 

中国の原子力開発には非常に進んでいるところ

がたくさんある。例えば高速増殖炉などにはか

なり一生懸命取り組んでいるし、廃棄物処理関

係では核変換など伝統的にいろいろな研究をし

ている。また高温ガス炉など新しい開発も進め

ている。今日はその中でも原子力発電に焦点を

当てて詳しくお話をいただきたい。中国では第3

世代原子炉の建設がかなりの数、予定されてい

るが、10月の中央委員会総会で明らかになるだ

ろう第13次五ヵ年計画で、沿海部だけでなく内

陸部、西の方にも原子力発電所を建設するかど

うか世界が注目している。それでは渡辺様、よ

ろしくお願いします。 

 

【講演】 

ただいまご紹介いただきました渡辺です。そ

れでは“中国の原子力発電の状況、福島の原子

力事故対応の軌跡”ということでお話させてい

ただきます。 

 

2回目の中国駐在として北京に行ったのが

2009年8月、今年の7月に戻ってきたばかりだ。

丁度6年、中国に滞在したが、その間に福島第一

原子力発電所での原子力事故が発生し、それに

対する中国側の状況をみてきた。 

今日の粗筋として、先ずは中国の電気事業は

どういう姿になっているかについてご紹介し、

現在の中国の原子力発電がどういう過程を経て

「「中中国国のの原原子子力力発発電電状状況況～～福福島島原原子子力力事事故故対対応応のの軌軌跡跡かからら」」  

 開催日時  2015年9月28日（月）15：00～17：00  
 講師紹介  

渡辺 搖（わたなべ はるか）氏 

一般社団法人海外電力調査会 参事 

 略歴  

１９５１年生まれ。 北海道大学大学院工学研究科土木工学修了。 
１９７６年通商産業省入省（資源エネルギー庁水力課） 
総理府科学技術庁原子力安全局原子炉規制課 
青森県企画部地域振興課長 
資源エネルギー庁原子力発電安全審査課原子力発電安全統括審査官 
社団法人海外電力調査会北京駐在員事務所代表（財団法人日中経済協会北京事務所電力原子力室長、1991.6～1995..6） 
新エネルギー産業技術開発機構（NEDO）地熱開発センター所長 

関東経済産業局 資源エネルギー部長 
日本原燃株式会社広報渉外室部長 理事 
２００９年一般社団法人海外電力調査会 参事 北京事務所長（一般財団法人日中経済協会北京事務所電力室長、2009.8～2015.7） 
２０１５年一般社団法人海外電力調査会 参事(東京本部勤務) 
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今の状況となっているか、そして我が国の原子

力発電の今後の展望はどのようなものかという

ところについてお話させていただけたらと思う。 

 

先ずは中国の電気事

業の概要だが、これに

ついては世界全体を見

てお話せざるをえない。

現在の人口は大体70億

人と言われているが、

国連ではこれが2100年

には108億人を超すのではないかと言われてい

る。ドイツ銀行だったか、2050年くらいで世界

人口は一度頭打ちになり、その後はゆっくりと

下がるという説もあるが、いずれにせよここ数

十年の人口はアジア、アフリカという国を中心

に伸びていくとみられている。現在の人口1位は

中国で13億人を超えている。2位はインドで12

億強、3位に米国で3億人ちょっと。続いてイン

ドネシア、ブラジル、パキスタン、ナイジェリ

ア、バングラデシュ、ロシアとなり、我が国は

10番目のランキングとなっている。 

続いて経済動向だが、GDP ランキングで見る

と1位は米国、急に円安になったこともあり、ド

ルベースで見て中国が日本を追い抜いたのは

2011年か2012年あたり。その後も円安が続いた

ため、今では中国は日本の倍以上のGDP規模に

なっている。日本の下にドイツ、イギリス、フ

ランス、ブラジル、イタリア、インド、そして

ロシアが10番目。これが2014年の姿だ。 

このように人口が伸び経済が活発化していく

状況を踏まえながら、エネルギーはどうかという

と、やはりかなり強いトレンドで増加している。 

エネルギーの中でも石炭、石油、天然ガスと

いう化石エネルギーによる供給が87％というの

が2013年の姿だ。それでは主要国の一次エネル

ギー構成はどうなっているかというとここに示

した通りだ。2013年の世界の一次エネルギー消

費量は石油勘算で1番が中国、2番が米国、3番が

ロシア、4番にインド、5番目が日本となってい

る。この中で日本における非化石エネルギーの

占める比率は7％だ。主要国の中では圧倒的に成

績が悪いというか、CO2、化石燃料に相当程度

頼っているのが我が国の実態だ。一方、中国は

石炭に相当程度、偏っている。こういった背景

からみえる中国のエネルギー事情とはどのよう

なものだろうか。 

 

中国の一次エネルギー消費を見ていただきた

い。大体、消費量の66％が石炭で供給されてい

る。中国は世界一の石炭生産国であり、埋蔵資

源量からみても世界一だ。その次が石油で18％。

しかし中国では石油はそれほど取れず、現在の

輸入依存率は6割くらいになっている。次の6％

程度が天然ガス。残り10％が中国的に言うとこ

ろの“新エネルギー”で、水力、原子力、太陽光、

風力となっている。 

中国が消費している世界のエネルギーに占め

る比率はおよそ22％と非常に多い。我が国の約6

倍にあたるエネルギーを消費する国だ。内訳を

みると石炭としながら、しかし非化石エネルギ

ーも10％くらいと頑張っている。ここで一つ注

意した方がいいと思うところに、米国のシェー

ルガス革命で輸入石油への依存度がどんどん落

ちると中東の重要性が下がってくるということ

がある。中国ではまだ6割相当の石油が輸入に頼

っているし、そうなると日本も非常に気にして

いるホルムズ海峡辺りは中国に守ってもらわな

いとダメな時代が来るかもしれない。 

 

もう一つ、中国では石炭が多いが、全消費量

の8％は輸入石炭だ。非常に大きい国のため、全

てを国内産で賄うよりオーストラリアやインド

ネシアから運んだ方が安くなる場所があるから

だ。さらには石炭業界と電力業界との価格競争

がある。石炭業界は石炭を高く売りたいが電力

業界は石炭を安く買いたい。電力業界は一定量

の輸入量を何としても確保していないと石炭が

高止まりしてしまう。そういったことが見られ

たのは2年くらい前で、今は逆に石炭余りの時代
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になり、石炭の価格が低下している。 

 

中国の発電状況は2014年末で発電設備容量総

トータル13億6千万キロワットになる。我が国は

3億を切っていると思うので中国は日本の4倍以

上の発電設備容量を持っているということにな

る。この内、水力発電が大体3億キロワットくら

いあるが、1800万キロワットは揚水発電だ。ほ

ぼ2億8000万キロワットというと我が国の一般

水力の10倍くらいで世界一の水力王国というの

も事実である。原子力発電は用意した資料では

1,988万キロワットとなっているが、今現在は

2300万キロワットくらいまで達している。原子

力発電の大開発時代を経て、新たな運転が開始

されている状況があるからだ。風力発電は9,500

万キロワットとなっているが、これも今は1億

500万を超えており、これも世界一だ。次に太陽

発電。これは太陽光発電がほとんどだが、中国

では太陽熱発電も行うとされている。今現在、

2650万キロワットで、今年末までには太陽光発

電は世界一の規模になると言う人もいる。いず

れにせよ、水力、原子力、風力、太陽光といっ

た非化石エネルギーにおいて中国はたいへんな

実力の持ち主であり、今後さらに発展していく

ことが期待されている。 

 

見かけ平均稼働率だが、電源別稼働率はどれ

くらいあるだろう。中国の場合は12月末日で年

度末となる。今日の資料は2014年12月末日の年

度末のものだが、設備を365日運転して発生する

発電電力量と実際に発電したものの比でもって

表しているので、先ほど申し上げた原子力のよ

うにどんどんと開発が進んでいるものは年度途

中で出力が大きくなり稼働率は低くなる。これ

が見かけ上の数字で、実質、中国の原子力は80％

を超すくらいになっている。電源別の稼働率を

見ると太陽は昼しか働かないから10％、効率が

相当良くなっても12％程度だ。風力は夜も動く

ので太陽の倍で20％くらい。水力は密度が高く

なるからその倍で40％。大体、こういう形で発

電がなされる。原子力と石炭火力発電、天然ガ

ス発電は設備と燃料さえあれば80％～90％稼働

させることができるのだが、中国の発電原則と

して、水力は出せるだけ発電し原子力も殆どフ

ルで発電させた上で風力と太陽光は系統に悪さ

しない範囲で最大限に発電させるということに

なっている。その後での凸凹を需要に合わせて

発電するのが火力発電の役割だ。そのため火力

発電の稼働率はこの表でも52％と低くなってい

る。 

 

中国の電気事業の監督管理実施体制について

簡単にお話する。 

一番上部に国家能源委員会というものがある

が、これは日本における関係閣僚会議のような最

終的なオーソライズ機関で、実質的に電力政策を

立案するのは国家発展・改革委員会となる。委員

会は横割り省のことで、国家発展改革委員会は最

も強力な省だ。実際には国家能源局が事務局的に

実施する。ちなみに能源とはエネルギーのことで

国家エネルギー局と呼んでもいい。説明の中で2

種類の呼び方をするが同じことだと思ってほし

い。もう一つ、国有財産の管理をするということ

で、以前は電力監督管理会という組織があったが、

国の監督部署を強くするということで能源局と

合併した。以上が監督管理に関するところだ。 

これに対して実際に事業を実施するのは五大

発電公司である。元々は国一本で電力会社を持

っていたが、途中から外資を導入したこともあ

り国営電力事業を5つくらいにまとめた。華能電

力、大唐電力、華電、国電、中電投と、この5

つで中国の発電事業の5割くらいを担っている。

それ以外でも相当たくさんの発電事業者がある。

中国は日本と違い、発電と送配電とが分離され

ている。送配電を行うのが二大電網公司で、一

つが中国国家電網公司、もう一つが中国南方電

網有限責任公司だ。中国国家電網公司は全消費

量の8割くらいを担っており、中国南方電網有限

責任公司（南方電網）は広東省、広西チワン族

自治区、雲南省、貴州省、海南省の4省1自治区
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を管轄している。つまり、それ以外の全ての省

は国家電網公司で、これが中国の電気事業の監

督管理実施体制である。 

 

電気料金はどうなっているかというと、とに

かく水力発電が安い。1元を20円として勘算する

と、水力はキロワットアワー単価が4円から6円。

火力は省ごと発電所ごとに違うため、全国平均

の数字になっている。平均して0.41元なので8.2

円だ。原子力はある時期から全国一律に決め、

日本円で8.6円となっている。風力は4地域に分

かれており、優位な地域とそうでない地域とで

値段が違う。一番安い所で10.2円、高い所で12.2

円だ。ちなみに今、お話しているのは全て卸電

気料金だ。太陽光も3地域に分かれており、安い

所で18円、高い所は20円となっている。一番下

に注書きしたが、中国の平均小売電気料金は

0.63元キロワットアワー、卸売電気料金の平均

は0.41だから、流通と送電、配電にかかる費用

はこの差額の0.22元、4円40銭になる。 

 

中国の運転中の原子力発電所あるいは建設中

の発電所について今年の7月末のデータをみる

と、運転中のものが25基で2,340万キロワットく

らい、建設中が27基で2,810万キロワットくらい

になる。足すと5,100～5,200になる。時間があ

れば後で個別のサイトについて説明するが、今

は省略させていただく。 

 

少し古くて申し訳ないが、これは2013年2月時

点で中国電力企業連合会が中心になって作り上

げた中国の電力の超長期見通しである。これを

どのように見ていったらよいか。習近平国家主

席が中国は“新常態”－日本で言えば安定経済成

長期－に入ったと言ったのが2014年5月だが、こ

の超長期見通しが出たのはまだ10％を超えるよ

うな成長をしていた時期（ちなみに“新常態”に

入り、今年の経済成長目標は7％だ）で強気の数

字になっている。これで見ると2050年の総トー

タルが38億キロワット、水力は5億キロワットだ。

おそらく一般水力として開発可能なのは4億キ

ロワット程度、従って1億キロワットは揚水発電

だと思う。石炭火力発電が13億8千万キロワット、

ガス火力は2億2千万キロワット、原子力は3億キ

ロワットとしている。風力は8億。太陽は光と熱

を合わせて6億。ただし、風力と太陽の出力は数

字が大きくてもアワーに直すと急に元気がなく

なる。これが2050年の見通しだったが、今現在

は経済がゆっくりしてきたのでこの数字も静か

になっていくと思う。 

 

それでは今日の中心議題に移らせていただく。 

中国の原子力発電の開発体制は、プロジェク

トを進めて良いかどうかを国務院が判断し、国

家発展・改革委員会が事務局として個別のサイ

トごとの審査を行う。原子力の安全規制を担う

のは国家環境保護部の下にある国家核安全局で、

ここが安全審査を行って建設許可を出す。工業

信息化部－日本で言うと工業情報化省というだ

ろうか、そこは緊急時対策と軍事が入っていな

い方の核燃料サイクルを行う。また国際協力も

担当する。このように行政が三本柱となって動

いている。 

実際に原子力発電を行う事業者はというと、

一番上にあるのが核工業集団公司だ。以前は核

工業部、核工業省と呼ばれており、さらにその

前は機械第二部といわれていた。当時は軍事と

一緒だったので軍事産業部、武器製造部のよう

なところだ。そこから軍事を除き、核工業集団

公司となっている。二番目に広東核電集団有限

公司（CGNPC）がある。三番目には中国電力投

資集団公司。ここは先ほど紹介した5大電力の一

つで、5大電力中で唯一、原子力をやる許可をも

らっているところだ。その下に国家核電技術公

司がある。米国と中国の政府同士でウエスティ

ングハウスAP1000という技術を中国に移転す

ると約束しており、それを受け入れる国策会社

だ。つい先頃、この2つの国有企業－国家核電技

術公司と中国電力投資集団公司が合併し、中国

国家電力投資公司と名前を変えた。この3つの事
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業者で原子力を動かすというのが今の中国の姿

である。 

 

2011年、平成23年3月11日に福島第一原子力発

電所で事故が発生した時の中国の対応は早かっ

た。5日後の3月16日には国務院常務会議－閣議

みたいなものだが、ここで基本方針を決定して

いる。どういうことを決めたかというと、ここ

に挙げた；①中国の全ての原子力プラントを対

象に、全面的な安全検査を実施する、②運転中

の原子力プラントの安全性の厳格な検査を行う、

③建設中の原子力プラントの厳格な安全審査を

行う、④新規立地原子力プラントの設置許可の

厳格化を行うこととするが、当面は設置許可の

一次凍結を行う、という４つだ。 

日本で発表された民間事故調を読まれた方も

いらっしゃると思う。菅総理（当時）が原子力

委員長、原子力安全委員長、原子力安全保安委

員長の三者を呼んで最悪シナリオを作れと指示

したのが3月22日。対して中国は既に16日に基本

方針を決め、一斉に国内で動き出している。当

時、私は北京に駐在していたが、現地ではNHK 

の国際放送等を中央電視台などで流していた。3

月26日に東京電力がホームページに出した資料

によると、最悪シナリオを作れとしていた22日

時点で、福島第一原子力発電所1号炉の圧力容器

の大分上の方の温度計は400度を示していた。水

を入れているのに何故そんな上部の方まで400

度あるのか。結局、消火系から入れた水が効か

ないのではないかということで、23日の午前2

時より給水系から水を入れ替えたところ、1時間

から2時間で150度まで下がっている。これは独

自の見方かもしれないが、あの時、日本はまだ

危なかったのかもしれない。こういった話を見

ても中国が3月16日に基本方針を決めて一斉に

走り出した早さは立派だと思う。 

 

“原子力と放射線の防護対策99問”というもの

がある。これは中国の国家核安全局が2011年の3

月末までに編集して出版の発注をされたものだ。

その一部を紹介すべく、皆様のお手元に資料と

してお渡ししている。 

この第56問に「原子力と火力発電はどう違う

のか」という設問を挙げ、中国の場合はこうだ

とはっきり説明し、特に周辺住民が受ける放射

線量はどうかというと、石炭火力発電所は原子

力発電所の2.7倍と示している。これは当たり前

だろう。地下から持ってきたものを燃やせば排

気ガスが出る。吸塵器で取り除いたとしても放

射性物質の吸着塔などは持っていないから、ど

うしても外に出てしまう。石炭火力を多く焚い

ている国だ。そういうことを国家核安全局が国

民にピシッと言っている。日本とは違うと感心

した。 

66問には「私たちの生活の中で放射線の害を防

止する食物とはどういう物があるのでしょうか」

という設問がある。そこで「放射線の害防止の武

器その一、リコピン」とし、トマトやすいかなど

赤色の果物を取るといい、そういうものをよく食

べてくださいとある。その二にビタミンＥ、ビタ

ミンＣとして、「各種の豆類、オリーブ油、向日

葵のたね油、芥子菜、キャベツ、大根などアブラ

ナ科の野菜」というように非常に具体的に出して

いる。当時は中国にいたため、日本の状況を十分

に把握していないかもしれないが、食べ物が活性

酸素を抑えるということで低線量放射線の害を

克服することができるという論文が日本で出さ

れたのは1年遅れ、2012年8月にルイ・パストゥー

ル医学研究センターの宇野賀津子先生が、高線量

はどうしようもないが低線量であれば人間はそ

れなりに克服する能力があると発表している。ち

なみにこの99問は、今、中国の本屋に行っても手

に入れることは出来ないが、私は国家核安全局に

お願いし、自由に引用することを了解してもらっ

ている。 

 

もう一つ、中国の対応がとても早かったこと

に全国の空間線量の測定がある。国家核安全局

のホームページには44地点の空間線量が出てい

る。最高値を出しているのがチベットのラサだ。
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ラサは高度3,400ｍの高地なので予想通りとい

えばそうだが、大体、年間1.68ミリシーベルト

になる。こういったものを出して尚且つ、国民

に対してこれらの数字を見る限り危険なものは

無いと簡単なコメント付きで発表している。ち

なみに当時、日本からの影響で補足したのはハ

ルピンの観測点だと思う。 

 

いずれにしても、当局の対応は非常に早かっ

た。推進部門である国家エネルギー局、規制当

局である環境保護部の国家核安全局、そして科

学そのものをやる中国地震局が連携して民生用

原子力施設における総合安全検査をどんどん進

めている。そしてそれまで建設が進められてい

た嶺澳原子力発電所4号機は2011年8月に営業運

転を開始している。 

 

2012年はどういう動きをしたか。中国国内で

はいろいろな検査が進められただろうし、日本

からの情報も得て福島の事故原因を相当勉強し

たと思う。ちなみに国家核安全局長が福島に行

ったのは2011年11月30日だったと記憶している。

2012年6月12日には規制局である国家核安全局

が「福島原子力事故後の原子力発電所改善行動

の通用技術要求」を制定しており、ここでは原

子力発電所の水防改善能力や緊急時の補給水、

移動電源、使用済み燃料貯蔵プールモニタリン

グ、水素モニタリング、応急制御センターの居

留可能性、重要免震棟といった技術要求をして

いる。かなり福島事故の経験を踏まえているの

ではないだろうか。しかし、実際に中身をみる

と福島事故の実情に中国がどこまで踏み込んだ

かは文字面からは分からない。いずれにせよ、

2012年6月12日には緊急時対策としての技術要

求を出している。 

 

次からがさらに重要だ。6月19日には国家核安

全局と国家エネルギー局（能源局）、中国地震局

が一緒になって「全国の民生用原子力施設にお

ける総合安全検査の状況に関する報告書」を提

出し、同じ19日に国家発展改革委員会、財務部、

国家エネルギー局、国防科技工業局の5つの部門、

つまり推進側、規制側、財務部－管理部門が一

緒になって「原子力安全及び放射線汚染対策『十

二・五』計画及び2020年長期目標」を決定して

いる。 

 

こういった動きを踏まえ、2012年10月24日に

国務院の常務委員会は「原子力発電中長期発展

計画2011年～2020年」を決定した。この中身は

公表されていないと思うが、リークされた情報

が3つある。1つは第12次五ヵ年計画期間中、つ

まり2011年から2015年末までは内陸部の新規建

設許可はおろさないということ。2つ目に新規に

建設する原子力発電所の安全性は第3世代炉と

同等の安全性を具備したものであること。3つ目

に、2020年末に達成すべき原子力発電設備規模

を5,800万キロワットとする、ということだ。こ

のリーク内容から注目すべきは2012年11月17日

に福清原子力発電所4号機と陽江原子力発電所4

号機に着工許可が出たということだ。それらは

第3世代ではない。聞いた話によると、福清3号、

4号と陽江3号4号はツインタイプで先に着工許

可がおりていたという。但し、どちらも3号機の

工事がある程度進まなければ4号機は着工して

はいけないというホールド条件付きだったそう

だ。そういう中で福島第一原子力発電所の事故

が発生したためストップしていた。先ほどお話

した10月24日の「原子力発電中長期発展計画」

の決定をもって、凍結解除となる第1歩が両サイ

トの着工許可だろう。 

さらに同年12月、田湾原子力発電所3号機と石

島湾原子力発電所にも着工している。田湾はロ

シア型のVVERなので厳密に第3世代とは言え

ないかもしれないが、私自身はほぼ第3世代と思

っていいのではないかと考えている。石島湾の

高温ガス冷却炉は第4世代だ。従って、ここで文

字通り新規着工を許したということである。 

2012年12月をもって福島の影響は終了したと

思ったが、まだ続く。2013年6月30日、国家原子
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力応急委員会が「国家原子力応急計画」の改訂

版を発表した。内容が従前とどう変わったかは

分からないが、緊急時対応を新たなものに変え

たことは事実だ。そして同年9月、陽江5号機と

田湾4号機、12月には陽江6号機に着工許可がお

りる。VVERは第3世代並みとしても、陽江5号、

6号はどちらかというと3ループのPWRだ。手元

には少しずつレベルアップを図っているという

中国当局の説明表があるが、第2世代の延長線を

走っているように思える。それでも第2世代がバ

ージョンアップしたからいいということで許可

が出た。これが2014年に入るともっと大きな動

きになる。 

 

去年11月12日、オバマ大統領と習近平国家主

席は米中気候変動に関する共同声明を発表した。

この中で習主席は、①温暖化を「人類最大の脅

威の一つ」として対策をとる、②2030年頃にCO2

排出量を減少に転じさせる、③一次エネルギー

消費に占める非化石エネルギー比率を2030年ま

でに20％前後まで引き上げる、と表明している。

そしてこの話をしたすぐ後の19日、国務院は「エ

ネルギー発展戦略行動計画（2014～2020年）」を

発表し、2020年末の原子力発電設備規模を5,800

万キロワット、建設中のものを3,000万キロワッ

トと明記した。原子力発電を引き続き確実に推

進するという姿勢を示したということだ。 

 

2014年の動きでもう一つ注意しないといけな

いことがある。12月5日に華龍１号というPWR、

3ループのものがIAEA の原子炉安全設計審査

で承認されたということが記事になった。だか

ら何だという見方もあるだろうが、中国に知財

権があるということを言いたかったのかもしれ

ない。華龍１号をつくるにあたっては核工業集

団公司と広東核電集団公司が力を合わせてやら

ないといけないと言い続けられていた。PWR3

ループはフランスから導入した技術だ。私が聞

いた話では、CGN、広東核電集団公司の方は

PWR3ループを中国国内では自由につくってい

いという許可をフランスから得ており、一方の

CNNC、核工業集団公司は中国の外でも建設で

きる権利を持っているという。運転経験や製造

実績からいうとCGNの方が上にあるが海外に

持ち出せる権利となるとCNNCになるので、2者

一緒である必要があるということかもしれない。

IAEAで承認されたと伝えながら、華龍1号は第3

世代だと中国国内に一生懸命宣伝しているのが

昨今の状況だ。 

 

その後も2007年から始まった中国の原子力発

電の大開発時代の成果というべき営業運転開始

がどんどん行われた。2015年3月、紅沿河原子力

発電所5、6号機が4年ぶりにプロジェクト実施許

可を受け同月中に着工している。それまで中国

は福島の事故以降4年もの間、プロジェクト許可

を出していなかった。それでも5,800万キロワッ

ト＋3,000万キロワットだという話をし、さらに

華龍1号が第3世代だと言い出している。福清原

子力発電所5、6号機の実施許可が4月、5月には5

号機に着工している。このあたりから福島事故

以降、停滞していた中国の原子力開発が完璧に

動き出したのでないかと思う。 

 

中国の第3世代原子炉について少し紹介する。

私はロシアのロスアトム社のVVER は第3世代

とみていいと思っている。中国では2基が運転中、

2基が建設中だ。VVERは二重格納容器で水素－

酸素結合装置が40器だったか－を持ち、炉心が

メルトダウンした時のコアキャッチャーを設置

している。実物は見ていないが、サイトの模型

で見たところ、溶鉱炉のような耐圧煉瓦に囲ま

れたものを想像させる。もう一つ重要なことに

安全上重要な電源区分を4区分としている。日本

では第2世代でもせいぜい2区分だ。さらに

VVERの設計上で非常に興味深いところは蒸気

発生装置が横置き式であるということだ。ウエ

スティングハウス式と両方知っている中国人の

知り合いに聞いたところ、横置き式の場合は水

位がどこにあるか非常にわかりやすいという特
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徴があると言う。 

次にAP1000だ。三門の1、2号機、海陽1、2号

機を建設中で、さらにどんどん作ろうとしてい

るところだ。こちらは二重格納容器ではあるが

電源は2区分となっている。代わりに、格納容器

の中に大きな水のタンクが3つ設置され、コアキ

ャッチャーを持っていない代わりと言ったらお

かしいかもしれないが、圧力容器の下の部分で

水が一気に飛び出てメルトダウンしたとしても、

圧力容器自体が融けないような設計になってい

る。格納容器の中で水を出せるところは爆破弁

だ。これにより、電気が無くなっても何とかす

ることができ、大体72時間は耐えられる設計に

なっているらしい。一方でAP1000の泣き所は巨

大なポンプだろう。原子炉からSG管（蒸気発生

装置の高温側）に水を出し入れするポンプがま

だ施工されていない。そのため、2013年末まで

に三門1号は運転を開始する予定だったがいつ

になるか分からない状態になっている。今、米

国で一生懸命開発しているようだが、ポンプが

完成したら三門に送り、冷耐試験、温耐試験を

経なければならない。まだ時間がかかるのでは

ないだろうか。 

 

三番目のEPRはアレバが誇る第3世代だとい

う。二重格納容器とコアキャッチャーがあり、

電源区分は4区分とかなり安全なものだ。コアキ

ャッチャーは落下物を受ける底が厚いコンクリ

ートになっていて、中の方では水が流れるパイ

プで熱を取る設計だ。実は去年3月、この現場に

入ることができた。EPR は台山1号が世界で最

初になると思われていたが、ご承知の通り原子

炉圧力容器の上蓋の問題（説明：PWR の場合、

原子炉圧力容器の上蓋に制御棒起動機構も設置

されている。この上蓋の制作ミスで、設計条件

よりも脆い材質が使われていることが最近にな

って判明して、大きな問題となっている）で足

踏み状態、そこに出てきたのが華龍1号だ。この

説明の場では核工業集団公司と広東核電集団有

限公司の総設計師がそれぞれ出てきて、両名並

んで説明を行った。炉心損傷確率は10のマイナ

ス6乗より小さくなるように、大規模な放射性物

質の放出は10のマイナス7乗を下回るようにと

設計し、その検証まで行ったと言う。ちなみに

AP1000の炉心損傷確率は5×10マイナス7乗と

されているので、そのパンフレットを見せなが

ら再度、数字を教えてくれと言ったら先ほど話

したからというのみだった。いずれにせよ、十

分に整ったものではないかもしれないが、相当

程度安全なものをつくろうとしているのは事実

だ。AP1000とは異なるが、設計上は格納容器の

外側に鉢巻のように廻らされた水のプールのバ

ンドのようなものが施されているし、蒸気発生

装置や格納容器内の熱交換装置といったものも

ある。 

 

中国では原子炉寿命を60年としている。先ほ

ど、超長期で3億キロワットと紹介したが、原子

力発電所の建設は一つの目安として60カ月、5

年間だ。5年間で3,000万キロワットとすると10

年間で6,000万キロワット、60年で6サイクル回

せば3億6,000万という数字になる。その通りで

きれば大体いい線をいくのではないかと思う。 

 

以上が中国の原子力発電状況だ。2011年3月11

日の福島の原子力発電所の事故を受けて規制当

局と開発当局が対応し、4年をかけて再度、開発

体制を取り戻した。しかし最初に示した通り、

運転中と建設中の規模を足しても5,100～5,200

万キロワットしかいかない。2020年末まであと5

年数か月、5,800万キロワットを達成するには出

来れば今年中に600万キロワットくらいを工事

で積み上げないといけないだろう。そう考える

と、時間はまだあるが5,800万キロワットという

のは少し苦しい数字かもしれない。 

 

中国の現状を踏まえて、我が国の原子力発電

について思うところを今後の展望としてお話さ

せていただくが、以降は海外電力調査会の合意

ではなく、私個人の思惟的なところであること



 

 

「中国の原子力発電状況～福島原子力事故対応の軌跡から」 

 

94 

をご承知いただきたい。 

 

日本の原子力発電は今後どうなるだろう。今

年7月、長期エネルギー需給見通しが発表された。

最大限の省エネ努力をしたという前提において、

2030年の一次エネルギー供給の内、10％から

11％は原子力に依存するという姿になっている。

電源別にみると電源としては20～22％頼るとい

う見通しだ。比率からいうと、2030年時点で原

子力発電による発電量は2,343億キロワットア

ワーから2,130億くらいだろう。その場合、日本

の原子力発電所の稼働率を70～80％と仮定する

と、どれだけの出力が必要かについては簡単に

数字を出すことができる。仮に70％とすれば

3,800万キロワットから3,500万キロワットだ。 

 

しかし、主要国のエネルギー輸入依存度をみ

ると、我が国の脆弱さは歴然としている。さら

に大きな代償が必要になるのはCO2問題だ。非

化石エネルギーと化石エネルギー。いかに低い

と言われても、例えLNG を使ったとしてもワン

オーダー違う。この差は歴然だ。 

そして価格について。私は中国に居たので中

国の数字を出させてもらうが、中国の場合は卸

売り原価の買い取り価格だ。対して日本の非化

石エネルギーは原子力は別になるが、固定買い

取り制度による。非化石エネルギーの発電原価

－コストは、1元20円で計算すると、中国では原

子力が8.6円、日本は8.8～10.3円。原子力につい

てはそれほど大きな差はない。しかしこれが太

陽光発電になると中国は18～20円、日本は27円、

風力だと中国は10.2～12.2円に対し、日本は22

円となる。差は大きいのではないだろうか。 

7月に帰国したが、8月に出た読売新聞の社説

が強く記憶に残っている。曰く、「太陽光や風力

などの再生可能エネルギーで発電した電気は政

府が決めた固定価格で電力会社が買い取る。そ

の費用は電気料金に上乗せされ回収される。

2015年度の家計および企業の負担額は合計で1

兆3,000億円と前年度の約2倍に急増する」。非常

に重たい現実だ。これは来年、もっと重くなる

のではないだろうか。経済産業省の買い取り価

格に対する国民負担は最大4兆円で抑えようと

しているという記事もある新聞に出ていた。非

常に重たい。 

 

北京にいた2011年10月頃、知日家で親日家の

中国農業大学の教授に「日本は原子力発電を捨

てるのか」と聞かれたことがある。捨てること

はできないと思うが国民の多くは捨てる方向で

動いていると答えたところ、「日本が原子力エネ

ルギーを捨てたら日本の将来は無いと思う」と

言う。また、今年7月の帰国に際しては、仲の良

い中国の友人達が、「資源のない日本は原子力無

しでは立ちいかなくなる」と口を揃えた。私は

中国で言われたことを日本で伝えようと思いな

がら帰国した。 

 

よく「電気は足りている、原発再稼働は必要

ない」という意見を聞くが、こんな無責任なこ

とを言ってもいいのだろうか。確かに高い電気

は足りている。しかし、安い電気は日本のどこ

にも無い。あるとしたらせいぜい大企業の自家

発電で基本的には無い。ものづくりを捨てたら

日本はおしまいだ。太陽光発電も大量生産され

ればコストは下がると言われていたが、30年経

ってもそれほど下がっていない。3.5兆円の国富

流出というけれども、国富流出というより仕事

が無くなる。原子力発電所の現地だけではない。

いろいろな機械産業や関連産業の仕事がどんど

ん無くなっていく。非化石エネルギーの切り札

である原子力を捨ててやっていけるわけがない

というのが私の考えだ。 

 

私が中国で一番勉強させてもらったのは中国

の方々の現実を直視する姿勢だ。これには非常に

感心した。現実の姿を見たくなくても見なければ

いけない。原子力の現実をみて、何とか使おうと

言っても安全でなければどうしようもない。 

新規制基準になって何が変わったか。起こり
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得ないから起こり得るに変わったというが、そ

れがどう変わったのか。まだ帰国して2か月ちょ

っとしか経ってないが、私はいろいろな婦人団

体とお話する機会があり、そこで気になったこ

とが一つある。福島原子力発電所事故の直接の

原因は何かという問いだ。地震が起こり、津波

が発生し、発電所が爆発して放射性物質がまき

散らされた。そうではない。重要なのは津波が

きて送電がだめになり、非常用ディーゼルも備

えの発電系統もだめになった。分電盤が滅茶苦

茶になってしまった。それでは分電盤がしっか

りしていれば大丈夫なのだろうか。 

第3世代の重要な電源系統は4区分ある。福島第

1は1系統、第2は2系統だった。電源がズタズタに

なり、電源によって動かすべきポンプのモーター

がダメになった。つまり、電源系統が全くダメに

なってしまったという事実をきちんと言わない

といけない。それがどこまで一般の方々に入って

いるのだろう。原子力を担当していないある電力

会社の電気技術者と話した際、そういったことを

全く理解していないことに驚いた。そういう状態

では国民に理解してもらえるはずもない。いかに

規制委員会が厳しい基準を作り一般の人に理解

して下さいと言ったとしても、電力会社の職員す

ら理解していなかいものをどうして一般社会の

皆さんに理解してもらうのか。一つの答えはそこ

にある。川内原子力発電所1号炉が新規制基準を

突破したといっても国民の6割は再稼働すべきで

ないと言っている。これは当たり前だ。そういう

ことを十分理解していないのに原子力が動かな

いと困るなどと言っても誰が信用するだろう。や

はりそこは丁寧に一つずつ、何度も説明を重ねて

いかないといけないのだと思う。 

 

最後に話は大きく飛ぶが低線量放射線の話を

したい。 

年間100ミリシーベルト以内のレベルであれ

ば、生活の仕方によって克服できると言う生物

学や医学の先生方は多い。放射線による活性酸

素が染色体を攻撃する比率と発がん性物質が染

色体を攻撃する比率をみると、例えばタバコで

は1日20本の喫煙で平均6年の生命喪失期間があ

り、放射線量に換算すると年間245ミリシーベル

トに相当する。これで大体理解できないだろう

か。放射線がどういうものなのかということを

理解してもらいたい。それが私の主張の一つだ。 

もう一つ、主張したいことに、社会として原

子力安全文化を徹底させる必要があるのではな

いかということがある。北京で日本の対応をみ

ていた時、日本は緊急事態宣言も出さずに何を

していたのかというのが私の偽らざる認識だ。

経済産業大臣の反応も鈍かった。総理大臣にい

たっては野党との会議で対応を1時間遅らせた

が、あれは地元の方々のことを考えたら致命的

だ。社会として原子力の安全確保を最優先する

という思想が欠如している。日本はここを改め

るべきと強く感じる。 

以上、中国がどのように福島原子力発電所の

事故から立ち直ってきたか、また今後の日本の

原子力発電について私の思うところを含めてお

話させていただいた。ご清聴に感謝する。 

 

【質疑･応答】 

（倉澤上席フェロー） 

幅広いお話をありがとうございました。それ

では恒例の質疑応答に移る。ご質問のある方は

挙手を。 

 

（フロア） 

中国は日本と同じように地震が多い国だが、

活断層対策とか地震地帯の規制といったものは

あるのか。 

 

（渡辺） 

環境審査というものは実際に行われているが、

その内容についてはよく知らない。 

一つ興味深いことがある。中国には紀元前

1100年から3000年にわたる被害地震歴を持っ

ているのだが、その3000年の被害地震歴に被害

地震の記録されていない省が3つある。秦山原
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子力発電所を造っている浙江省、それと福建省

と貴州省だ。被害が起こる程の地震は記録され

ていない。ちなみにAP1000の地震加速度は

0.3G で我が国からみたらそれで大丈夫なのか

心配になるが、あちらもそれなりに考えている

ようだ。活断層についても地質学で調べている

ようだが、米国と同じように堆積層が厚いとか

そういう話になると少し難しいと思う。私の専

門は土木だ。中国の土木構造物をみると、例え

ば故宮は600年経っても全く不等沈下がみられ

ない。かなり立派な建造物だ。他に中国の大土

木工事では四川省の都江堰（とこうぜき）があ

る。紀元前三百何十年あたりから行われた大治

水事業工事だ。10数年前に起きた四川省の大地

震のとき被害を受けたが、2000年に1度の被害

に見舞われたということになる。中国でも地震

には注意しているが、日本からみるとまだ弱い

という感じはする。 

 

（フロア） 

原子力のリスクより化石燃料のリスクの方が

はるかに高いのではないかと思う。一人あたり

年間1トンの石炭が燃やされている。化石燃料の

中には放射線は勿論、いろいろな鉱物が入って

いて、それを各地にばらまいている。膨大な量

だ。何故、このリスクが取り上げられないのだ

ろう。これにより中国では5万人が亡くなってい

るという話もある。原子力では何人が亡くなっ

たか。こういうことを専門家に化石燃料との対

比で話してもらわなければ、原子力だけが悪い

と思われる。私見ではあるがこういった意見に

ついてどう思われるか。 

 

（渡辺） 

今のご意見に私自身も強く共感する。先にご

紹介した“99問”では規制当局ですら第56問で石

炭火力発電所の害をきちんと明記している。私

に今日のお話の場をご提供いただいたJSTの皆

様方には是非とも日本でもこういうものを作っ

ていただきたいとお願いしたい。 

他にもいろいろとあり、物事はトータルのバ

ランスで見なければならない。放射性物質だけ

でなく、もっとリスクが大きいものもたくさん

ある。私はまだ不勉強だが、例えば足尾銅山の

毒水問題だ。古い問題だが毒水はまだ流れてい

る。これがどう解決されているか。あまり言う

とどこかから怒られるかもしれないが、結果的

には足尾ダムだ。ダムには足尾砂防ダムと草木

ダムの2段階あるのだが、まず出ている毒水に石

灰を撒いて沈殿させ、さらに中和させる。水は

さらに2つのダムを経てから利根川水系に流れ

込むので、人間に影響のない濃度となって最終

的には東京都民の水道だ。それでシステムが出

来上がる。そこは人間の知恵をもっと働かせな

いといけないと思う。答えになっておらず申し

訳ない。 

 

（フロア） 

使用済み核燃料の処理について、中国は焼却

して半減期を効率よくするとあるが、燃やすこ

との弊害があるのではないだろうか。しかしそ

れならば、今、むつに保存されているものの解

決が期待できるのだろうか。いかがなものだろ

う。 

 

（渡辺） 

この件は私より倉澤さんがお詳しいと思う。

一つだけ申し上げると、私は日本原燃も訪れた

ことがあるが、むつの高レベル放射線廃棄物は

それなりの対応をすれば相当程度安全に管理が

できるものだと思う。しかしかなりの年数はか

かるだろう。私が分かるのはそこまでだ。 

 

（フロア） 

中国の電力会社の作業員と日本の原子力に携

わる人の安全意識や考え方に差はあるのだろう

か。 

 

（渡辺） 

非常に難しい質問で十把一絡げにはできない
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が、日本で言われるよりも中国の原子力発電に

関する人材管理は相当しっかりやっていると思

う。それから、ホームページで国家核安全局の

年報をみてもらうと分かるが、原子力発電機器

を作るとして登録された企業が一覧で出てくる。

また運転従業員について、日本の場合は当直長

だけが国家試験資格を要するが、中国では操縦

に携わる全員に国家試験が義務付けられている。

さらにそれは3年ごとに更新しないといけない

ので結構厳しい。 

3年前に品質保証のことで議論したことがあ

る。試験の時に機器の中の軸受けが固着してし

まうと安全上、その機器は使えない。どうして

固着するような機器を作ったか、機器を作る品

質管理が改善されなければ日本では受け入れら

れない。それが現場に立ち会わせてもらうこと

でよしとしたとされていて驚いた。それで本当

に大丈夫か、品質保証といえるのかと議論した

のだが、そういう意味では現場同士でやり合っ

ているといろいろな面が出てきて、さらに腕を

上げているだろう。操縦や機器製造が一番大変

なところだとは思うが、レベルがかなり上がっ

ているのは確かだ。 

 

（フロア） 

3、4年前だったと思うが、CRCCの研究会に

中国の大学の先生が原発の話をされた。これま

で中国の原発は米国やロシアなどから技術を得

て発電所ごとに個別の機器を使っていたが、こ

れからは米国の会社と契約して規模は様々でも

同じ構造のモジュール化したようなものをたく

さん作り、コストダウンして従業員の訓練も効

率的にやるようにしたいということだった。今

日の話ではそれから技術的に随分、進歩したこ

とが伺えるが、モジュール化するという考えの

もとでコストダウンや従業員の訓練、また国際

的にも競争力のある発電所を作るというあたり

はどうなったのだろうか。また、日本ではそう

いうことをどう考えたらいいのかについて先生

のご意見を伺いたい。 

（渡辺） 

当然のことながら、中国では標準化に対する

努力を一生懸命している。華龍1号はできるだけ

国産でやっていこうと頑張っている。もう一度

AP1000で米国に雛型を作ってもらってというの

も考える時期に来ているのかもしれない。しか

しAP1000をつくるとして開発してきたサイトも

かなりある。実際に企業として機器の発注がど

の程度、どのようになっているかは分からない

が、いずれにせよ中国では標準化していきたい

のは事実だと思う。2011年か12年だったか、国

家核安全局の局長が、中国も良い物をつくろう

とはしているが、それには相当程度、技術者の

レベルを上げないといけないと言っていた。原

子力安全白書の中には圧力容器などといった機

器を作る会社の一覧表が出ている。そういった

ところにどんどん腕を磨かせているのだと思う。 

日本それなりに考えないといけないと思うが、

今、日本が一番辛いのは新規に作るサイトが無い

ということだ。したがって技術がなかなか進んで

いかず、むしろ足踏みか停滞の方にいってしまう。

それは怖いところだが、その辺りはメーカーの問

題かもしれない。複雑に思っている。 

 

（フロア） 

風力発電の話で発電設備を作っても送電網が

整備できていないというケースがあったと思う。

5,800万キロワットを目標に作る一方で送電網

のプロジェクトはどうなっているのか。 

 

（渡辺） 

原子力発電の送電線を繋ぐのは間違いなく大

丈夫だと思う。ただ、風力の場合は既得権とい

うか風力をやる権利を取りたがり、地方政府も

先食い的に推進してしまったものだから発電所

はあっても送電線に繋ぐことができていない。

また、系統にも悪さをする。風力は新疆とかモ

ンゴルといった場所に送るとよいのだが、需要

がないために北京や上海に送る。しかし送ると

いっても風力だけでは送ることが出来ず、もう
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一つ大きな火力発電所を置いて、潮流とでもう

いうのだろうか、そこから電気を送りながら風

力の電気を乗せる。したがって、火力の方が小

さくなれば送る量も限界がくるので後は捨てる

しかない。それでも風力発電については“捨風”

の量は大分減って改善されてきている。 

 

（フロア） 

中国の原子力発電がリスクの実態をきちんと

とらえて向き合うという姿勢に対して、日本が

その辺り逃げて回っているようなところを歯が

ゆく感じていた。今はすっきりした感想を持っ

ている。しかし中国の一般的な社会状況として、

例えば新幹線が大事故を起こしてもすぐに運転

を再開するというような安全に対する姿勢から、

中国の安全意識に対するバイアスがぬぐえない。

原発に対しても本当に大丈夫なのかと感じてい

る。一方で日本は現実にきちんと向き合わない

部分があり、ドイツが原発を全部停止するとい

うとあっという間に雰囲気に感染してしまう部

分がある。日本と中国のリスクに対する文化的

なところについて、日本が気を付けるべきこと

などコメントをいただければ。 

 

（渡辺） 

なかなか難しいところだが、中国でもPA の

ところではちょっと言い過ぎではないかと思う

ところが出ているのも事実だ。そこは割り引い

て考えないといけないだろう。しかし、私が感

心したのはEPR を作っている台山の例だ。地震

があっても大陸棚は減衰するから津波は来ない

が、遠浅のため引き潮は強い。そのため、2,000

万トンくらい岩を掘って、津波で潮が引いても

発電所を冷やすだけの水を確保するように作っ

ているという。先ほど被害地震歴3,000年の話を

したが、しっかり歴史を見つめているのは事実

だと思う。とはいいながらも一長一短でPA で

は少し言い過ぎだろう。 

勿論、事業者が一番責任を持たないといけな

いのだが、日本は社会としてもっとリスクを認

めるべきだと思う。アイソレーションコンデン

サーという炉を冷やす特別な装置があるが、日

本では福島の1号と敦賀の1号にだけ設置されて

いる。敦賀の方は毎年、稼働実験していたが福

島はやっていなかった。これでは明らかに差が

でる。事業者はもちろん悪いが、地域社会の人

達がもう少し情報を手に入れられなかったのだ

ろうか。地域の産業のことを考えるのであれば

事業者と地域住民とが一緒になって考えなけれ

ばならない。例えば万一の時、自衛隊のヘリコ

プターが夜通し来ても大丈夫なような準備がさ

れているか。避難命令が出たら民間の飛行機は

来られない（避難命令や避難指示が出された地

域には、民間の飛行機等は特段の許可がなけれ

ば入っていけないということ）。自衛隊のヘリコ

プターに来てもらうしかないが、それをどこに

付けるか準備はできているのか。答えにはなっ

ていないが、原子力に限らず、社会全体として

も自分たちの安全を守るという意識を整えなけ

ればいけないと思う。 

 

【閉会】 

（JST 倉澤上席フェロー） 

丁度、時間となったため、これにて閉会する。 

 

（了） 
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【開会】 

（JST 倉澤上席フェロー） 

これより第88回中国総合研究交流センター月

例研究会を開始する。 

今日は中国の海洋開発技術の動向について、

国 立 研 究 開 発 法 人 海 洋 研 究 開 発 機 構

（JAMSTEC）の海洋工学センター長である磯﨑

様にお話をいただく。中国の海洋開発は非常に

目覚ましい発展を遂げており、また、海洋進出

を支える技術というところで先進的な技術もた

くさん持っている。世界の海洋開発の現状を見

た時、宇宙開発より海洋の中の方が分からない

ところが若干あるようだが、今日は世界の海洋

開発、日本の力量、そして中国の海洋開発の動

向についてたくさんの写真をまじえながらお話

いただくことにしている。磯﨑様のご略歴はお

手元にお配りしている通り、大阪大学大学院工

学研究科を修了され、三菱重工業株式会社へ入

社、船舶・海洋部門を担当され、2006年に

JAMSTEC、現在は海洋工学センター長を務めら

れている。中国の海洋開発を含め、海の中の科

学についても興味深い話が伺えると思う。それ

では磯﨑様、よろしくお願いします。 

 

【講演】 

皆さん、こんにちは。今日はよろしくお願い

します。 

 

この写真は中国が造った水深7,000mまで潜

れる潜水船、「蛟竜（ジャオロン）」だ。JSTで

中国の海洋科学技術一般について調査していた

時、深海潜水船についても調べたいというお話

があり、私が中国のCOMRA(China OceanMineral 

Resources R&D Association)の責任者の方を知っ

ていたご縁もあり、2013年1月、無錫（ムシャク）

を一緒に調査訪問させてもらった。今日はその

ような繋がりからこの場にお招きいただいたも

のだと思う。 

今日は日本が進もうとしている海洋技術の開

発レベルとそれに対比させた中国の状況、また

海洋開発技術としてどのようなものが使われて

いるかについてもお話させていただこうと思う。 

折角の機会なので、はじめに少しJAMSTECを

紹介したい。JAMSTECは1971年10月、経団連の後

押しを受けて、認可法人海洋科学技術センターと

して設立された。この時から“JAMSTEC”と称し

ている。2004年に独立行政法人になり、今年か

ら国立研究開発法人になった。予算には厳しい

ものがあるが、その中で知恵を出しながら研究

や技術開発のレベルを保っていこうとしている。

「「中中国国のの海海洋洋開開発発技技術術動動向向」」  
 開催日時  2015年10月15日（木）15：00～17：00  
 講師紹介  

磯﨑 芳男（いそざき よしお）氏 

国立研究開発法人 海洋研究開発機構海洋工学センター長 

 略歴  

1950年生まれ。大阪大学大学院工学研究科修了。 
1975年 三菱重工業株式会社入社。広島造船所、本社船舶・海洋事業本部、長崎造船所勤務。 
2006年 独立行政法人海洋研究開発機構（現 国立研究開発法人海洋研究開発機構）入職。地球深部探査セン
ター技術開発室長（2006年7月～2010年3月）。海洋工学センター長（2010年4月～） 
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職員は全体でおよそ1,000名。研究開発機関のた

め研究職が多い。そして私たちのような技術職、

また保有している船のうち一隻を自分たちで動

かすことから船員が46名、事務職、支援職を含

めて1,000名規模となる。組織としては理事長の

下に研究部門と私たちのような技術部門、そし

て経営管理部門がある。 

いろいろなインフラを持ちながらそれに相応

しい研究成果を出しているということで、世界の

海洋研究開発機関の中でも5本の指、もしくは3本

の指に入るだろうと自負している。本部は横須賀

にある。横浜の研究所には「地球シミュレーター」

という大きなコンピューターを置いている。北方

では青森県のむつ市に研究所がある。昔の原子力

船「むつ」を改造して運用している海洋研究船「み

らい」の母港でもある。高知コア研究所では西太

平洋とインド洋の海底から採取した試料を保管

し、沖縄の名護にある国際海洋環境情報センター

ではJAMSTECの研究船等でとった資料や映像情

報を扱っている。 

今は昨年度から始まった第3期の中期計画に

取り組んでいるところだ。5年間の中期計画では

7つの大きな研究開発課題を行うとしている。1

つは“海底資源研究開発”だ。JAMSTEC は開発

するというより研究する機関なので、海底資源

がどういうもので何故そこにあるのか、どのよ

うにして出来たのか、またどこに溜まりやすい

かといったことを調べている。2つ目は“海洋・

地球観測変動研究開発”だ。最近、地球が少し異

常じゃないか、今年も台風が非常に多かったし

夏も暑かった。地球の面積の7割は海が占める。

海洋を知ることで地球の変動を知ろうというこ

とをやっている。3つ目は“海域地震発生帯研究

開発”。もう4年半以上前になるが東北地方太平

洋沖地震は海底下を震源とする大きな地震だっ

た。地震を防ぐことは無理だとしても、一刻も

早くその予兆を知る、あるいはそれが発生した

時のシグナルを伝える、それによって少しでも

防災、減災に繋げようという研究だ。4つ目の“海

洋生命理工学研究開発”。海の底は非常に食べ物

が少なく、圧力が非常に高く、光も届かず、酸

素も少ない。さらに海底から硫化水素が湧いて

くる環境もある。しかしそういったところにも

生命体が棲んでいて、まさにそれは原始地球、

今のように酸素が豊富でない時代の環境かもし

れない。生命の源はそういったところから生ま

れたのではないかという研究を進めている。5

番目、“総合海洋掘削科学の推進”では海底下を

掘って得られる研究をしている。マントルは大

きなプレートを動かす原動力だが、将来そこに

到達しようというプロジェクトでもある。6つ目

の“先端的融合情報科学の研究開発”ではコンピ

ューターを使って色々なモデルを構築してシミ

ュレーションを行っている。そして7つ目の“海

洋フロンティアを切り拓く研究基盤の構築”は

研究を支えるための新しい技術基盤の研究開発

を目指している。 

 

JAMSETCは「なつしま」、「かいよう」、「よこ

すか」、「みらい」、「かいれい」、「白鳳丸」、「新

青丸」、「ちきゅう」、という８隻の研究船を所有

しており、現在、「かいめい」という研究船を建

造中だ。この中で一番大きいのは「ちきゅう」

という科学掘削船だ。海底下を掘ってマントル

に到達することを目指している。大きな地震を

起こす海洋プレートを動かす原動力、マントル

は我々の足元約10kmの深さのところにある。人

類が38万km彼方の月からアポロ宇宙船で石を

持って帰ったのは1969年、今から50年近く前の

ことだが、10km下のマントルがどういうものか

は未だ知ることができていない。そこから試料
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を採取することに向かって、今、チャレンジし

ている。これだけの数の船を動かしている研究

機関は世界にも他に無いが、単に動かしていれ

ばよいのではなく、それに見合った研究成果を

出すことが重要で、それにもある程度、応えら

れているかと思う。「新青丸」だが、3.11の震災

では東北地方沿岸域の海洋生態系が大きく崩れ

た。その復興を目指して特別に予算をつけても

らい、2年前に完成した研究船だ。世界の先端を

いく研究船だと思う。「かいめい」は来年3月に

完成予定だ。これも世界に類をみない、非常に

優れた高機能、多機能の船である。 

 

船だけではない。海の中のロボットも開発し

て動かし、成果を出している。海のロボットに

は3種類－①有人型、②無人型－自律式、③無人

型－遠隔操縦式がある。有人型では研究者も乗

りこんで、人が海底の状況を直接見ることがで

きる。自律式は自分で考えるロボットである。

海中に入れると自分で判断して動き、調査して

帰ってくる。遠隔操縦式は船の上から人が動か

す。これらを皆さんに分かりやすく説明すると、

有人型は人が乗り込んで動かすロボットで“ガ

ンダム型”、自律式は自分で考えて動く“鉄腕ア

トム型”。現在の技術レベルでは鉄腕アトムほど

賢くはないが、イメージしやすいと思う。無人

型は遠隔操縦式なので“鉄人28号型”と例えるこ

とができるだろう。鉄人28号はラジコンで動か

すが、海の中では電波は吸収されてしまうため

ロボットに届かない。遠隔操作には海中ケーブ

ルを使う。実際の有人型の例は「しんかい6500」

で、2人の操縦者と1人の研究者の3人が乗りこみ

動かす。HOV（HumanOccupied Vehicle）という。

無人型のうち自律式は AUV（ Autonomous 

Underwater Vehicle）、人が海に入れた後は自分

で判断しながら調査して帰ってくる。これが近

年非常に発達してきた。遠隔操縦式はROV

（Remotely Operated Vehicle）と呼ばれ「ハイパ

ードルフィン」という代表的なものがある。この

写真にケーブルが見えるが、船の上からこれを

通じてオペレーションしている。 

有人型では研究者が自分の眼で観察すること

が可能だ。その場でなければ感じられないこと

を感じながら新たな発見をつかんでいく。ケー

ブルも使わないので一度潜れば現場の判断で自

由な行動ができる。無人型の鉄腕アトム式は調

査ルートを予めコンピューターにインプットし、

ルートに従った調査を行う。海底に障害物があ

ると、自分で判断してそれを避けながら、イン

プットされた通りのルートで調査をやっていく。

遠隔操作式では船の上からケーブルを使って動

かす。ケーブルを通じて電力を送ることができ

るので力の必要な重作業をすることができる。

映像はリアルタイムで船の上にあげることも可

能だ。但し、長いケーブルを使うので動きが制

限されるという弱点がある。それぞれ、強い面、

弱い面があるということだ。それらを上手く使

い分けながら全体を動かしていく。「うらしま」、

「ゆめいるか」、「じんべい」、「おとひめ」が鉄

腕アトム型で、「ハイパードルフィン」、「かいこ

う7000Ⅱ」、「かいこうMk-Ⅳ」が鉄人28号型だ。

少し技術的な話になるが、「しんかい6500」、「う

らしま」、「ゆめいるか」、「じんべい」、「おとひ

め」、「かいこう7000Ⅱ」、「かいこうMk-Ⅳ」は

日本で製作したものだ。「ハイパードルフィン」

は1999年にカナダから買ってきたものだが、勉

強しながらいろいろなところを改良してきたの

で元々の姿は今や無いと言っていい。外から買

ってきた物でも、改良を加えて使いながら自分

たちのものにしていくというのも一つの技術の

進め方だと思う。 

 

少々前置きが長くなったが、これより本論で

ある中国の海洋開発技術動向のお話に入らせて

いただく。 

海洋のほんの一部ではあるが、①深海の探査技

術、有人潜水調査船と無人探査機の技術、②海洋

調査の技術として海洋調査船の技術、③海洋石油

開発技術として石油掘削船技術、掘削機器の技術、

石油生産システムを取り上げる。この他にも水
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産や海洋エネルギーなど色々な海洋の活用の方

法はあるが、本日はこの3つの分野を取り上げて、

日本の技術と比べながら中国ではどういう取り

組みがなされているかお話したい。 

 

はじめに深海の探査技術の一つ、有人潜水船

について紹介しよう。世界に4,000mより深く潜

れる有人潜水船は7隻ある。ロシアの「MIR」は

「MIR1」と「MIR2」の2隻でカウントする。一番

古い潜水船は米国の「ALVIN」だ。「ALVIN」とい

う名前こそ変わっていないものの、中はどんど

ん改良が加えられている。耐圧殻という一番重

要な部分などもゴソッと取り替えながら

「ALVIN」という名前だけが残っている。我々

の「しんかい6500」はその名の通り深度6,500m

まで潜れる潜水船で1989年に造られた。これ以

前は1981年に「しんかい2000」という有人潜水

船を造っている。6,500mまで潜れるものを一足

飛びに造るのは難しいだろうということで、第

一段階として「しんかい2000」を作った。「しん

かい2000」は1981年に完成して、2002年まで合

計して1,411回潜っている。この技術をベースに

「しんかい6500」を造った。いつも6,500mまで

潜っているわけではないが、近いうちに1,500

回潜航を達成する。フランスの「NAUTILE」、

ロシアの「MIR」も最大潜航深度は6,000mを超

える。ロシアの「CONSUL」は6,270mまで潜れ

る。 

“IFREMER”は著名なフランスの国立海洋研

究所だ。“WHOI”はウッズホール海洋研究所の

ことでボストン近郊にある。「ALVIN」は世界を

リードしてきた有人潜水船だ。そして2012年に

できたばかりの「JIAOLONG（ジャオロン）」は

先ほど紹介したCOMRAのもので7,000mまで潜

ることができる。お話した通り、日本では

2,000mまで潜れるものを造り、その技術をベー

スに6,500mに挑戦したが、中国の有人潜水船は

それまでせいぜい潜航深度300m程度だったも

のが一気に7,000mになった。実のところ、深度

6,000mというラインはいろいろな要素技術－

耐圧容器やケーブルを接続させるコネクタなど

が一つのバリアになっている。それを越えるの

が大変なため、最初は最大潜航深度6,000mとし

て造りたいというところがあったようだが、苦

労しながらも「7000」を造り上げたともいう。 

 

「しんかい6500」は1989年から2012年までの

23年間、世界で最も深くまで潜れる有人潜水船

だった。1,400回を超える安全な潜航記録を持ち、

事故は一度も起こしていない。2012年1月に中国

を訪問した時、彼らは我々を非常に歓待してく

れた。知りたいことがたくさんあるのだと質問

書が並んでいた。彼らが何を知りたかったかと

いうと、毎年メンテナンスをしながら、長年に

わたり安全に動かしてきた実績こそが中国には

無いノウハウだということで、それらの内容を

知りたがっていた。勿論、我々も教えられるこ

とと教えられないことがあるが、同じような中

国の有人潜水船が事故を起こせば世界的な影響

は非常に大きいと考え、とにかく事故だけは起

こしてほしくないという思いでできる範囲で協

力をした。 

 

ここで少し有人潜水船の構造についてお話し

たい。これは「しんかい6500」だ。6,500m潜る

と手のひらくらいの広さに大型車30～40台分の

重さに相当する圧力がかかってくる。直径2ｍの

“耐圧殻”と小型の耐圧容器だけが外の圧力に耐

えられるが、この耐圧殻の全面に掛かる圧力は8

万トンを超える。上部のハッチを通ってこの中

に乗る。整備するときには耐圧殻以外は全部外

して分解する。覗き窓が3箇所。この写真は耐圧

殻の中の様子だ。狭い所に3人の乗員が8時間か

ら9時間滞在する。バランスを取らないといけな

いので乗る前には体重を量って調整する。 

 

私も試験潜航に乗せてもらったことがある。

海の中はまったく別の世界、非常に素晴らしい

世界だった。煌々とライトをつけてカメラを向

けても光が届くのはせいぜい10mだ。そのよう
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な世界で何が見え、何を見てきたかをお話する。 

3.11大地震の後、まだ余震が続いていた8月に

水深5,400mまで潜った。この地図でここが日本

海溝、ここが震源域になるが、海底に降りた時

に余震が起きたらどうするかと心配しながらこ

の3地点に潜った。そこに見えたのは何本もの亀

裂だった。何年か前に同じ場所に潜っているが、

その時は全くフラットな海底だったのに、これ

ほど変わっていた。ここに少し白い物が見える

が、これはバクテリアマットといい、海底の亀

裂から湧き出す水素やメタンを食べるバクテリ

アが生息しているものだ。 

 

これは中国の有人潜水調査船、「蛟竜（ジャオ

ロン）」だ。特徴は後ろの“エックス翼”である。

新しい潜水艦はこのような“エックス翼”を取

り入れている。今までのものは十字型だ。エッ

クス型になると何が良いか。十字だと横は上下

運動だけ、縦は左右だけの操作となり、横のコ

ントロールは2枚だけでしかできないが、エック

スになるとこの一枚一枚が縦と横、両方の操作

が出来るので、例えば横のコントロールは４枚

全部で行うことができることになる。何かダメ

ージが起きても対応しやすい。十字では一枚の

ダメージで50％の機能となるが、エックス型で

は75％が維持されるということだ。窓の素材に

はガラスだと割れる可能性があるので、「しんか

い6500」と同じく少し粘り気のあるアクリルを

使用している。有人潜水船の中から人が見るエ

リアは狭いが、ここは円錐台形になっていて、

中から見ると外に広がっているので視界は思っ

た以上に開けている。外からの圧力がかかるの

でこのような受けになっている。定員は3名。最

近の有人潜水船調査船はパイロットが1名、観察

者・研究者が2名という構成で、「蛟竜」もその

ようになっている。ここはペイロード保管部分。

研究機材や海の中から取ってきた物を入れたり

する。ペイロードは大きいほど良く、仕様で謳

われる性能の一つだ。2本のアームがあり、海底

での調査に使い、掴んだものは船の前にあるバ

スケットに入れたりする。 

これは「ジャオロン」の母船だ。船の方は改

造船を利用していて1978年の建造と比較的古い

船を使っている。 

 

「しんかい6500」と「蛟竜（ジャオロン）」を

比較すると、全長は「蛟竜」の方が少し短いが

幅がある。空中重量は、「しんかい6500」が26.7

トンに対して「蛟竜」は22トン。しかし耐圧殻

の内径は「蛟竜」の方が大きい。ここが大きい

ほど中の居住性が良くなるので大きいほど良い。

材料はチタン合金だが、こういったものを作れ

るかどうかということも一つの技術レベルの指

標になる。チタン合金にもいろいろな材料があ

り、例えば我々が最初に造った25年前と比べる

と、今の日本ではもっと優れたチタン合金を手

当てすることができる。「蛟竜」で使われるチタ

ン合金がどのくらいのレベルかは分からないが

おそらく似たようなレベルだろう。覗窓は大き

ければ大きいほど良い。主電池について、我々

はリチウムイオンで動かしている。最近ではハ

イブリッドカーなどでも使われているが、同じ

ものを海の中でそのまま使うわけにもいかない

ので多少工夫している。一方、「蛟竜」は銀亜鉛

電池で動かしている。これは一時代前の電池でメ

ンテナンスに手間が掛かる。「蛟竜」のペイロー

ドは220kg、多くのものを積むことができる。こ

こに浮力材という項目がある。例えば「しんか

い6500」は空中で26.7トンあるが、海に浮かべ

ると600kgくらいの浮力で浮いてくる。そのよう

に浮かせるのが浮力材、シンタクティックフォー

ムで、0.1mmという非常に小さなガラス球を樹

脂で固めたものだ。6,500mの水圧では大きなガ

ラス球は割れてしまうため、圧力に耐え得ると

ても小さなものを樹脂で固めている。比重は0.5

と木と同じぐらいの軽さでありながら6,500m 

の圧力に耐える強度を備えた材料だ。こういっ

たことが有人潜水船を形作る一つの要素であり、

重要な技術だ。中国でも国産のシンタクティック

フォームを作ろうという話はあるようだが、現
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在、どうなっているかは分からない。 

 

径が大きくなるほど圧力には弱くなり、小さ

くなるほど圧力に強くなる。先ほどお話した通

り、空中重量は「蛟竜」の方が軽く、しかも大

きな径でありながら深く潜れる。これは何故か。 

日本は安全に対して厳しいルールがあり、国

土交通省の船舶安全法を踏まえて日本海事協会

が設計診断を行う。設計深度が600mより深い潜

水船に対しては、設計深度×1.5＋300mという

構造強度基準で、「しんかい6500」でいうと深度

10,050ｍ相当の圧力に耐えられる耐圧殻の設計

となっている。一方、中国ではISO－国際標準

化機構の部会に対し、6,000m以上の深度につい

ては適用圧力を1.1～1.25の安全率とすること

でよいではないかと提案している。つまりは安

全に対する各々の考え方の違いということで、

例えば米国ではアメリカ船級協会で設計潜水深

度×1.25を適用圧力としている。もし「しんか

い6500」を1.25の安全率で潜らせるとしたら、

現状のままでも8,000ｍまで潜ることができる

ことになる。つまり、安全率を見直すだけで「蛟

竜」より深く潜ることができることになるとい

うことだ。ということは、先ほど提起した“軽い

のに深く潜れる”ということは技術思想の違い

ともいえる。 

 

「蛟竜」のモデルはロシアの有人潜水調査船

「MIR（ミール）」だ。「蛟竜」は半分程度がロ

シア製の技術から成り中国国産とは言い難い。

何が日本のものと違うかというと、耐圧殻の製

造方法を見てみよう。「しんかい6500」ではこの

写真のようにチタン合金の厚さ73.5mmの板を

プレスで押して半球を作り、それを成型してレ

ーザービームで溶接する。綺麗な半球を精度高

く作るには熱で万遍なく温めなければ偏りが出

てしまうので温度管理が難しい。一方、「蛟竜」

はこのように花びらを作る。下が8枚だったか、

それを溶接して半球を作り全球にする。こちら

の方が一枚一枚の管理が簡単だが、いろいろな

ところを溶接するのでその分のリスクは大きい。

しかし、技術的にはこの方が楽だ。「蛟竜」では

58.6％の国産化率と言われている。何をもって

国産化率としているかは不明だが、これを85％

以上にしたいということで、自分たちで耐圧殻

を3個製造したと聞いている。国産の有人潜水船

として母船も用意している。一足飛びに深度

6,000m用の耐圧殻製造は難しいが、まず4,500m

用を国産技術で造りたいと計画しているようだ。

先ほどの3個の耐圧殻では1つは花びら方式、1

つは半球－プレス成型と、技術的な進歩を狙い

ながらテスト技術も含めてやっているという。 

 

さらに先を行くのが11,000m級だ。世界で最

も深いのはマリアナ海溝のチャレンジャー海淵

というところで、水深10,911mという深さだ。

そこにも潜れるように造ろうとしているのが

「彩虹魚号」だ。公表されている姿はアピール

のためのモデルと言ってもいいかもしれないが、

「張誉」という母船のイメージなども報じられ

ている。私たちもポスト「しんかい6500」とし

て次は水深12,000mまで潜れるものにしたいと

チャレンジしているところだ。究極的には透明

ガラス球で耐圧殻を造って視界を広くしたいと

思う。現在でも1,000mまで潜れる潜水船では全

球が透明なアクリル製のものがある。NHKで放

映されたダイオウイカはそれを使って撮影され

た。 

いずれにせよ、超深海には想像されていた以

上の微生物が生息していて、その中には人類に

有用なものもあるかもしれないと期待されてい

る。調査する価値は十分にあるだろうと考えて

いる。 

 

次に、ROV－遠隔操作型無人探査機について紹

介しよう。 

ROVの一番大きな市場は海洋石油開発で、メキ

シコ湾にもたくさん投入されている。ROVでも製

造技術同様、オペレーション技術も非常に重要だ。

私達が動かすROVもオペレーターが非常に優秀



 

 

「中国の海洋開発技術動向」 

 

112 

で日本人らしい細やかさで研究者の指示する物

を遠隔操作で壊さずソフトに取って持って帰る。

ケーブルがあるので電力を送ることができる。マ

ニピュレーターという大きなパワーを持つロボ

ットアームを動かし、かつライトを照らしながら、

映像はリアルタイムで送れる。ただ、ケーブルで

繋がれているので引っ張るケーブルが長くなる

と動きに制限が出る。そのため、深い所に行く時

はこのようにワンクッション置いている。長いケ

ーブルと繋がるステーションをつくり、そこから

細い短いケーブルを出してROV本体を動かす。こ

の方法だと短いケーブルで機能的に動かすこと

ができる。この写真のように石油を掘削する現場

でROVはたくさん使われている。 

 

ROVではどのようなものが見えるかをお見

せする。南鳥島のさらに南に拓洋第五海山とい

う、深い海の中の山がある。コバルトリッチマ

ンガンクラスト調査というものだが、長い間、

海底から噴き上げたものが張り付いているので、

このようにロボットアームを動かしながら採取

したものをバスケットに入れて持ち帰る。 

今、世界で稼働している6,000m以上の科学調

査用ROVは6台ある。韓国KIOSTの「Hemire」、

フランスIFREMERの「Victor6000」、米国Woods 

Hole の 「 JasonⅡ 」、 そし て JAMSTEC の

「ABISMO」、「かいこう7000Ⅱ」、「かいこう

Mk-Ⅳ」だ。 

日本海溝の水深は8,000mを超え、伊豆小笠原

海溝は9,780m、ほぼ1万メートルに近い。日本

の周りを調査するにはやはり他には無いような

深い所を調査できる機器が必要だ。一方、中国

の周辺では一番深い所でも南シナ海で4,000m

にも届かない。先ほど、石油産業でもROVをた

くさん使っていると言ったが、海洋石油開発で

対象となるのはせいぜい3,000mの深さだ。 

 

中国もROV開発に取り組んでいる。どのよう

にチャレンジしているかというと、一つは「発

見」という4,500m級ROV、一つは「海獅」とい

う4,000m級で、所有者は違うがそれぞれ外国か

ら買って動かしている。「発見」はイギリスの

SMD社、「海獅」はカナダのISE社の製品だ。私

達もかつて「ハイパードルフィン」という本格

的なROV をISE社から買ってきた。いろいろな

ニーズに合わせて自分達の使いやすいように改

造しながら経験を重ねてきた。そしてそれを元

に我々独自の技術で新しい7,000m級深度の

ROVを開発し、さらに上の10,000m級を目指し

てきた。先ずは他所の技術を導入し、それを動

かし、改造しながらあるいは教わりながら用途

を明確にして、自分達の技術も取り込み新しい

物に取り組むというのが技術進歩の元になる流

れだ。中国もそういうことをやっていて、

4,500mの国産ROV「海馬」開発に取り組んでい

る。 

“国産化率最高”とあるが、できるだけ国産の

物を使おうとしている。浮力材とあるのは先ほ

どのシンタクティックフォームだ。2～4トンく

らいのものでも海の上では浮く。それを潜らせ

るためにスラスターの力で押し込むような形に

なる。油圧・推進システムやロボットアームも

国産技術で作ろうとしている。ロボットアーム

は陸上でもいろいろなものが造られているが、

海の中では圧力がかかるのでそれをコントロー

ルするシステム、あるいはどのように耐圧性を

持たせるかという問題がある。また海の中だか

ら簡単にはアクセスできない。その信頼性をど

う確保するか。他の機材もそうだが、何かトラ

ブルがあったとしても海の中にパッと行って直

すことはできない。信頼性の高さが非常に求め

られる。海の中を照らすのにこのようなライト

を付けるが、むき出しのライトも4,500mの水圧

に耐えなければならない。そういったものを国

産で作ろうという計画だ。 

 

次は鉄腕アトム型の AUV － Autonomous 

Underwater Vehicle、自律型無人探査機について

紹介する。AUVには海底調査のルートを予めイ

ンプットしているので、船から海に投入すると
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指示に従った行動をする。ルート中に起伏など

の障害があればそれを自分で判断して避けなが

ら進み、調査が済んだらただいまと戻ってくる。

ROVではケーブルがあるので上でオペレーター

が運転しないといけないが、AUVは一度、海に

放り込んだら“果報は寝て待て”的に戻ってくる

まで待っていればいい。 

AUVの優れた点はどういうところか。この画

像は水深1,000mの沖縄トラフの熱水域調査で、

音響で取得したものだ。先ほど話したように、

海底はライトを照らしても10m先しか見えず、

その先を撮影したくても光学カメラを使うこと

ができない。そうすると音に頼るしかなくなる

ので音響データで地形を取得する。これで比較

すると分かりやすいが、船から取った音響画像

だとこのくらいの解像度に対し、AUVができる

だけ海底近くに潜って高周波の音響システムを

用いて取るとこのような鮮明な地形データを得

ることができる。熱水が噴き出している箇所が

良く分かる。ひそひそ話が遠くでは聞こえなく

ても近くではよく聞こえるのと同じで、対象に

近づいて音響画像を取ることができるAUVに

はそういった特長がある。今はまだ海底から

100m程度の高さを航行しているところだが、こ

れからもっと近づいていけると思う。 

 

もう一つ、AUVの使い方の一つには海底にあ

る石油のパイプラインのメンテナンスがある。

ルートを与え、パイプラインが健全かどうか調

査させるのだ。AUVは非常に発達してきている。

我々も注力しているが中国も同様で、我々の

AUV の稼働水深が3,000m、3,500mくらいのも

のに対し中国では6,000m級のAUVを開発して

いる。その航行スピードは2ノットというからそ

れほど早くはない。時速4km弱といったあたり

だ。ちなみに我々は3～3.5ノットくらいのもの

を作っている。 

AUVはかなり発達してきているので、将来も

っと速くて効率的に動かせるもの、あるいは音

響システムではなくいろいろなセンサーを積む

ようになるだろう。中国でも自作を目指しなが

ら、AUVの機能はこれからもどんどん発達して

いくと思う。 

 

海底探査機にはいろいろな要素技術が必要と

されている。探査機本体を造るだけでなく、そ

れに載せる、あるいはサポートする技術も必要

だ。我々も日夜取り組んでいるところだが、海

中深いところでいかに効率的に使っていくかが

重要だ。例えば、海の中は電波が届かないので

自分の位置を知るためのGPSが使えない。そこ

で、INSという慣性航法装置で加速度を積算しな

がら自分の位置を探っていく。また、音響画像

通信システムでは海底で撮った写真を音響に乗

せて10秒に1枚、船に送ることができる。そのう

ちこれを1秒に1枚くらい送れるようにしたい。 

これは燃料電池だ。工場で1,000時間までは連

続運転できるようになった。AUVは3ノット、

時速5kmで動くことができるので、動くことだ

けであれば5,000km彼方まで到達することがで

きる。 

 

この図は、国産技術で開発した慣性航法装置

だ。ここが精度で数字が低いほど高精度になる。

海外製より少し精度が高いといったところだろ

う。 

 

2つ目のトピック、海洋調査として海洋調査船

の話をさせていただこう。 

ご承知のように日本の領海と排他的経済水域

（EEZ)の面積はおよそ447万㎢と世界第6位、国

土の12倍の広さがある。一方、中国は日本の5

分の1程度の約87万平方㎢。半径200海里として

グルッと円を描くと島一つがあればその周りの

EEZ で43万平方㎢を優先的に使うことができ

る。海底には資源も眠っている。日本のEEZに

もメタンハイドレートや石油があるだろうし、

レアメタルが含まれるような熱水鉱床が噴き出

すところもある。さらにROVでコバルトリッチ

マンガンクラストを採取することもできる。今
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は「あることがわかった」というレベルだが、

どのくらいの量がどのような密度であるかとい

うことを解析していくことが重要で、それを詳

細に調べていく必要がある。それらを調べるの

には次のようなストーリーが考えられる。 

船は遅いとはいえ時速約20kmで動く。まず船

を用いて音響を使った海底調査を広い範囲で行

う。その中で有望な場所があればAUVを使って

海底近くから調べる。段階的に精度を上げた調

査をし、最終的には海底から試料を取る、ある

いは掘ってサンプリングするというストーリー

だ。そのはじまりに位置するのは船による調査

なので、やはり海洋調査船の持つ役割は大きい。 

 

対して中国の海洋進出だが、一元的には国家

海洋局が主要な音頭を取っていると思う。中国

でもいろいろな調査船を造り運用している。発

表された資料によると、この図のようにいろい

ろな科学調査船を持っている。その中の一つが

「科学」という総合観測船で2012年9月に出来て

いる。それほど大きくはないがよく考えられた

船だ。 

今、私たちが造っている「かいめい」と比較

してみた。ほぼ似たような大きさではあるが「か

いめい」の方が少し大きい。中国の特長として、

航続距離が日本より長いことがあげられる。定

員数も多い。搭載機器は大体同じ用途のものだ。

3Dか2Dの差はあるがMSC、その他CTD、ROV、

Pistonコアラー、MBES（後述、マルチビーム音

響測深機）、ADCPがある。こういったものを載

せていて、科学の基本となるデータを把握しよ

うとしている。比較の中で一つだけ大きな違い

は「かいめい」には海底をボーリングする機械

を設けているところだ。 

 

音響で海底を知るということは基本的には“や

まびこ”と一緒だ。音の撥ねかえる時間と強度で

海底の深さと状況を調べる。硬い所に当たれば強

く撥ねかえるし柔らかいところに当たると音も

柔らかくなる。一箇所一箇所やると大変なので、

“マルチビーム音響測深機（MBES）”という音を

多方向に一度に出しながら、機械的に海底の調査

を行う。今、私たちの船でも海底地形を調べるに

は全てこれが基本になっているが、残念ながらこ

れは日本製ではない。欧米にしかメーカーがない

ので、欧州製か米国製のどちらかだ。昔はこうい

うものが日本にもあったのだが、海洋調査の一番

大きなマーケットは石油産業だ。海洋石油産業の

中心となる北海やメキシコの周辺でこのような

技術が発達する。日本の周りでも資源がたくさん

出てきて活発化すれば技術の発達も期待できる

のではないかと思う。 

 

海洋調査の中でも気候変動を捉えることは非

常に重要だ。今年の台風の発生は異常じゃない

かなどという声も聞かれるが、我々も船の退避

など台風が影響する安全確保に頭を痛めている。

台風は海で発生するので、海の中がどのように

なっているかを調べることも大事だ。空気に比

べて海水は単位体積で1,000倍の重さを持ち、従

って1,000倍の熱を閉じ込めるので、空気の１度

と水の0.001度は等価ということができる。その

ためそれくらいの高い精度で海水温度を計って

いる。CTD（Conductivity, Temperature& Depth）

－電気伝導度（塩分濃度）、水温、深度－を決め

られた深さできちんと計り、24本、36本の採水

器を降ろして水を採取することもできる。海洋

調査としてどの深度で水温何度、どれくらいの

塩分濃度かというデータを得ることもできる。 

日本列島周辺の地形的特徴として、太平洋プ

レート、フィリピン海プレート、ユーラシアプ

レート、北米プレートの4枚の海洋プレートが存
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在するということがある。東北地方太平洋沖地

震は太平洋プレートが北米プレートの下に沈み

込む日本海溝で発生した。伊豆・小笠原海溝は

太平洋プレートとフィリピン海プレートがせめ

ぎ合うところだ。フィリピン海プレートがユー

ラシアプレートに潜り込む南海トラフでは今後

30年以内に大地震が60～70％の確率で起こると

いう。こういった周辺環境を持つ国は非常に稀

有である。日本周辺の海の深い所を知り、海底

で何が起きているかを知ることが重要となる。 

我々が今、造っている研究船では、この図の

ように3,000mのストリーマーケーブルを4本引

っ張って海底下を3次元で捉え、また3,000m×4

本で12kmの長さにすることで海底下をさらに

深く2次元で調べることができる。船体の後ろか

ら音源としてエアガンで圧縮空気を一気に放出

し、海底下までいろいろな所に反射しながら伝

わっていく音をストリーマーケーブルに仕込ん

だ多数のマイクで拾って解析するという方法だ。

残念ながらストリーマーケーブルも国産のもの

が無く、海外で買うしかないのだが、物を作る

技術だけでなく、取得したデータをどのように

解析するかといったことも重要な技術である。

それが日本ではなかなか発達していない。例え

ば、得られたデータを3次元の画にする技術はや

はり石油業界が進んでいる。 

 

これは三菱重工の長崎造船所で2年前に造ら

れた物理探査船で、船主はノルウェーのペトロ

レウム・ジオ・サービス社、海洋石油開発のた

めの地層探査をする会社だ。先ほど、我々は

3,000mを4本といったが、これは12kmのストリー

マーケーブルを一度に24本も出すことができる。

石油業界は大きな投資をしてもそれに見合うリ

ターンがあるからやっている。これを4隻造るこ

とになっていただろうか、非常に先端的な船だ。 

規模は違うが中国でも同じように「海洋石油

720」という3次元物理探査船を4年前に建造した。

普通の船の形に近いが、同じようにストリーマー

ケーブルを引っ張って海底下の探査をすること

ができる。名前からしておそらく海洋石油の調

査をするためのものと思う。搭載している機械

がどこの国の製品かは分からないが、おそらく

外国で買ってきたものを取り付けているのだと

思う。ちなみに日本にも経産省が所有する「資

源」という船がある。先ほどお見せした「PGS」

の小型版だ。 

 

特殊船の一つに砕氷船がある。中国の「雪龍」

はウクライナで作られたものを購入し、改造し

たものだ。世界にはもっと高い性能の砕氷船が

あり、米国の「ポーラースター」は6mの氷も砕

けるという。ロシアには昔、「レーニン」という

原子力砕氷船があった。北極海など氷に囲まれ

た周辺国が砕氷船を所有している。 

韓国でも新しく「アラオン」という砕氷船を

作った。1mくらいの氷の中を3ノットで進むこ

とができる。日本でも「しらせ」が動いていて、

1.5mの氷を割りながら3ノットで航行すること

ができる。砕氷船は氷を割っていかないといけ

ないので、大きな馬力、巨大なエンジンを持つ。 

 

最後に海洋石油開発技術についてお話する。

今、世界中では1日あたり9,000万バーレルとい

う原油が出ている。1バーレルは小ぶりのドラム

缶くらいで、160リットルに相当する。原油の価

格を1バーレル50ドルとして為替レートを1ドル

120円とすると、1バーレルが6,000円となる。そ

れが9,000万バーレルだから毎日5,400億円の価

値が地底／海底から出るということで、原油の

価値だけで年間200兆円にもなる非常に巨大な

産業だ。かつてはサウジアラビアなどに巨大油

田があったが、陸上で見つかる油田もだんだん

と減ってきて、少しずつ海洋油田の比率が上が

っている。この図に示すのが海洋油田のシェア

で、3割、4割と上がってくると、年間200兆円の

内の3割としても60兆円、それが年間に出てくる

海洋石油のポテンシャルということになる。 

石油を掘削するには先ず、音響を用いた物理

探査で海底下の状況を把握してから掘削船で試
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掘する。掘らないことにはどの程度埋蔵されて

いるか実際のところが分からない。昔は1,000

回掘って3回当たればいいという具合だったが、

今はコンピューターも発達しいろいろな地層デ

ータも得られているので当たる確率は高くなっ

ているようだ。現状では、海洋で掘削している

のは最も深いところで水深3,000m、生産するの

は水深2,500mくらいだ。 

 

海洋で石油を掘削する装置には3種類ある。一

つはジャッキアップと呼ばれる甲板昇降型で昔

から使われているものだ。海底に脚を立ててい

るので安定しており波を受けても動かない。技

術的にも比較的易しい。2つ目がドリルシップで

このように普通の形の船に櫓を立てる。3つ目の

セミサブ型は半潜水型だ。使う時に半分沈めて

波の影響を受けにくくする。 

掘削船に関する技術をどう見るかというと、

どこで造ったかだけではなくどこがデザインし

たかを見る。デザインも技術の高さを示すもの

だからだ。誰がどうデザインし、どこで造った

かというのが一つの技術的な尺度になると思う。

そういう意味において、これらの写真の掘削装

置は日本でデザインして日本で造ったものであ

り、日本の技術レベルを示すものと言える。し

かし「ちきゅう」を造ったのは10年前だが、そ

れ以降、日本では海洋掘削船は造られていない。 

世界で稼働中のオフショアリグはここにある

ように総リグ数で949と1,000近くあるが、稼働

率を見ると1年前に比べて減っていることが分

かる。何故かというと、石油の値段が下がって

いるからだ。石油価格が下がれば石油会社も新

しい油田を探すための投資をしなくなる。そう

いう影響が反映されている。逆に石油の値段が

上がればどんどん投資しようと造られる数も増

えていく。最近の油価低迷の状況下でも、以前

の発注もあり、今、中国でどんどん造られてい

る。 

掘削船では造船の技術が基本となる。造船の

大きな流れはイギリス、米国、日本ときて韓国

に移り、今は中国が有力になってきた。掘削船

は日本でも一時、かなりの数が造られていたが、

その内に安いからと韓国で造られるようになり、

今は中国に移ろうとしている。現在、中国では

全部で61機が造られていて、比較的簡易なジャ

ッキアップが47、セミサブ11、ドリルシップ3

といった内訳だ。 

今、中国で建造中のものを例示するとジャッ

キアップではノルウェーのSeadrillが船主で、設

計は米国のFried &Goldmanの「West Hyperion」

がある。ドリルシップやセミサブまでとはいか

ずとも、まずはジャッキアップで他社のデザイ

ンで造りつつ勉強しながら、やがては自分たち

で設計していけるようにと考えているのかもし

れない。セミサブでは、ノルウェーの会社が船

主で英国のGlobalMaritime社が設計したものを

建造中で非常に斬新な形をしている。このドリ

ルシップはシンガポールの会社が船主だ。この

ように中国では3種類の掘削船を建造している。 

 

日本もかつては米国の会社から支給された図

面に基づいて建造しながら勉強することで、自

分たちのデザインをつくる力を養ってきた。同

じような状況が今の中国にあるのだと思う。こ

れは中国の造船所の写真だ。このようにリグが

たくさん並んでいる。これだけのことを同時に

できるような環境は世界でも僅かだろう。まず

は自分たちで造りながら、造り続けることによ

って、いろいろなトラブルを乗り越えて力を付

けていく。そういうことで中国の技術はどんど

ん進んでいくのだと思う。 

 

これは特殊な例でどのタイプと言っていいか

分からないが、世界初の丸い“Cylindrical Drilling 

Rig”だ。元々は日本が“Cylindrical”にすることに

よって優れた性能が得られるのではないかと提

案し、一時、ブラジル石油公社ペトロブラスと

一緒に開発を行っていた。その後、ブラジルの

技術となり、今はSevan Drillingに移っている。

世界に3機あるが2号機を中国で造った。いろい
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ろな技術に対応できる力を付けている結果だと

思う。掘削船は船体を作ることが一つの重要な

技術であり、デザインも同じく重要な技術と言

える。さらに、どういう機器を乗せてそれをど

こでつくるか、それも重要な技術要件となる。 

掘削船は海底下からのガスや油の暴噴を防止

する防噴装置を装備している。船体と、海底上

に設置された防噴装置をライザーと呼ばれる太

いパイプで繋ぎ、その中を通して掘削管を回転

させながら海底を掘っていく。泥水で海底に掘

った孔の周りを押さえながら、掘り屑を船上に

上げながら掘っていく。非常に複雑なシステム

だ。船を定点に留め、スラスターでコントロー

ルしながら調整し、パイプを回転させるもの、

海底で何かあった時にそれを止めるもの、先端

に掘り進んでいくものなどを組み合わせて掘り

進む。以前は日本で櫓さえ造ったことがあるが、

この「ちきゅう」に搭載された櫓はオランダ製

で、分割して日本に運んで一体化させて載せた。

パイプをハンドリングする機械はノルウェー製

だ。なかなか日本製にはならないが、先ほども

言った通り、海洋石油産業はメキシコ湾と北海

が中心で、その周辺に情報が集まるので技術も

やはり産業の中心地周辺で発達する。これはパ

ワースイベル、巨大なモーターでパイプを回転

させる機械だ。これはドリルビット、掘削する

ための先端の歯型だ。ハワード・ヒューズJr.を

ご存知かと思うが、その財を成したのは父親で

あるハワード・ヒューズが造ったドリルビット

だ。硬さや地層によって部分を変えて使うが、

硬い地層用には人工ダイヤや超合金が使われる。

これは消耗品で地質にもよるが2,3日掘ってい

ると歯型がダメになってしまう。ドリルビット

はいろいろなノウハウが込められている。よう

やく日本でも日本製のドリルビットを作れるよ

うになってきた。こういったところにも石油産

業を支える大きな技術がある。 

 

海洋石油産業界にはOTC－Offshore Technology 

Conferenceという論文発表・講演会と展示会から

なる大きな催しがある。1969年に始まり、毎年、

5月の日本の連休頃に米国テキサス州ヒュース

トンで開催される。一時、石油産業が衰退した

時に2年に1度の開催となり、展示会はなく論文

発表だけの時もあったが、近年は賑やかになっ

ている。今年は10万人くらいが参加したという

ことだ。米国で開催するだけあって展示会は非

常に大掛かりで、ヘリコプターを飛ばすなどや

ったこともある。ヒューストンの野球場アスト

ロドーム、アストロアリーナを使った広大な展

示会だ。海洋技術に関する論文もOTC で採択

されることは非常に名誉なこととされている。

1970年代後半あたりまでだったろうか、かつて

はここに“日本村”と呼ばれるエリアがあった。

掘削船をたくさん造って景気が良かった頃、日

本の各社が競って展示ブースを出していたので

“日本村”状態だったのだ。しかし今年は6社程度

で、片や今は中国が“中国村”を作っている。

OTCで中国は掘削用の機器を展示するように

なった。未だ欧米の会社が使った事例は聞かな

いが、まず国内で造るものには使われていくと

思う。一番驚いたのはBOPだ。掘っている時に

油やガスが出てくる可能性があるのだが、それ

をコントロールするBOPを中国でも使おうとし

ている。メキシコ湾の事故では海底下を掘って

いる時に油が出てきて、それをうまくBOPでコ

ントロールできないまま火が付いて大変な事態

になった。 

 

実際に掘削して原油の賦存が確認できれば生

産段階に進む。昔は海上に櫓を組んでやってい

た。これはJACKETの典型的な生産システムだ。

砂が入っているとパイプラインがすぐにダメに

なるので海底から掘ったら水と砂をJACKET 

上で処理してパイプラインを通して陸上に上げ

る。 

中国には「白樺」－中国名では「春暁」とい

う油ガス田プラットフォームがある。非常に基

本的なつくりで水深も100mくらいだったと思

うが、実際に自分達のところで生産に入ってい
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る。ちなみに、日本でも磐城沖や日本海側にこ

ういった石油・ガス生産プラットフォームがあ

る。 

最近は水深が深くなるにつれ、いろいろな方

法が使われるようになった。今はFPSO（Floating 

Production Storage& Offloading）が主流だ。海が

深くなり海底から脚を立てるのが大変になって

くるので浮体式にして係留し、海底に設置され

た坑口装置から油を上げるラインを取り付け、

浮体上で処理して貯油しておき、シャトルタン

カーで陸揚げする方式が盛んになってきた。 

この図はFPSOシステムを支えるサブシーシ

ステム（海底石油生産システム）だ。ここでも

海中機器、海中コントロール、海底工事、ROV

などのいろいろな技術が使われているが、これ

らを組み合わせてオペレーションし、メンテナ

ンスして実際に商業化していくことが求められ

る。世界的にもサブシーシステムは注目されて

いて、日本にもそういうところに打って出たい

という企業があるようだ。技術的障壁は低くは

ないが、日本から世界に向けて飛躍して欲しい

と思う。 

 

1978年、かつて日本でも当時の通産省が海底

石油生産システムは必ず実現する時代がくると

先端的なことを考え、瀬戸内海にこういうもの

を設置して開発するというプロジェクトがあっ

た。実際にものを造りテストもしたが、残念な

がらその技術は今では残っていない。それでも

こういうことをやりながら技術開発に挑戦して

きた時代があったということで、これからも挑

戦することもあろうかと思う。 

日本の周りには石油は僅かしか無いが、これ

からメタンハイドレートが産出されることにな

れば、こういった技術がもう一度利用されるこ

とがあるかもしれないし、大きな産業の創出に

繋がることを期待している。また、海底鉱物資

源についても日本の周りで得られる時代が来れ

ば、きっと周辺技術は発達し、大きな産業にな

るだろう。 

これまでは海洋石油開発の話であったが、次

のFPSOはおそらく洋上LNG生産システムにな

るだろう。我々も20数年前から次はきっとこれ

だろうと取り組んできたが、なかなか実現には

至らなかった。それでも時代は進み、世界初の

洋上LNGがマレーシア向けに完成した。造った

のは韓国のSamsungだ。通常の船を作ってもせ

いぜい100億円以下、LNG船でも200億円程度の

仕事だが、LNG FPSOではプラント込だと1,000

億円規模の仕事になる。付加価値の高い仕事だ。 

中国の海洋への取り組みを俯瞰すると、国家

海洋局の存在はやはり大きいように思う。海洋

をコントロールする力を一元的に持ち、“国威発

揚”だけでも大きなモチベーションとなってプ

ロジェクトになっていく。その辺りは我々とは

少しスタンスが違う。 

我々はいろいろな研究開発や技術開発を進め

ることによって海洋技術を進展させたいと思っ

ている。機器類をつくるだけでなく、それらを

統合してどうオペレーションさせ、成果を得る

かが重要である。海洋調査・観測には時間軸と

いうものも必要である。今の現象だけを見ても

事象を真に理解したということにはならない。

過去に起きたことを振り返りながら現在と比較

するという時間軸を入れた四次元的思考と、

様々なツールを使いながらそれらに総合的なネ

ットワークを持たせ、統合し、海洋調査・観測

を進めていく。そして、隣国中国の技術動向も

見ながら我々なりの技術を極めていきたい。そ

のためにも、日本の皆様からのご支援をいただ

きながら目指すところに邁進していければと願

っている。以上である。ご清聴に感謝する。 

 

【質疑･応答】 

（倉澤上席フェロー） 

中国の海洋開発の技術、モチベーション、国

威発揚も含めて興味深いお話だった。海の中の

技術は非常に幅広いことがお分かりいただけた

と思う。それでは会場から質問を受けたい。い

かがだろうか。ご質問のある方は挙手を。 
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（フロア） 

今日、お話を聞いてたくさんの質問が出てき

たが、ここでは大きく絞って3つ伺わせてほしい。

「しんかい」が浮いているとき、カサの比重は

１以下だと思う。動力だけで沈むわけではない

と思うが、沈んでいる時のバラストはどうなっ

ているのだろう。2つ目は、深海底で10mしか光

が届かない理由を教えてほしい。3番目に、今、

燃料電池を研究されていると聞いたが、元々積

んでいるのはリチウム用電池だと思う。燃料電

池とリチウム用電池の2台を積んでいくのだろ

うか？そうだとしたら、燃料電池は何のために

積むのか？ 

 

（磯﨑） 

最初の質問からお答えする。実際に海に浮か

べると浮力材が装備されているので比重はマイ

ナスとなり600kgの浮力で浮く。それを沈めるた

めにおもりを持つ。「しんかい6500」の船体の下

部に鉄板を積むスペースがある。1,200kg=1.2ト

ンのおもりを持たせるのだ。1.2トンのおもりを

積むと、600kgの浮力に抗して600kgの沈む力が

生じる。その重みで沈んでいく。そしてどんど

ん沈んでいき、海底近くになったら半分の600kg

分のおもりを外す。そこで中性浮力が働く。重

さがプラスマイナスゼロになったところでスラ

スターを使って海底を移動し調査を行う。作業

が終わったら残り600kgを投棄する。それで元の

600kgの浮力を得ることになるのでスッと帰っ

てくる。安全策として何かあったら人間が中か

ら操作して600kgのおもりを落とせるようにし

ている。 

2つ目の質問だが、光も電磁波の一種であり、

水の分子の中に吸収される。空気とは透過性が

違う。水の中に光が吸収されてしまうのでどん

なにパワーを出してもそれ以上は通らない。 

3つ目の質問だが、我々は15年前にAUVの「う

らしま」を造っているが、その時から燃料電池

を使っていて、燃料電池で56時間連続運転し、

317km走行した。パワーがあって安定的に使用

できる燃料電池が将来の有効な技術だと考えて

いる。今はリチウムイオンを使っているが、や

はりこの先、燃料電池も使いたいと考えている。

最初はリチウム電池との併用ということも有り

得るかもしれないが、燃料電池は一つの“解”

だと思う。 

ちなみに、潜水中、水は外に出さない。1気圧

の中で発生したものを圧力の強いところで外に

出すには非常に大きなエネルギーを消耗する。

燃料電池でできた水は中に溜めて帰ってから捨

てることになる。 

 

（フロア） 

尖閣諸島沖合の中国の領海内で、石油なのか

ガスなのか、掘削用に15機作られたという発表

があった。日本は文句こそ言うものの何もしな

い。日本も周辺開発したらいいと思うのだが、

開発するほどの埋蔵量が無いのだろうか。資源

が有るのか無いのか、またそれを分かってやっ

ているのか。本当に採算は取れるのか。 

 

（磯﨑） 

私がお答えするのが適当かどうかというとこ

ろもあるが、一例でお話すると北海にはイギリス、

ノルウェー、オランダの国境が引かれている。北

海ではどこから油田開発が始まったかというと

国境沿いから始まり、国境近くから内側に向かっ

て油田開発が進められた。中国が中間線近くから

始めるというのは一つ考え方であろう。 

あの辺りは世界の大きな油田に比べたら埋蔵

量は少ないと思う。 

 

（倉澤上席フェロー） 

ところで先ほどの「蛟竜」と「しんかい」を

稼働率、稼働状況で比較するとどのようなもの

だろう。成果はどうか。 

 

（磯﨑） 

「しんかい6500」は1,438回程潜っているが、

日本周辺だけでなく、インド洋にも行ったし、
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2013年にはブラジル沖、カリブ海、南太平洋と

あちらこちらで潜航調査を行っている。地質的

調査、生物調査、資源調査で非常に成果をあげ

てきた。これらは全て公表されている。「蛟竜」

も水深7,000mまで潜ったと聞いているが、実際

にどこで調査したかという情報はなかなか公表

されない。国際海底機構という海底資源を管轄

する国連機関の支援で太平洋を調査するという

話が漏れ聞こえたことがあるが、中国の調査潜

水船としてどう使われているかはあまりよく分

からない。従って比較はできない。 

 

（フロア） 

東シナ海のところで中国の例が出たが、当時

と最新のものを比べた時に、技術的進歩という

のはどれくらい見られるか。 

 

（磯﨑） 

かつて、日本で米国の掘削船を造り始めた頃、

彼らはどさっと図面を支給し、言われたとおり

に造れと本国から監督者がたくさん来た。米国

よりも安く造れるが、品質が心配だからと図面

をたくさん渡し、監督者もいっぱい派遣して製

造工程を監視していたわけだ。機器は客が提供

するからパイプやケーブルを繋ぎ合わせるだけ

でいいという対応であった。そして中国は今ど

ういう段階かというと、まだ外国からある程度

の図面を持って監督者が来て、その監督のもと

で造らせている段階だと思う。しかし、造って

いる物自体は非常に先端的な掘削船など、最初

に比べたら随分進歩していると思う。技術レベ

ルの実態はまだ少しどうかなというところはあ

るが、時間との勝負だろう。数を重ねれば技術

はどんどんアップする。監督者数も減り、少な

い図面でも造れるようになると思う。何にせよ、

造り続けているというのが何よりの強みだ。 

 

（フロア） 

2つ質問がある。日本は地震国なので海底地形

探査が研究テーマとして重要だが、中国の一番

大きなテーマは何なのか。もう一つは、国際共

同研究について、日本の場合は「ちきゅう」な

どで外国にもオープンになっているが、中国で

も海外にオープンにしているのだろうか。 

 

（磯﨑） 

私自身、中国で何が最大のテーマとなってい

るかはよく分からないが、一つには石油資源が

あるかもしれない。昨今は石油の需給が緩んで

きているところがあるが、それ以前は中国も南

シナ海などいろいろなところへ出て自分達の産

業振興のための石油を確保したいということが

強くあったと思う。海洋石油の探査船を造った

というのもその一つの表れだったのかもしれな

い。 

中国でも国際的プレゼンスを高めていきたい

ということは当然考えていると思う。外から見

ていて、国際舞台で自分達の技術をアピールし

たいということがあるのだろうと感じられる。 

国際共同研究では我々はIODPという大きな

国際プロジェクトの中で「ちきゅう」を動かし

ていて、そこには中国も参加している。我々は

研究を主目的としてプロジェクトを進め、中国

の人が共同研究者として研究船に乗ることはあ

るが、逆のパターンはあまり聞かない。海洋に

関しては日本ほどオープンではないように思う。

国家海洋開発局の下、情報が非常に制限されて

いる面があるのかもしれない。あくまでも私の

知っている限りだが。 

 

【閉会】 

（JST 倉澤上席フェロー） 

丁度、時間となったのでこれにて閉会する。

今日はありがとうございました。 

（了） 

 



第89回研究会   

 

    

 

121 

【開会】 

（JST 倉澤上席フェロー） 

これより第89回中国総合研究交流センター月

例研究会を開始する。 

今日のテーマは中国の産学官連携について、

横浜国立大学大学院環境情報研究院・学府、環

境イノベーションマネジメントの近藤正幸教授

にお話しいただく。近藤先生は東京工業大学を

ご卒業されてから米国で修士課程を終えられ、

通商産業省（当時）に入省された。詳しくはお

手元の略歴を参照いただきたい。 

中国の産学官の連携はいろいろと進んでいる

ところもあるが様々な課題もあると思う。第13

次五か年計画ではイノベーションを非常に強く

打ち出しており、量から質へ、また中長期で公

益性の高いハイエンドのものへ移行していこう

と、イノベーションの根源となる人材や技術も

含めて学の方に集中している。それらをどのよ

うにイノベーションに繋げていくかが中国の大

きな課題だろう。日本とは産業構造が違うため

簡単に比較はできないが、今日は中国での産学

官連携における現状と課題についてお話いただ

き、日本の企業の皆様あるいは行政のニーズに

応えていくようなきっかけになればと思う。 

 

【講演】 

ただいまご紹介いただきました横浜国立大学

の近藤です。今日は宜しくお願いします。 

 

今日は企業の方のご参加が多いと伺っている

が、企業の方はどれくらいいらっしゃるだろう

か。（会場挙手） 

半分以上いらっしゃるようだが、今日は中国

の中で産学官連携がどのように行われているか

お話したい。中国のナショナル・イノベーショ

ン・システム（NIS）は日本とかなり異なるので、

歴史的な変遷も含めた話をしたい。中国の大学

については日本との比較でお話する。そして中

国の産学連携。産学官とはあるが、メインは産

学だ。大学発ベンチャーは日本とは圧倒的に違

うのでその辺りについても日本との相違に触れ、

今日は企業の人が多いと聞いていたので、日本

企業にとっての研究開発拠点としての中国とい

「「中中国国のの産産学学官官連連携携」」  
 開催日時  2015年11月4日（水）15：00～17：00  
 講師紹介  

近藤 正幸（こんどう まさゆき）氏 

横浜国立大学 大学院環境情報研究院･学府 

環境イノベーションマネジメント専攻 教授 

 略歴  

1973年3月東京工業大学卒業、1975年6月ワシントン大学修士課程修了、1976年3月東京工業大学修士課程修
了の後、1976年4月に通商産業省に入省。その後、スタンフォード大学博士課程留学、埼 玉大学大学院政策
科学研究科助教授、世界銀行産業エコノミスト、中部通産局総務課長、工業技術院研究開発官、通商産業大
臣官房調査統計部統計企画室長、統計審議会専門委員、英 国王立国際問題研究所(チャタムハウス)客員研究
員、工業技術院技術評価課長、高知工科大学大学院教授などを経て、2001年から現職。 
著書は、単著に｢大学発ベンチャーの育成戦略｣、共訳に｢インフォトレンド」、共編著に｢Innovation Networks 

& Knowledge Clusters: Findings and Insights from the US, EU and Japan｣、「21st Century Innovation Systems for 
Japan and the United States – Lessons from a Decade of Change」、分担執筆に｢入門 情報セキュリティと企業
イノベーション｣、「ベンチャーと技術経営」、｢企業活力｣、「 開発技術学入門」、｢Management of Technology: 
Growth through Business, Innovation and Entrepreneurship｣、「  Measuring the Dynamics of Technological 
Change」、｢Problems of Measuring Technological Change｣など。こ のほか論文43編、査読付国際会議論文35
編など多数。 
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うことで、配布資

料の1部について

お話したいと思う。 

日本企業が海外に

研究開発拠点を持

っていること自体

は皆さんの想像に

難くないと思うが、JETROの調査によると、日

本企業が海外に置く研究所が一番多く立地して

いるのは中国だ。中国の事を知っておくことは

自らの研究開発をうまく進めるためにも重要だ

ろう。 

 

科学技術政策をやっている人達がよく使う言

葉だが、初めに「トリプル・ヘリックス」とあ

る。これは産と学と官、それらが絡まり合って

いるという意味だ。その国際的学会が今年は清

華大学で開かれた。産学官連携で中国が注目さ

れている表れの一つでもある。産学官連携とい

うと米国が浮かびやすいだろうが中国でも非常

に盛んで、理工系では清華大学が一番だと言わ

れているが、多くの大学発ベンチャーが生まれ

ていて、キャンパスには企業との共同研究セン

ターの看板がたくさん掲げられている。日本企

業の名前もある。サイエンス・パーク（パーク

といっても殆どただの建物だが）にも外資系企

業の研究所が多く入っていて、そこにも日本企

業の名前が結構ある。 

 

中国科学院発のベンチャー企業であるレノボ

はNECのパソコン事業に51％の出資をしている。

IBMも既に中国（レノボ）に買収されており、

パソコンメーカーとしてトップの世界シェアを

誇る。HP（ヒューレットパッカード）は分割さ

れたようだが2位、次がDELLだ。4位以降は10％

を切っているが、日本企業はベスト5にも入って

いない。5位のASUSは台湾のメーカーだ。資料

としてお配りはしていないが、9月29日付けの日

経産業新聞に中国の大学発ベンチャーが日本と

かなり異なることについて記事を書かせてもら

った。興味のある方は是非ご覧いただきたい。 

 

中国のナショナル・イノベーション・システ

ム（NIS）はどのようなものか。従来のNISは公

的研究機関である中国科学院で非常にレベルの

高い研究機関だ。ロシアもそうだが、社会主義、

計画経済の国では大体において高レベル機関は

“Academy”である。実際的な研究は○○工業部

－機械工業部、電子工業部、化学工業部-の研究

所というようなところが行う。昔の通産省でい

うと化学製品課や鉄鋼製品課といった“課”が研

究所を持っているような形だ。その他、地方政

府の研究所もある。 

 

“技術は公共財”だった。中国の昔の特許シス

テムのことはよく知らないが、例えば新しい機

械を設計してモデル開発をすると国営企業のあ

る開発部門でその全てがチェックされる。ゆえ

に市場に出るまで技術情報を隠すというような

ことが無い。それが元々の姿で、技術を盗むと

か盗まないとか真似する真似しないということ

自体が存在しない。技術は公共財だから皆の物

という考え方だ。国営企業の生産工場は開発や

マーケティングといったこともしない。マーケ

ティングに関すること－どこにどれだけ配布す

る、どれだけ生産するというようなことは国家

計画委員会が決めるからだ。大学はというと、

最近は変わってきているが、教育が主で、昔は

あまり研究をしていなかった。 

 

私が初めて中国を訪問した1991年の科学技術

白書ではどういう構成が報告されていたかとい

うと、機関数では地方政府の研究所が一番多く、

研究費や研究者も3分の1くらい。業種所管中央

省庁の研究所－日本でいうところの各企業の研

究所は数こそ多くはないが金額的には凄い。そ

れと中国科学院。白書にはこれだけで、企業や

大学の研究費のデータは分からなかった。 

それが、鄧小平が「科学技術は第1の生産力」

と言ったことで科学技術が非常に注目され、大
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学や公的研究機関、国営企業が変わっていった。

先ず、大学や公的研究機関への政府資金が細っ

ていく。例えば国営研究機関では政府のお金が

64％から28％となり、大学も54％から23％に減

った。どんどん減っていくが、その代わりに自

由裁量の余地が増していく。そしてそれまで公

共財として無料だった技術が有料になる。ガラ

ッと変わった。中国の産学官連携はやりたくて

やっているのか、やらざるをえなくてやってい

るのか、やらされているのか色々な面があると

思うが、ある意味、そういうことをせざるをえ

なかったのかもしれない。技術とは元々無料で

あり、売り買いするものではなかった。それが

有料になり、技術市場を人為的につくることに

なる。技術取引の始まりだ。 

産業関係の公的研究機関は国営企業の研究所

になったり、公的研究機関自体が企業になった

り独立した法人になったりした。中国科学院に

ついて私が聞いた原案では、研究所も減らすが

研究者の3分の１を先端研究に従事させて残し、

3分の１を起業させ、3分の1を労働市場に開放す

るということだった。現実はそうドラスティッ

クにいかず、もう少し研究従事者で残ったよう

だが。数が多かった大学も整理統合し、1995年

には独立法人格を与え、1996年からは重点化と

して選別を始めた。国営企業は公的研究機関を

企業に付ける。また、大企業の中に「国家業界

技術センター」のような研究機能を創り出した。

それから民営科技企業というのが出てくる。基

本的に社会主義経済の国では民営企業というも

のは無かったが、協同組合は一部が許されてい

たので少人数から成る企業はあった。民営科技

企業は殆どが大学や公的研究機関から出てきて

いる。 

 

連携の仕組みの構築では、中国の場合、共産

党がかなりな指導力をもって方向付けをしてい

る。例えば東京都や横浜市のナンバーワンは都

知事や市長だが、中国では行政の長はナンバー

ツーであり、ナンバーワンは各市や省の党委員

会書記だ。大学でも学長がナンバーワンではな

い。党が人事権を握っているので日本とはガバ

ナンスが全く異なる。 

 

具体的な政策としては、産学官連携を推進す

るプロジェクトの推進やパイロット・プラン

ト・レベルの研究開発組織の創設がある。大学

や中国科学院が発明した技術をそのまま企業で

使うことはできないが、元々、中国の国営企業

には研究能力が無かったので、中間組織を創り、

そこで実用化研究を行う。国家工程研究中心は

国家計画委員会が、国家工程技術研究中心は科

学技術部が創設した。国家工程研究中心につい

ては資金の管理は国際公募を通じて外から呼ん

だマネジメントチームがかなり厳しい運営を行

う。また技術の有料化に伴い市場ができたこと

で特許法が必要となる。中国でも契約の概念は

あったと思うが、技術については当初、わざわ

ざ別の法律をつくっていた。その後、それは普

通の法律に吸収される。 

 

中国では元々技術は売り買いする商品ではな

かったが、技術市場を人為的に創って取引する

ようになった。2001年には技術取引活動に関係

するエージェントが54,000以上と大きな数にな

る。何を取引しているかというと、メインは特

許ライセンスではなく、当初は技術サービスだ

った。技術サービスの割合が低下し、技術移転

の割合が高まった。 

サービスにはいろいろな形があるが、私が聞

いたところでは、例えば機械関係では製図の図

面作りの手助けやデータ取りといったことだ。

先ほど、大学や研究機関で研究費が減った話を

したが、研究費が減っただけではなく運営費自

体も減り、それをどうにかして穴埋めしないと

いけない。中国では「単位（たんゆう）」という

が、自分の機関の診療所や食堂、職員寮といっ

た従業員が使う施設がある。それを運営できな

くなったら大変だ。そのため、一生懸命稼ぐこ

とを考える。それが背景にあって、だんだんに
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技術移転が進んでいく。 

元々、無料だったものが2005年には2兆円にま

で膨らんでいくが、ここでは産学官連携より産

産連携が多い。日本でも産学官連携と銘打って

はいるが、実際に日本政府が出す研究費のデー

タを見ると、企業から企業へと流れている研究

費の方がずっと多い。つまり、世の中では企業

と企業のやり取りの方が多いということだ。そ

こは政策的になかなか手が出せないところでは

ある。（話は中国に戻って）技術市場で大学は勿

論、一定額の8％はある。公的研究機関も15%あ

るが、一番はやはり企業だ。 

 

近年の技術市場における大学の割合は多少前

後するものの、大体5％くらいを占めている。北

京は大学の数も多いからかもしれないが、件数

も多い。 

 

科学技術政策体制にはいろいろな機関がある。

一番力を持っている国家発展改革委員会は大き

な投資資金が絡むプロジェクトを扱う。科学技

術部でも研究はしているが、政策研究などとい

った文化系に近い研究所なのでハードの研究所

はない。各省市には科学技術委員会がある。教

育部は大学を所管している。国家自然科学基金

委員会はファンディング機関だ。国家知識産権

局は特許庁のようなところ。国家質量監督検験

検疫総局には国家認証認可監督管理委員会が入

っている。それから衛生関係がある。 

何故標準が重要か。標準では単位やはかり方

も決める。非常に技術に絡んでいるが、一部に

強制標準があるからだ。例えば日本で標準を無

視した製品をつくっても逮捕されることはない。

しかし、中国の場合、一部の標準居ついては無

視して生産して物を売ると罰金、あるいは刑を

受けることになる。そこが日本と大分違うので、

気をつけないといけない。 

 

中国のNISは主に政府機関がやっているが最

近は大学の研究開発も重きをなしていて、産業

界も参画している。1991年の白書には無かった

データが殆ど日本と同じような格好になってき

た。政府は1986年の産業界におけるセクター別

研究開発費支出割合の35％を2001年には60％を

超すという計画を立て、それをきっかり成し遂

げた。政府の中にあった各部の研究機関を企業

に変換した李国営偉業に附置したりしたことが

かなり効いたのだと思う。そして今や中国の研

究費の72％は産業界が使っている。殆どOECD

諸国と変わりない。研究費の割合で見れば中国

は普通の先進国と同じような形になってきた。 

 

これは私が考案した“役割チャート”だ。横に

基礎研究、応用研究、開発を見て、縦に基礎研

究をどこがやっているか、開発をどこがやって

いるかということを示している。どこの国でも

大学はこのような形になり、基礎研究の割合が

高く、開発は殆どやっていない。対して、産業

界は開発が殆どで基礎研究はあまりやらない。

これもどこの国でも同様だ。しかし、日本の場

合、産業界が基礎研究を15%くらいやっていて、

公的研究機関はこの図ほどは（基礎研究を）や

っていない。面積は研究費の額に比例するがも

う少しここが小さい。応用も少し少ないが、大

学の基礎研究は大体、似たようなところだ。 

 

“本科大学”は日本の四年制大学と同じで、数

的には2008年に1079校と日本と大差ない。教育

部主管というのは日本での国立大学に相当する

が、これが73校。ちなみに日本は86校だ。他の

中央政府部門の主管は日本でいうところの防衛

大学校のようなところで33校。国立大学は少な

いが、地方政府の大学が533校と非常に多い。日

本では公立大学は100もない。一方、中国では私

立大学が369校と日本の私立大学597校に比べて

少ない。概して、国立大学の数は大差ないこと

を念頭に置いておいてほしい。 

性格別研究費の割合を大学の中で見ると、日

本の場合は基礎研究が高いのに対し、中国では

応用研究が高い。基礎寄りか応用寄りかで構造
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が違う。どちらが産学連携しやすいか。すぐに

役立つ技術なら中国の大学、10年先の技術を見

るのであれば日本の大学だろう。ただし、国全

体の基礎研究における割合はトントンで、応用

研究の割合は中国の方が高い。 

研究者の割合では、中国では産業界に多く、

研究機関と大学は同じ位でそれほど多くない。

しかし、人口の多い中国では絶対数が大きくな

る。例えば大学の割合が日本より低くとも、絶

対数は日本より10万人も多い25万人となる。 

 

特許の割合は日中間でかなり異なる。中国の

場合、国内特許出願に占める大学の割合は13％、

方や日本は2.4％だ。しかし、面白いのは集中の

仕方が同じ傾向を示していることで、双方共、

特許取得はトップクラスの大学に集中している。

中国ではトップ10大学が38％、トップ20大学が

53％で、日本ではトップ10で39％、トップ20で

54％。構造が似ている。 

 

中国の産学官連携、特に産学連携で日本と比

べたところを見てみたい。企業との技術契約件

数－共同研究なのか受託研究なのかは不明だが、

中国側も施設や場所を提供したり、キャッシュ

を出したりするのは頼んでいる方なので受託研

究に近いのではないかと推測するが、技術契約

件数は8000件くらいとたいしたことはない。金

額はおよそ263億、ライセンス件数も731とそれ

ほどではない。ライセンス収入は36億円ある。 

大学発ベンチャーを“校弁企業”というが、そ

の中には技術に絡まないセールスだけの企業も

あり、技術系の大学発ベンチャー“校弁科技企

業”は2300程度。この辺は日本とはあまり変わら

ないが、純利益になると圧倒的に違ってくる。

日本の契約件数は国立大学だけをみても14,000

近くあるし、ライセンスは4000件を超えている。

中国のライセンス件数は700件強だが収入は36

億円。一方、日本は4000件強のライセンスに対

して収入は7億円に留まっている。最近、日本で

はライセンスだけでなく特許自体を売るなどし

て収入を増やそうとしているが、それでもかな

り違う。 

 

政府が研究費を絞ったため、中国の大学にと

って企業からの資金割合が重要になった。企業

からの研究費の割合は中国の大学全体で平均

36％、清華大学では40％を超えている。方や日

本の場合は2.8％、米国でも5％程度だ。米国で

は企業資金が少ないのに何故あれだけ産学連携

が成功しているのかよく分からないが、お金の

面でみると米国では政府が大学にお金をつぎ込

んでいることが関係するかもしれない。先進国

で目立つのは14％のドイツだが、中国に比べた

ら全然だ。お金の面で見ると、中国では大学と

企業とガッチリ連携していることが分かる。 

 

清華大学が最初に連携した外国企業は日本の

パナソニックだと言われている。清華大学には

国内、海外両方に窓口があり、産学連携の窓口

は１つではない。およそ100の共同研究室があっ

て国内企業と海外企業が大体、半々となってい

るそうだ。海外企業は48か所。米国が一番多く

23、日本10、ドイツ5となっている。 

ちなみに契約金額は学科レベルか大学全体レ

ベルかで大きく変わるらしい。幾ら以上だった

ら学科、幾ら以上だったら大学全体をあげて協

力するとして、億を出さないとまともにやって

くれないらしく、その辺りは非常に厳しい。 

 

その他、地方政府との連携も非常に多い。各

地方に科学技術園と呼ばれるサイエンス・パー

クがあり、また研究開発プロジェクトや大学発

ベンチャーへの投資、さらには研究機関の設置

などといった連携がある。 

清華大学では地方政府と共同で6つのファン

ドを設置している。ベンチャー・キャピタル・

ファンドだ。大学はあまりお金を出さずに技術

を紹介し、地方政府がお金を積む。深圳には清

華大学研究院、北京にも工業研究院があり、河

北省、浙江省にも地方政府と共同で研究所や事
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務所を持っている。その他、産学官連携事務所

を18の地方政府と共同で設置しており、海外か

らのハイテク投資の仲介まで、いろいろなこと

をやっている。さらに、サイエンス・パークで

は管理会社やインキュベーターもつくっている。

実態は清華科技園の中にあるが、このように中

央政府、地方政府、国立大学と一体になってい

る。トップが全部繋がっていて同じ人事権を持

つところから来ているからであろう。 

 

中国の大学発ベンチャーは2004年で2300強。

数では日本とそう変わらない。しかし中国の場

合、数のデータがいろいろなところから出てく

る。2300というのは大分多い方で、年や出所で

1000を切るなど数の上下が激しい。ところが、

同じ出所でデータを追うと、一度上がった数が

いきなり下がるというパターンを描いている。

ダメなベンチャーを潰しているということだ。 

“院弁企業”という中国科学院発のベンチャーで

聞いたところ、10年の間に3分の１は無くなると

いう。日本でベンチャーが潰れることは殆どな

い。そこが随分違う。 

経済的インパクトについては出所がいくつか

あるが、校弁科技企業1185社で売上高は大体2

兆円くらいになる。しかし、その売上は上位10

校でほぼ7割を占めている。トップは確か30数％

くらいになっていたと思うが、私が調べた中で

一番大きいのは北京大学の北大方正グループだ。

従業員約30,000人、2008年度の売上高は約6,700

億円で、日本にも子会社がある。 

参考までに日本はどうか。これは経済産業省

があるシンクタンクに委託して出した数字だ

が、市場規模はおよそ2700億円、雇用者数は1

万7000人だ。先ほどの北大方正が一社で3万人

だから、日本の大学発ベンチャー全てを合算し

ても、中国の一番大きいところの半分にしかな

らない。間接効果を含めると、雇用者数は約

34,000とやっと追いつく感じだが、売上の方は

全然追いつかない。 

 

ベンチャーはどのように定義されているか。 

校弁企業とは、大学が何らかの形で経営に参画

する企業のことで、日本とは少し異なる。これは

筑波大学の菊本先生と私が二人で作った定義で

文科省の調査でも使われているが、日本の定義を

先に紹介すると、「経営資源の基本要素である人、

モノ（技術）、カネのいずれかが大学から何らか

の形で供給されて創立されたベンチャー企業」と

している。一方、中国の場合、定義を探したがな

かなか見つからず、「大学が何らかの形で経営に

参画する企業」としか言えない。しかし、「税制

上の優遇を受けることのできる校弁企業の要件」

としては；①大学自らが出資していること、②大

学が経営管理の責任を負うこと、③経営収入（利

益）が大学の所有物となること、とあった。こう

いう点では日本に比べて中国の方がかなり狭い

定義と言える。大学の先生達が自分達の技術で作

った会社はベンチャー企業の統計に入ってこな

い。実際、中国のそこそこの大学の工学科の先生

はかなりの割合で自分の会社を持っているが、そ

の売り上げはデータに入ってこない。ニッチなと

ころを入れると、全体的規模はもっと大きくなる

だろう。 

 

何故、中国の大学の先生はこれほど産学連携

をするのかというと、研究費や情報が欲しいの

は勿論だが、大学によってはそれが強制されて

いるからだ。大学発ベンチャーや産学連携それ

自体が強制というわけではないが、外からお金

を取ってくることはマストになっている。これ

はベスト5に入るある大学教員から聞いた話だ

が、大学教授でいるためには毎年、一定額のフ

ァンディング（1,000万円から2,000万円程度だ

ったと思うが）を外から入れないといけないら

しい。古参の教授は政府のプロジェクトを持っ
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てくるが、政府ファンドを取りにくい若手は企

業から取ってこざるをえない。また、論文の執

筆と学部の授業の2つもマスト条件で、この3つ

を満たさなければ格下げされるという。大学発

ベンチャーをなぜ持つかというと、大学が企業

から受け取りつつ横でもいろいろと動かすので、

教員個人として受け取るということらしい。小

さい規模であればそれこそいろいろな先生が持

っているようだ。 

 

中国の大学発ベンチャーの歴史は日本より長

い。1950年代より学生の実習を目的とした工場

が学内に設置されているが、まさに実用主義だ。

また、研究・教育の点から印刷工場が設置され、

さらに大学は教職員の福利厚生まで全てを担う

「単位」としてホテル、食堂、保育園といった

施設を運営してきた。実務的運営にある程度慣

れている。1980年代には科学技術系の校弁企業

が出てくるが、この頃、日本ではまだ産学連携

とは言っておらず、学園紛争の頃はむしろ「産

学連携は悪だ」などと言われていたくらいだ。

日本が始めたのは、1982年もしくは1983年で、

当時の文部省がそのための地域共同研究センタ

ーを作ったのが始まりだった。中国科学院の陳

春先先生らがシリコンバレーを視察した後、「北

京プラズマ学会先進技術発展服務部」というベ

ンチャーが創られている。これが中関村の布石

となり、その後、中国科学院は北京市海淀区政

府と一緒に「科学技術発展中心」を設立し、そ

れが中関村となる。 

 

1990年代になると政府の大学等による企業創

設の支援姿勢が明確になる。1991年8月には当時

の教育委員会と科学技術委員会が「大学の科学

技術の事業についての意見」という通達を出し、

教育や研究とは違ったマネジメントを実行する

ことを許可した。ちなみに、中国では通達や声

明が法律と同じように効力を持つので、いちい

ち法律を作ったりしない。1993年になると大学

のハイテク産業の展開が大学の評価基準の一つ

になる。さらに1995年、「科学技術の進歩を加速

することに関する中共中央と国務院の決定」に

おいては、大学・研究機関が自らハイテク企業

を設立することを奨励した。1993年には復旦大

学の校弁科技企業が上場第1号として上海証券

取引所に上場している。1995年には清華大学の

持ち株会社が設立された。 

 

この中に清華大学の科技園、もしくは1990年

代のサイエンス・パークに行かれた方はいらっ

しゃるだろうか。行けば科技園と大学が物理的

にも繋がっていることが分かる。ドアのこっち

は大学、こっちは科技園となっていて、先生や

ベンチャー企業の社員が行ったり来たり、どっ

ちがどっちだか分からないくらい何が何だか分

からない状態で、もし同じことを日本でしたら

大変なことになるだろう。利益相反という概念

がなく、勤務時間もどうなっているのか分から

ない。 

一つ例示する。形式上は先生が寄付したキャン

パス内の建物に会社が入居し、従業員に自分の博

士課程の学生がいる。その先生授業はせず学生指

導のみなので給料は少ないが、健康保険、住居は

全て大学に世話になっている。そこで差額を大学

に毎月納付する。ベンチャーがうまくいっている

のに何故、大学を辞めないのかというと、この先、

もしこれが失敗しても大学に籍があれば戻って

こられる、その時には仲間の先生に授業を分けて

もらって食べていくことができるという。規則上

どうなっているかと聞けば、中国は市場経済の発

展途上で全てが実験だから、やってうまくいけば

それを規則化して法律にすればいい、法律に無い

ことはやればいいという考えだ。中国にはこのよ

うな柔軟性がある。法律は後からつくればいい、

ルールは後から付いてくる、ダメだったら戻れば

いいというリスクの低さもある。同級生がお役所

や国営企業の幹部にいることもリスクの低さに

繋がる。しかし、あまりにも大学と企業の境目が

ないので、大学と校弁企業の在り方については管

理会社を置くとして、三階管理モデル－大学と大
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学発ベンチャー、管理会社の3階建てとして切り

分け、兼務を無くし、会計を綺麗にするというこ

とも試行している。一部の大学ではこのような見

直しを始め、だんだん整理されてきているという

ことだ。 

 

3次元CADのソフトウェア企業に限った調査

だが、中国の大学発ベンチャーについて国会図

書館の小林信一先生と調査して私がの成功要因

をまとめたことがある。 

中国国内の場合、ハイテクができるのは研究

所か大学で、企業は工場でしかない。競争相手

の企業は新しいベンチャーもしくは外国企業で、

国内企業が競争相手になることはない。“駆り立

て要因”として金銭的誘因とあるが、予算圧力

もある。研究費だけなく運営費自体もカットさ

れる中、「単位」を維持しなければならない。こ

のようなドライビングフォースが働く中、競争

相手としての国内企業はいない。 

“実現要因”では研究者に特別の流動性とある。

普通の人は戸籍を移せないが、研究者と技術者は

戸籍を移すことができるので、ベンチャーを作る

とどんどん人が集まってくる。政府が創るとこ

ろならさらに通りもスムーズだ。また、出身機

関の施設・機器について、ソフトウェアも含め

て融通が効く。出資しているのだから自分のと

ころの施設、機器を無料で使っていいという考

えだ。加えて、公的投資・グラントとして、例

えば地方政府がファンドをつくっているのでそ

こからの投資が結構ある。地方政府はハイテク

産業の育成をしないといけないので自分のとこ

ろでハイテク産業を育てたいが目利きができな

いため、大学と一緒になる。ここで凄いのは、

特許とか固いことを言わず、種になる技術だけ

で現物出資と認めるということだ。さらに、3分

の1だったか4分の1だったか、技術を提供した人

には株を提供しないといけない。主たる発明者

には半分をあげないといけない。つまり、自分

がこの技術でつくりたいとなった時、皆がOK

したら一円も出さずに新しい会社の何分の1の

株式は自分のものになるということだ。私が聞

いた当時の話で今はどうだか知らないが、失敗

してもまた戻って先生を続けることができる。 

“需要／市場要因”も凄い。中国の標準は一部は

強制標準だから、その通りに設計しないと捕まっ

てしまう。設計ソフトに標準が入っていることは

有り難い。また相談センターを全国何か所に置い

てきめ細かいサービスを行うとしている。 

 

日本の産学連携との相違については、一つは

中国の場合、産学連携というよりも学・官の変

化を通じてNISがガラッと変化したので、そうい

った大変化の中で産学連携もドラスティックに

進んできた。大学の研究費における企業からの

資金割合は中国の方が圧倒的に高いし、また中

国では国、地方含めて政府がリードして深く関

与する。さらに中国の場合は制度の運用が非常

に柔軟で、産学連携における国際性も高い。清

華大学が産学連携をした時、はじめから外資系

企業の窓口を別に設けていたことからもその国

際性の高さが伺える。インセンティブや強制に

ついても中国の方が強い。 

もし、中国に工場などがあり、現地で産学連

携をしたいなら、金銭面では結構厳しいという

ことと、地方の大学にも結構良い先生がいると

いうことを覚えておいていただきたい。日本企

業はブランド志向だから地方には来ないで北京

や上海の大学に行ってしまうという話を聞いた

ことがある。しかし、地方にもレベルが高いと

ころがある。地方大学を狙うといいと思う。競

争相手がいないから非常に歓待されるだろう。

一度コンタクト取ると毎月のようにラブコール

がかかるかもしれない。 

 

中国では産学官連携を何のために行うか。目

的によって相手は異なる。技術が欲しければ技

術の高いところと組み、学生が欲しければ優秀

な学生がいるところと組めばいい。しかし、中

国の場合はそれだけで産学連携をしているわけ

ではないだろう。規制、標準といった技術的な
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ところはお役人ではなく大学の先生や公的研究

機関が作らなければならない。また、社会シス

テムの開発については、大学や地方政府と組ま

なければやっていけない。日本企業がやる場合

はいろいろな目的があるだろうが、大学側とし

ては資金や技術テーマを出してくれればいい。

一部の大学では外からお金を入れるのは義務で

もある。 

 

中国はランキング好

きだ。予算圧力や評価

のプレッシャーもある

がインセンティブも凄

い。日本では論文を出

してもお金にはならな

いが、中国は国をあげて論文を創出するとして

いるので、論文を出せばお金がもらえる。特許

でもキャッシュボーナスだ。ゲンキンなもので、

現金だからそれは効く。これはこれではっきり

していていいかもしれない。日本ももう少しプ

ロジェクトを成果主義にした方がいいのではな

いかと思う。日本の場合はどれだけ予算を取っ

たかだ。大学ランキングはいくら科研費を取っ

たかで、どれだけ成果を「出したか」ではない。

普通の企業では研究費を少なくしてたくさんの

成果を出した方が良いとされるが、大学では研

究費をたくさん取る方がいいとされる。その辺

りの評価は難しいところだ。 

金銭的なインセンティブは日本では難しいか

もしれないので、やりがいや楽しみ、名誉とい

ったところでもっと工夫しなければいけないだ

ろう。一番はやる気をそがないことだ。正しく

行うことは勿論重要だが、そのために制度の運

用が細かすぎたり煩雑すぎたりして、正しい使

い道だとしても柔軟な使い方ができない。失敗

してもOKという認識が社会にもっと広まるこ

とも重要だろう。 

 

SBIR（中小企業技術革新制度）というものが

ある。中小企業をフィージビリティスタディの

段階から支援するもので、米国から始まった制

度だ。しかし、日本の場合、最後のところが少

し欠けているように思う。出来上がった製品を

政府が必ず買うとは言わないのだ。米国では要

求した技術を開発すると本当にそれを購入する。

二大大手は軍とNASAだ。お金がかかっても最優

秀な製品が欲しいから本当に買う。日本の場合

はせいぜいセールスプロモーションのお手伝い

だ。最近、やっと良くなったのはベンチャーで

も政府の入札に参加できるようになったことだ。

以前は実績が無ければ参加できなかったので、

ベンチャーの応札は不可能だった。NEDOやJST

が開発した技術は経産省や文部省が率先して買

って使うような勢いがあるといい。これがあれ

ば大学ベンチャーも随分良くなるかもしれない。 

日本の大企業でも同じようなことがあるらし

い。医学関係の例だが、実績が無いので、米国

やエストニアで売って“実績”にしたそうだ。

HALというロボットも最初の許可はドイツで取

って売り始めた。日本で開発したものを何故、

最初に日本で売ることができないのか。是非、

それをやってほしい。 

 

最後の15分で補論する。 

日本企業でも最近はよくグローバルと言い、

若い人が海外に赴任したがらず困っていると聞

くが、実際、日本企業はグローバル化のための

お金をどんどん出している。かつて日本は貿易

立国などと言われたが、今は貿易赤字でとても

貿易では食べていけない。黒字になっているの

は投資収益なので投資で食べている。投資とは

何かというと、米国の国債の利子もあるが、海

外の姉妹会社が稼いだものや特許のロイヤリテ

ィだ。海外では結構稼いでいるので、海外に投

資しているのだ。投資が一番多いのは米国、2番

目が中国で、以下は先進国が多いが、ブラジル、

インドネシア、インド、ベトナムなどある。ケ

イマン諸島はご存知の通りタックスヘブンでペー

パー会社を作っているところだ。シンガポール、

スイス、ロシア、フィリピン、タイ。馴染みが
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あるように思われるフィリピンやタイより、ロ

シアの方が実際の投資額が多く、台湾も馴染み

が深いように思うが、投資額で見るとそれほど

ではない。アラブ首長国連邦は油があるからだ。

南アフリカは鉱山関係もあるが、日本が大きく

絡んでいるのは自動車産業だ。日本も車を外国

から輸入している。一番多いのはドイツで2番目

が南アフリカだ。南アフリカには自動車のアセ

ンブル工場が非常に多く立地しており、ベンツ

やBMWの軽い方の車は大体が南アフリカ製のよ

うだ。 

 

研究所はどうだろう。日本企業の海外研究開

発拠点の変遷を辿ると、最初は米国やヨーロッ

パだったものが段々とアジアにシフトしている。

その中でも中国がトップだ。これはJETROの調

査だが、アジアの中では次点がタイだ。日本企

業の研究所がタイに多いのは工場が多いからで、

日本企業は製品関係の研究所を工場の近くに作

りたがる。 

日本企業の今後（3年程度）で海外研究開発機

能を拡大する国・地域を基礎研究、新製品開発、

現地市場向け仕様変更でみると、全てにおいて中

国がトップだ。これは2005年と古いデータだが、

UNCTADという国連機関の調査で世界の多国籍

企業のR＆D拠点先を見るとやはりここでも中国

がトップだ。中国、米国はどこの国も共通だが、

日本ではインド、ロシアが入らずに、シンガポー

ル、マレーシア、タイといったところが入ってく

る。そこが世界の多国籍企業と違う。 

 

世界の多国籍企業が研究所の行き先として

一番狙っているのは中国だ。欧米企業は国境の

意識なく研究開発を国際展開するし、グローバ

ルなHQを海外に設置することも厭わない。例え

ば、ある事業部門を別会社にしてそのHQを自国

以外に置く。生産のための海外子会社でも生産

技術の開発を行う。こういったことを日本企業

は殆どしていない。聞いた話では、製品サイク

ルが早く、新しい生産ラインができたらコスト

ダウンなど次から次へとタスクが重なり、それ

だけで精一杯になってしまうので大学の先生と

共同研究をしている暇などないからだと言う。 

日本企業は欧米企業に比較して研究開発の国

際展開が出遅れ気味で、有名校に集中する傾向

がある。一方、欧米企業はきちんと論文をみて

相手校を探していて、尚且つ大学名で選んでい

るわけではない。該当する分野でみて研究者が

いたらとコンタクトする。例えばイギリスの博

士課程の時に書いた論文を見てその研究者にコ

ンタクトしたらタイの田舎の大学にいたという

ようなこともある。 

 

中国の大学からみて日本企業と欧米企業はど

う違うか。日本企業は地理的に近いせいかもし

れないが、進捗状況を頻繁かつ細かくチェック

する一方、情報は共有しようとせず、対して欧米

企業は最初にきちんと目標や中間マイルストー

ンを決めて、後は放っておくということだ。情報

共有はする。欧米式では情報が漏れないかどう

か心配なところもあるが、日本式でやり過ぎる

と煩わしく感じられるようで、どういったやり

方が双方にとって良いのか難しい。 

 

自動車産業の場合は“すり合わせ型”で共同

開発するため、組み立てメーカーと部品メーカ

ーがセットで中国に研究機能を置くが、電機産

業では単独でも研究機能を中国に設置する“モ

ジュール型”だ。半導体やコンデンサーメーカー

がわざわざ一緒に来るようなことはない。製薬

産業は少し特殊で、日本企業は実はあまり出て

いないが、動物実験・臨床試験・認可といった

研究開発過程の容易性も立地要因になる。例え

ば日本ではマウスやラットといった小さい動物

くらいだが、中国ではある種の猿が使いやすい

らしい。中国でやった方が早いかもしれない。

また大学関連の病院がたくさんあり、患者さん

が比較的協力的らしく、治験者を集めやすいと

のことだ。 

中国と他の途上国はどう違うかというと、中
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国については標準・技術規制に関心があり、産

学連携は当初目的の一つとしている。先端的な

研究もやっている。他の途上国はどうかという

と、いずれも中国と共通の事柄だが、まず転職

が問題になる。現地研究員の創造的な能力にも

不満がある。ちなみに、これらは全て大正から

昭和初期にかけて日本が言われていたことだ。

日本の研究者は真似こそ巧いが創造的な能力が

足りないと言われていて、それで理研ができた。

しかし何年か訓練すれば創造的能力が発達し、

自分で問題を作って解けるようになる。最初の

内は言われたことしかできず、その先や応用を

求めると行き詰ってしまうが、段々に訓練して

いくとできるようになるのだ。 

現地・途上国向けの製品開発と現地・近隣国

からの部品調達開発も中国と他の途上国の共通

事項だ。日本からの部品をなるべく減らし、現

地や周囲から持ってくる。これは結構大変なこ

とだがかなり進んでいる。 

 

立地先も北京と上海で大分、毛色が変わってく

る。北京には中央官庁があるので、規制や標準が

関係する分野や、理工系の大学が集中しているの

でそういった人材を活用するIT、エレクトロニク

ス、通信分野が集中する。一方、上海は大きな消

費地として消費財産業である自動車、化粧品や、

バイオ系のサイエンス・パークが整備されている

ことから医薬品産業が集中している。 

 

今は独資でも随分と出来るようになったよう

だが、昔の生産会社はどの産業でも（中国では）

現地51％だった。研究会社だけであれば100％日

本法人でできるし、本当は独資でやりたい。し

かし合弁にもいいところがある。現地向けの製

品開発や現地での調達部品の開発をしやすいし、

現地政府の支援も受けやすい。現地に入ろうと

思えば、51％が中国だから国家プロジェクトや

標準委員会、技術開発委員会にも参加できる。

実際に標準委員会に入っているかというと未だ

メンバーには入っていないがオブザーバーとし

ては入っているようだ。 

R＆Dに関する知財権については、アンケート

調査で聞くと問題があるという回答ばかりが返

ってくるが、私が現地ヒアリングでマネージャ

ーに聞くと問題は無いという。アンケートとヒ

アリングの回答結果が違うので、知財の問題に

ついてはよく分からない。問題が無いというよ

り、問題が無いようにしているというのが本当

のところかもしれない。 

 

産学連携について日本企業にヒアリングした

ところ、日本の大学に比較して中国の大学は窓

口が産学連携に熱心でフットワークがよく、い

ろいろと融通が利き、アカデミックでない作業

も受託して優秀な学生が何人も参加してくれる

そうだ。日本の大学では下手すると手続きだけ

で相当な時間がかかってしまうが中国ではさっ

と進むところがある。また、中国の一流大学の

院生はかなりの割合で奨学金をもらっているが、

奨学金の決定権が先生にあるので、優秀な学生

が先生の言うことをきいてくれるようだ。 

 

中国での研究開発が実際にうまくいっている

のかどうか調べようと、研究産業協会（当時名

称）と東洋経済に載っている企業にアンケート

調査を行ったことがある。「そもそもの設置目的

に合っているかどうか」を聞いたところ、「目的

にかなっている」、「ある程度目的にかなってい

る」が多かったので比較的うまくいっているよ

うだ。 

それでは目的適合度の高いマネジメントと低

いマネジメントでどう違うかというと、設置理

由・位置づけについて「コスト」を前面に出して

いる企業はあまりうまくいっておらず、「日本向

け」としている企業にうまくいっているところが

多い。資源投入度については、あまりよくない企

業では研究者・技術者数で見た規模が小さく、海

外拠点の研究開発費の比率も低い。また、あまり

よくない企業ではテーマの決定権を本社が握っ

ていて現地人の割合が低い。目的にかなっている
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企業では現地決定の割合が高い。つまり、中国の

場合は現地化が進んでいるほどうまくいってい

る。ところが米国の場合はこれが逆で、現地化が

進むほどうまくいかないという傾向が出る。これ

は何故かというと、米国の研究所はヘッドが優秀

でないと良い研究者が集まらないからだ。論文も

出るが、本社が思うことと少し違ってくるので結

果として設置目的と異なってしまう。しかし中国

の場合、目的は現地向けの製品開発だ。現地を分

かっている人達がテーマを決めた方がそこに適

う。リクルートの仕方も違う。だから目的にかな

っている企業では現地コア人材がいる割合が高

い。研究内容について、（中国の）目的にかなっ

ている企業では「実用研究開発」が多く、あまり

よくない企業では「独自基礎研究」が多い。運営

上の問題点であまりよくない企業では「人材流

出」、「海外研究の評価の困難」、「費用対効果」が

問題となっている。 

設置時期や資本金、設立形態には差は認めら

れなかった。 

 

研究所は中国が一番多く、それが結構うまく

いっていることが分かった。それでは中国にお

ける特許や発明は誰がやっているのか。発明者

の住所と名前を見ると大体のところが分かる。

ちなみに日本企業は1980年代の後半にタイで結

構、特許を作っていたが、それはタイに行って

いる日本人が発明して特許を得ていた。日本本

社の技術者も絡み、現地とセットで作って特許

を取るというパターンだ。中国の場合、知財の

創出でいうとアジアではまぁまぁ良い。意外と

多いのがロシアとインドだ。投資額はそこそこ

だが、実は日本企業も意外にそこで特許を作っ

ている。 

 

中国における特許出願のシェアでどういう企

業が出しているかというと、件数が多いのはや

はり中国企業と台湾企業だ。日本企業ではソニ

ーとパナソニックがかなり出願している。ここ

で注目いただきたいのはFOXCONNTechnology

という企業だ。実際は台湾の企業だが鴻海が親

会社で中国名は“富士康”という。鴻海はアップ

ル製品を組み立てているだけでなく、技術開発

も凄い。従業員も中国だけで120万人くらいいる。 

特許については中国の中国人がメインプレイ

ヤーであり、中国にいる日本人の（特許創出）

割合は少し増え、日本にいる日本人は減ってい

る。意匠（デザイン）では元々少なかった中国

の日本人の割合が最近はさらに少なくなり、中

国にいる中国人と日本にいる日本人が共同で作

るのが増えている。興味のある方はここに挙げ

たものなどを読んでいただくといいと思う。 

ご清聴ありがとうございました。 

 

【質疑･応答】 

（JST 倉澤上席フェロー） 

幅広いお話をありがとうございました。それ

では質疑応答として、ご質問のある方は挙手い

ただきたい。 

 

（フロア） 

今から6年程前、日本の中小企業にエンジニア

が少なくなることを懸念して、日本語が分かる

中国人大学卒業生を教育して日本の中小企業に

就職させる事業を立ち上げた。果たして、7人来

たがその殆どが帰ってしまった。何故だろうと

考えた時、彼らは丁度一人っ子世代の卒業生だ

った。一人っ子は問題ではないかと思っていた

が、予想通りプライドが高くモチベーションが

低い。これは6年前の話だが今の中国の大学生は

どのようだろうか。 

 

（近藤） 

最近は大学生と話していないし、状況自体が

よく分からないが、私の大学には中国からの留

学生がたくさんいる。確かにプライドは高い。

しかし日本に来ている留学生は日本で就職した

いと思っていて、（少なくとも横浜国立大学に来

ている中国人留学生の）モチベーションはかな

り高く、能力もそこそこ高い。有名な所では北
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京大学や浙江大学のトップクラスからも来てい

る。彼らが卒業後に中国へ帰るかというと、少

なくとも何年かは日本で働きたいという人が多

い。一人っ子政策だから最終的には帰ることに

なるかもしれないが、日本に留学している学生

を捕まえたらいいと思う。データしか見ていな

いが、中国の大学生で卒業時に就職が決まって

いるのは6割程度、後の4割は決まっていない。

プライドが高いから彼らはレベルを落とさない。

無職になってもそれなりの所を一生懸命探す。

ある程度の技術内容や待遇があれば、日本にい

る留学生は日本企業に何年かでもいてくれるの

ではないかという感じを受ける。 

 

（フロア） 

最近の日本の大学生も中国と同じでかなり甘

やかされて育っている。それでも日本人学生が

会社でそれなりに使えるのはアルバイト経験が

あるからではないかと思う。アルバイトをすれ

ばビジネスのやり方やコミュニケーション能力

が高くなる。しかし中国では学生はあまりアル

バイトしないというので、そこら辺も大きいか

もしれない。 

 

（近藤） 

私は、学生はアルバイトしない方がいいと思

う。米国の大学では学期中はアルバイトしてい

る学生はいない。アルバイトなどしていたら就

職は勿論、大学院へ進学もできない。同じ大学

の同じ学科を出て、GPA（Grade Point Average）

が0.何ポイント違ったらそれで給料が違ってく

る。学期中は必死で勉強して、夏休みなどにア

ルバイトをする。 

一人っ子にもいろいろな問題があるかもしれ

ないが、私自身も一人っ子で社会人としてずっ

とやってきている。さほど問題は感じていない

（会場・笑）。一人っ子によるのかもしれないが。 

（フロア） 

巨大なマーケットである中国でビジネスを展

開しようと考えている。日本の中小企業の皆さ

んはいい技術を持っていると思うので、それを

中国企業に紹介することで双方を結び付けてい

くのはメリットになるのではないかと思う。し

かし、この時、民法上の契約において瑕疵担保

の責任を負わされる。技術供与するというと、

その技術が他人の地雷を踏んで訴訟で追いかけ

られたりして、その費用を負担しろなどと言わ

れる。ところが貸し担保を負わない契約は中国

民法では無効とされる。ここをうまくすり抜け

る方法はないだろうか。 

 

（近藤） 

問題があった時に情報を一番分かっているの

は北京のJETRO事務所だと思う。特許庁の人も来

ている。中国の場合はその手の契約、ライセンス

契約かどうか分からないが、いろいろな引っかか

り方があるのでかなりの事例が蓄積されている

だろう。そういうところに聞くのが最善だ。知財

関係については日本企業が北京で勉強会をやっ

ているらしく、そこで情報交換もしているようだ。

そういった日本商工会議所のようなところと

JETROとで意見を言う場もあるらしい。だからそ

の辺りはやはりJETROが一番詳しいだろう。 

 

（フロア） 

技術の価値は国でシェアされるため、その中

身は他の企業や機関にも提供され、独自の技術

を保持することが難しいとのことだが、海外企

業が産官学連携する時はどのようにプロフィッ

トを継続的に維持できるのだろうか。また、連

携のマネジメントには海外の人間が入っている

というが、技術開発の内容自体が海外に流出し

てしまうのではないか。秘密保持を担保してい

るのだろうか。 

 

（近藤） 

中国の国家プロジェクトには中国企業であれ

ば参加できるが、私がヒアリングしたところで

はどこの日系企業も参加しておらず、誰が特許

権利者になるか分からない。少なくとも私が調
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べた時点では外国企業は入れなかった。外資系

企業については51%を中国で持っていればそれ

は中国企業ということになるので入れるとは言

っていた。実態を知るためにも入った方がよい

のではと思うが、理由は分からないが彼らは入

っていかない。 

 

（フロア） 

現在の第12次五ヵ年計画においてはハイテク、

データ、価値創出、今度の第13次でもそれがさ

らに強化されていくという。海外との連携を重

要視していくのではないかと思うが、産官学連

携においても海外企業と連携していく時に、技

術の中身が独自で担保されなければなかなか連

携できないのではないか。 

 

（近藤） 

どこの国もそうだと思う。特に米国企業とや

る時は知財の所属問題などが非常に大変だ。国

際的にはそういう例がたくさんある。中国政府

がそれをどこまでやるかだろう。中国もWTOに

も加盟してTRIPSといった国際的な枠組みに入

ってきているので、そうそう変なことはできな

いと思う。 

 

（フロア） 

中国との大学連携をここ10年、始めているが、

日本の社会環境とあまりに違うので非常に戸惑

っている。先生のお話通り、中国の大学では産

学連携を当たり前のようにやっている。仰る通

り、中国の大学教員の給料は低い。外部から金

を稼いでこいなど、いろいろなDUTYが重なり、

それが全てポイントになって大学評価から学部

評価、学科評価、先生の評価と様々なことに追

われて非常に忙しい。一方で日本の場合は学生

教育に非常にウェイトがかかり過ぎているため

に対外的連携がしにくい状況にある。日本の大

学の特徴として若手人材の育成に重点が置かれ

ているが、中国の先生に言わせると対外的な連

携に取り組まなくてはいけないので、なかなか

学生に手が回らず、教育が疎かになっていると

言う。日本とは真逆だ。教育畑はこれを問題視

しているという話を聞いたが、先生のご覧にな

った状況ではどのようだろうか。 

 

（近藤） 

中まで踏み込んだことはないが、1か月近く招

へいされて経済系を教えていたことがある。雰

囲気でいうと、中国の大学の先生は個人的には

生徒を可愛がっていると思う。大学院でも負担

にならないよう奨学金の面倒をみたり、学会発

表でも海外に連れて行ったりしている。大学院

に関していえば、私の見る限りは熱心だと思う。

しかし学部のことは分からない。学部では学生

は大体が寮に入るが、4人部屋なので部屋ではほ

とんど勉強できない。そのため、彼らは夜に教

室で勉強している。22時半頃までは電気が点い

ているし図書館もある。空いている教室全てに

電気を点け、学生はそこで勉強している。博士

課程へ行って論文を出そうという目標があるか

らかもしれない。論文は利益に繋がるので彼ら

も必死だ。博士になれば給料もいい。中国と日

本では博士に対するイメージが全く異なる。中

国は米国と同じで、博士号を取れば立派でどん

な企業にも行ける。学部のことはよく分からな

いが、私のイメージでは大学院生はそこそこ勉

強して立派な論文も書いている。 

 

（フロア） 

 

【閉会】 

（JST 倉澤上席フェロー） 

近藤先生、貴重な話をどうもありがとうござ

いました。これにて閉会する。 

（了） 
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【開会】 

（JST 倉澤上席フェロー） 

ここれより中国総合研究交流センターの月例

研究会を開始する。 

本日は一般財団法人国際貿易投資研究所の研

究主幹 江原規由様より、最近、一番話題になっ

ている“一帯一路”－シルクロード構想と中国の

対外発展戦略をテーマにお話をいただく。江原

様のご略歴はお手元の資料の通り、東京外国語

大学をご卒業後、日本貿易振興会（JETRO）に

入会し、大連事務所を設立、初代所長に就任さ

れた。国際貿易投資研究所の研究主幹に就かれ

てからも研究の場を拡げられている。 

このところ中国は矢継ぎ早に中長期の成長戦

略に沿った活動を行っているが、今日は江原様

にその辺りの具体的な話と今後の見通しについ

て、日本はどうするべきかというところも含め

てお話を伺いたいと思う。 

 

 

【講演】 

ただいまご紹介いただきました江原です。よ

ろしくお願いいたします。 

今日は「“一帯一路”と中国の対外発展戦略」

についてお話させていただきます。“一帯一路”

は現代版シルクロードといえるかと思います。

“一帯”は「陸のシルクロード」、“一路”は「海

のシルクロード」のことです。 

 

〇国際公共財としての一帯一路 

最近、中国紙や雑誌などで、一番目にするの

が、“一帯一路”の『4字』といえますが、その

ほか、このところ、“国際公共産品” という『6

字』も目立つようになりました。中国は、“国際

公共産品”、日本語に訳せば、～“国際公共財”

となるかと思いますが、今後これを世界に発信

していくといっています。ご承知のとおり、中

国は今や世界第2位の経済大国で、世界における

発言力を着実につけています。その身丈に応じ

た責任を果たすために、“国際公共財”を世界に

発信していこうということになるかと思います。

今日、お話しする“一帯一路”やAIIB、それから、

“国際産能合作”、これを日本語に訳すと、国際

産業能力協力といえるかと思いますが、これら

「「『『一一帯帯一一路路』』とと中中国国のの対対外外発発展展戦戦略略」」  
 開催日時  2015年12月7日（月）15：00～17：00  
 講師紹介  

江原 規由（えはら のりよし）氏 

一般財団法人国際貿易投資研究所 研究主幹 

 略歴  

1950年生まれ。1975年：東京外国語大学外国語学部卒業、日本貿易振興会（ジェトロ）入会。香港大学研修、日
中経済協会、ジェトロ・バンコクセンター駐在などを経て、1993年：ジェトロ大連事務所を設立、初代所長に就
任｡1998年：大連市旅順名誉市民を授与される｡ジェトロ北京センター所長、海外調査部主任調査研究員｡山東省烟
台市投資顧問、2010年：上海万博日本館館長・政府副代表。2011年：国際貿易投資研究所研究主幹。 
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（ジェトロ出版）「上海万博とは何だったのか」（日本僑報社）、「大中華圏-その実像と虚像」（岩波書店）、
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はみな、中国のいう“国際公共産品”と位置付

けられると思います。その中でも、“一帯一路”

は“国際公共産品”の最上段に位置づけられて

いると考えられます。 

中国には“新型大国関係”を米国と構築して

いこうという強い意識があります。昨年、習近

平さんが訪米した際、オバマ大統領との会談で

最大のテーマであったのが、米中間の“新型大

国関係”の構築でした。この“新型大国関係”

も中国にとっては“国際公共産品”といえるので

はないでしょうか。一般的に、公共財というと、

例えば、消防、衛生、公園、そして、警察も含

まれるでしょう。決められたルールさえ守れば、

“誰もが”便宜を得られるものといえます。“国

際公共産品”となると、“誰もが”というより、

“どの国も”便宜を得られるものということに

なるでしょう。これは大変なことです。大国意

識から出たということでしょうか。“国際公共産

品”という言葉に出会うたびに、中国の世界観が

込められているのではないかと、いつも感じま

す。 

〇大地と空港 

さて、前置きはこのくらいにして本題に入り

ましょう。このシート１には、荷物を運んでい

るラクダの一群がいます。このシートの情景は

これから皆さんにお話することを能弁に語って

いるといえます。“一帯一路”が順調に進めば、

ここを、ラクダの替わりにトラックや鉄道が走

っていることでしょう。後ろの草木のない茶色

の小山には、太陽光パネルが並び立っているの

ではないでしょうか。同じく、ここの無味乾燥

の大地は果樹園になったり農地になったりして

いるのではないでしょうか。中国が意図する“一

帯一路”が展開していけば、このシートの上に

究極的にはそういった風景の広がりが想像でき

ると思います。 

 

 

 

 

 

 

一帯一路（現代のシルクロード）世界最長の経済回廊 

（中国から欧州、南太平洋、アフリカまでカバー） 

 
中国経済網（2015年04月24日）から筆者加工 
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シート1：“一帯一路”の原風景 

出所：中新網（Chinanews.com） 

 

シート２：“一帯一路”展示ポスター 

北京国際空港 

筆者撮影 

 

北京の国際空港を利用された方の中にはご覧

になった方がいるかと思います。このシート２

は搭乗口に向かう通路の両脇にずらりと並んで

いる“一帯一路”の広告・宣伝ポスターを撮っ

たものです。中国がいかに“一帯一路”に力を

入れているかを海外から来た人、あるいは、海

外に出る中国の人にまざまざと強調しているよ

うです。また、この本ですが、空港内の小さい

書店で買い求めたものです。本名は「“一帯一路”

が中国を引っ張っていく」と書かれています。

著者の一人はAIIBの行長の金立群氏です。また、

中国を代表する経済学者、張毅夫氏も著書の一

人となっています。第一章では“一帯一路”戦

略の新発展について書かれており、その第一節

が「“一帯一路”とFTA：中国の新たな対外発展

戦略」となっています。“一帯一路”を扱った書

籍は、今、中国の本屋に結構並んでいます。中

国が“一帯一路”をいかに重視しているかが分か

ります。 

あとで話させていただきますが、私は“一帯一

路”は“改革開放”に準ずるものではないかと思

っています。“改革開放”には、マイナス面もあ

りましたが、世界経済の発展に大きく貢献して

きました。それと同じような状況を“一帯一路”

がつくっていくのではないかと思うことがよく

あります。“改革開放”の『対外展開版』といっ

た方が適切かもしれません。 

 

〇一帯一路の概要 

“一帯一路”には60余ヵ国・地区が関係して

いるとされています。当初は「65カ国・地区」

といっていましたが、その後、「64カ国・地区」

としているケースが多いようです。経済規模は、

世界全体の約30％、対外貿易では世界全体の約

24％で中国全体のほぼ4分の1と発表されていま

す。最近発表された今年1月から10月まででみま

すと、中国はシルクロード沿線国・地区の「49

カ国・地区」に前年同期比で36.7％増の131億ド

ルを投資しています。そこまではっきりしてい

るのなら、“一帯一路”の構成国・地区を具体的

にしたらどうかと、中国のある高名な経済学者

に聞いたところ、「ハッキリさせない方が都合の

よいこともある」ということでした。今年2月に

福建省の泉州で党中央が関係する“一帯一路”の

大シンポジウムが開かれました。主催者は100

数カ国の代表が結集しているとのことでしたが、

日本から来て発表したのは私一人だけでした。

その時、韓国からの参加者が、“日中は“一帯一

路”に入らないのか“という質問をしましたが、

はっきりしませんでした。シルクロードの東端

は日本といわれてきましたので、ややしっくり

しない思いがします。 

中国の“一帯一路”沿線国・地区への投資に

ついては、中国は2020年までに5,000億ドルの対

外投資をするとしています。“一帯一路”に対す

る投資額は、今後確実に増大してくると思いま

す。 
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〇始皇帝、チンギス・カン、鄭和をプラスした

歴史的プロジェクト 

“一帯一路”との関連で、中国の歴史的な3人の

偉人について注目してみたいと思います。秦の

始皇帝、チンギス・カン、そして、鄭和です。

秦の始皇帝は、今日、“一帯一路”でやろうとし

ているかなりの部分を、紀元前に発想していた

といえます。モンゴル出身のチンギス・カンの

軍隊は紀元13世紀にヨーロッパまで遠征してい

ます。そのルートは“一帯”のルートとほぼ重な

っています。鄭和は明の時代、永楽帝の命を受

けて、大艦隊を指揮して、合計7回、東南アジア、

インド洋からヨーロッパまで航海しています。

彼の任務は、海外の珍品、珍物、珍味の収集と

中国の威容を示すことにあったと思います。彼

の航海で、当時、東南アジアからインド洋を経

てヨーロッパに至る世界最大の交易路、通商交

易圏が形成されたといえるのではないでしょう

か。彼の航路は“一帯一路”の“一路”に相当して

います。鄭和の大航海は、アメリカ大陸を発見

したとされるコロンブスや初めて世界一周した

とされるマゼランなどが活躍した西洋の大航海

時代に先立つ1世紀ほど前のことでした。 

興味深い本を一冊紹介しましょう。イギリス

の潜水艦の艦長が書いた「1421」という本です。

副題には「中国が新大陸を発見した年」とあり

ます。鄭和の大艦隊は、コロンブス以前にアメ

リカに行っている、南極や北極にも行っている、

と書かれています。艦長は15世紀頃の中国で書

かれた古い地図を図書館で見つけ、今の地図と

比べて大陸の位置が違っているのはなぜかと、

疑問を感じ、そのわけを見つけようとしたとい

うことです。その結果、当時、中国は緯度、経

度を読み違えていたのではないかというのです。

潜水艦の艦長でしたから、地理や計測関係の専

門知識が豊富でしょう。この本の内容にはにわ

かに信じがたいようなところもありますが、実

に面白い内容です。今の中国は、新型大国関係

の構築に大変乗り気ですが、明の永楽帝がこの

世に翻ったとしたら、どんな鄭和が出て来るの

だろうかなどと、想いをめぐらせてしまいます。

“一帯一路”はいろいろな想像を掻き立ててく

れるようです。 

秦の始皇帝に戻りましょう。彼は万里の長城

を築いたり、中国を統一して現在の中国の原型

をつくったりと、歴史的な様々な偉業を行いま

した。その中でも有名なのが、轍（わだち）、貨

幣、度量衡の統一があります。度量衡とは、ひ

と言でいうと、モノの長さ、容積、重さのこと

です。それでは、秦の始皇帝のどこが、“一帯一

路”と関連しているのかについてですが、まず、

轍の統一から見てみましょう。 

秦が勃興した戦国時代の戦いは、戦車どうし

の闘いでした。戦車といっても戦士の乗った二

輪の馬車です。戦国7か国では、その車幅が異な

っていました。車幅が異なっていると、進入し

た戦車は移動の自由が損なわれ機動力が制限さ

れます。そのため、各国ともわざと轍の幅を不

揃いにしていたといわれています。統一後、始

皇帝はその轍の幅も揃えました。これにより、

移動が便利になり、商業圏の拡大・発展に大き

く貢献したことになります。轍の統一は、当時

最大のインフラ整備だったのではないでしょう

か。 “一帯一路”の最大事業は何かというと、イ

ンフラ整備です。 

貨幣を統一したということは、“一帯一路”構

想を推進することで人民元の国際化を推進しよ

うとしている現在の中国側の意図に通じるとこ

ろがあるのではないでしょうか。度量衡の統一

とは、いうなれば、現代版のFTAに通じるとこ

ろがあるのではないでしょか。例えば、尺度が

統一されれば、今に例えていえば、関税がゼロ

に統一されれば、商業、ビジネスは大いに盛ん

になるのではないでしょう

か。中国は“一帯一路”FTA

を目指しています。秦の版

図と“一帯一路”の版図は同

じではありませんが、結果

的にではありますが、発想

には似たところがあるので
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はないでしょうか。 

2013年9月にカザフスタンで習近平さんは“一

帯一路”を提起し、10月にインドネシアで“一路”

を提起しました。それからまだ2年しか経ってい

ません。習近平さんがやろうとしている“一帯

一路”は、始皇帝とチンギス・カンと鄭和をプ

ラスしたような巨大プロジェクトということで

す。 

ここまでお話したことを整理しておきたいと

思います。“一帯一路”の主旨は、関係国・地区

のインフラ整備で、行く行くは“一帯一路”FTA、

巨大経済圏を構築してゆこうということです。

宗教も歴史も価値観も違う広大な地域で、果た

して、実現できるのか。その回答は先にならな

ければ分からないわけですが、“一帯一路”が巨

大でロマンに満ちた歴史的事業であることは間

違いないでしょう。 

 

〇一帯一路FTA構築とアジア太平洋のメガFTA 

次に、“一帯一路”FTA“が構築される可能性が

あるのか、という点について少しお話しさせて

いただき、その後、“一帯一路”の中身について

具体的に説明させていただきます。“一帯一路”

は、今後、世界でどのように位置づけられるの

でしょか。私は“一帯一路”FTAができるのでは

ないかという仮説をたてて説明したいと思いま

す。 

2014年12月、党の常務委員会の勉強会で習近

平さんは、「トップダウンで積極的に“一帯一路”

沿線国・地域（地区）とのFTAを構築し、中国

と沿線国との協力緊密化を図り、一層の利益融

合を図らなくてはならない」といいました。私

の知る限り、習近平さんが“一帯一路”FTA を構

築する、といったのはこの時が初めてだったと

思います。中国のFTA戦略の中心に“一帯一

路”FTAが位置付けられるのは、そう遠くないよ

うに思えます。 

 

 

 

シート３：“一帯一路”沿線の地域協力の枠組み 

出所：ジェトロ 

 

シート３では“一帯一路”沿線の地域協力の

『枠組み』、メガFTA予備軍を図式化しています。

ここが、今年10月、難産の末大筋合意したTPP。

その対極が、中国が支持しているRCEP。TPPは

米国主導で中国は不在。RCEP は米国不在です。

TPPとRCEPが今後どう発展してゆくのか、興味

を持たれている方は少なくないと思います。

TPP が大筋合意したことで、RCEP支持の中国

は焦っているのではないかとの見方が少なくな

いようです。アジア太平洋地域にFTAAP（アジ

ア太平洋自由貿易圏）を構築してゆこうという

点では、米国も中国も一致しています。その点

は、昨年11月の北京APEC で確認されています。

TPPが発展してFTAAPとなるのか、それがRCEP

なのか、あるいは、TPPとRCEPが融合して

FTAAPになるのか、さらに別ルートが出てくる

のか、注目されています。ここには日中韓FTA

もあります。先月、韓国のソウルで3年半にわた

って中断されていた日中韓首脳会談が開催され、

これに出席した李克強国務院総理が、“「日中韓

FTA」の構築を加速させることが首脳会談の『最

重要案件』になる”といっています。FTAAP構

築に向けた中国の積極的な姿勢表明であり、主

導権をとるための布石といえるのではないでし

ょうか。「日中韓FTA」がTPPとRCEPの融合に

よるFTAAP構築の橋渡し役になるかもしれま

せん。日本はTPPとRCEPの両方に足場を持って

おり、韓国はRCEPに足場があります。韓国は
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TPP参加に関心を示しているようですが、今の

ところ、交渉には参加はしていません。 

このほか、“一帯一路”との関連では、EUと米

国のFTAとなるTTIP（環大西洋貿易投資パート

ナーシップ）もあります。これらのどの『枠組

み』もまだ成立はしていません。TPPは大筋合

意に達しましたので、一歩リードというところ

でしょうか。 

 

〇中国のFTAネットワークと一帯一路における

地域協力の枠組み 

次のこのシート４ですが、2015年12月現在、

中国が締結しているFTAの関係国・地域をリス

トアップしています。今年6月時点、中国が締結

しているFTAは14です。そのほか、交渉中、研

究中、研究準備中のを入れると、29ヵ国・地区・

組織となります。アジアが中心となっているこ

とがわかると思います。中国が締結している

FTAの中で、今、中国が一番力を入れていると

思えるのがACFTA、すなわち、ASEANとのFTA

といえます。RCEPを支持している中国は、その

核にASEANを置いています。ASEANを核にして

RCEPを展開していこうというのが中国のFTA

戦略になっているといえます。目下、中国は、

ACFTAをグレードアップすることに熱心な姿

勢を示しています。 

 

シート４：中国のFTA網 

筆者作成 

 

シート４に示された中国のFTA網に“一路”と

“一帯”が重ねてみると、“一路”が、FTA構築で、

“一帯”を一歩リードしているといえるでしょう。

ただ、“一帯”にも地域協力の『枠組み』はあり

ます。このシート５をご覧ください。SCO、即

ち、上海協力機構とか、BRICS とか、インドを

中心とした南アジア地域協力連合（SAARC）、

ロシア主導のユーラシア経済連合（EEU）、湾岸

協力会議（GCC）などです。これらはFTA予備

軍という言い方は、今のところ、されていませ

んが、中国はこうした地域協力の『枠組み』と

極めて積極的な対応をとっています。“一帯一

路”FTAという欧州に至る広大な経済圏を構築

するためには、こうした『枠組み』との折り合

い、協調、協力関係が前提となります。特に、

ロシア、インドとの関係が重要でしょう。どち

らも、この地域でリーダーを自認しているから

です。欧州に至る“一帯”の経済回廊に“関所”で

もつくられたら、中国が意図する“一帯”の主

旨、すなわち、沿線国のインフラ整備や経済交

流がスムーズにいかなくなってしまい、“一帯一

路”FTA の構築は難しくなってしまいます。欧

州への自由交易路の確保も“一帯一路”の最大の

目的の一つといえます。 

 

シート５：“一帯一路”における地域協力の『枠組み』 

筆者作成 

 

課題は少なくないものの、今のところ、中国

はこうした『枠組み』とうまくやっているとい

えるでしょう。今年7月、ロシアのウファで

BRICSと上海協力機構（SCO）の首脳会議が開

かれました。今後の“一帯一路”の行方を見る上

で、この２つの会議は、極めて重要です。まず、

SCO会議ですが、パキスタンとインドを正式な
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メンバーとすることを承認し、SCOの拡大が決

まりました。同時に、ベラルーシをオブザーバ

ー国へ、アゼルバイジャン、アルメニア、カン

ボジア、ネパールを対話パートナー国としまし

た。こうして、SCOは、インド洋と東南アジア

をもカバーエリアとすることになったわけです。

中国は、きわめて密接な関係にあるパキスタン

と、アジアの大国であり中国のライバルとされ

るインドをSCO に取り込んだことで、SCOでの

プレゼンスを高めたといえます。 

BRICS首脳会議では、BRICS新開発銀行を始動

させることになりました。7月には、上海でその

開業式典が行われました。BRICS加盟国のうち、

ブラジルと南アフリカは、“一帯一路”沿線国で

はありませんが、両国に足場をつくっているこ

とは、中国の対外発展戦略上、また、将来的に、

“一帯一路”をさらに国際化する上でも重要な布

石となります。すでに、トルコ、メキシコ、イ

ンドネシア、ナイジェリアなどの新興国が、

BRICSにパートナー参加する意向を示している

といわれていますので、“一帯一路”の飛び地は

拡大する方向にあるといえます。 

また、ロシアが主導しているユーラシア経済

連合と“一帯一路”を結びつけることで意見の一

致を見ました。 

これで、先ほど説明したロシアとインドの“関

所”も、いわば、通行手形を見せることなく通

ることができるようになったといえます。中国

から欧州への時間的距離がぐっと縮まったわけ

です。 

“一帯一路”は、中国にとって、欧州との絆

といってもいいでしょう。“一帯一路”で欧州と

の経済交流を拡大させたいというのが、中国の

本音でもあるわけです。 

 

〇FTAAPへ、TPPかRCEPか、最大の懸念はTTIP 

中国包囲網ともいわれるTPPが大筋合意に達

したことで、中国が慌てているという見方が少

なくないようです。私は、中国はホッとしたの

ではないかとみています。当初、参加条件にあ

れだけ高いハードルを掲げましたが、結局、妥

協の上に大筋合意が成り立ったということでし

ょう。中国は、TPPの大筋合意をFTAAPへのプ

ロセスとして歓迎する姿勢にありますが、TPP 

には一歩距離を置いているとみられます。一般

的に、中国が支持しているRCEPは、TPPよりハ

ードルが低く、その分、参加しやすい国も少な

くないでしょう。TPPの大筋合意で、TPPとRCEP

の距離が縮まったともみられるでしょう。中国

としては、RCEPや「日中韓FTA」で早期合意し、

FTAAPでリーダーシップを発揮したいところ

でしょう。中国のTPP参加には、国有企業の存

在が課題だとする見方が少なくありませんが、

TPPに参加しているベトナムやマレーシアにも

国有企業はありますし、何より、中国が国有企

業改革を未曾有の大胆さで実施しているなど、

課題はそれほど大きくはなくなってきているの

ではないでしょうか。中国の国有企業の世界経

済における貢献は、今や無視できないとの見方

もあります。中国にはこういう言い方がありま

す。“中国の参加しないTPP、米国が参加しない

AIIBは発展が制限される”。意味深な言葉ですね。 

TPPより中国が困ったものだと思っているの

がTTIPではないかと私は見ています。TTIPが成

立すると、中国への影響はTPP をはるかに超え

たものになるのではないでしょうか。そうなら

ないために、中国は、“一帯一路”をうまくやり、

欧州との経済交流をうまくやらなければならな

いというわけです。中国は、ウファでの首脳会

談で得点を稼ぎましたし、また、欧州とも、経

済交流を中心に関係が密接になっています。双

方の投資は大きく拡大しているほか、10月、訪

英した習近平さんに対する英国の大歓迎ぶり、

その訪英から帰国後わずか２週間足らずの間に、

オランダ国王、ドイツのメルケル首相、フラン

スのオランド大統領の訪中などの様子などから

見て、中国と欧州の関係が極めて良好なことが

分かります。米国はどう見ているのでしょう

か？ 
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〇インフラ整備とウインウインが一帯一路の

主旨 

次に、“一帯一路”の主旨と中国の本音につい

てお話したいと思います。 

先ず、主旨ですが、インフラ整備を軸に“一

帯一路”関係国・地区とのウイン・ウイン関係

の構築を図ることにあります。最近では、習近

平さんは、“一帯一路”関係国・地区と“運命共

同体”を構築するといっています。インフラ整

備には、交通、港湾、通信、電力などハードウ

エア―の整備もさることながら、政策、意思な

どの疎通も含まれているようです。お互いが風

通しを良くして、うまくやって行こうというこ

とでしょう。投資拡大、金融協力も大いにやっ

て行こうということになります。その先には、

“一帯一路”FTAが見えてきます。FTAといっ

ても、“一帯一路”FTAは、通常のFTAの概念と

は異なるかもしれません。“一帯一路”新経済圏

といった方がよいかもしれません。“一帯一路”

はウイン・ウインを前提にしていますから、特

色のあるFTA、経済圏が構築されるのではない

でしょうか。この点については、また、後でお

話します。 

アジア大平洋地域には、膨大なインフラ整備

の需要があり、そのほかにもやるべきことは山

ほどあるのに、アジア開銀、世界銀行など既存

の国際機関、既存のルールや秩序は、時代のニ

ーズに十分応えられていないと、中国はいうの

です。“一帯一路”、AIIBもこうしたニーズに応

えるために構築され、世界から支持を得ている

と中国はいいます。こうした中国の世界観が、

“ウインウインで“一帯一路”を構築しましょう”、

“運命共同体を構築しましょう”という提案に

なっているのでしょう。 

 

〇一帯一路は対外投資の拠点へ～国際産能合

作の重要な受入れ先 

中国にとって、“一帯一路”にはどんなメリッ

ト、事情があると思いますか。この点、よく、

人民元の国際化、外貨準備の有効活用、過剰生

産力の軽減のためだと、言われています。今や、

人民元は、ドル、ユーロに次いで、決済通貨と

して第三の通貨となっています。まだ全体の3％

にも満たないわけですが、中国と“一帯一路”と

の経済交流が増えれば、人民元の出番も増える

ことになり、その国際化がさらに進むことが考

えられます。また、外貨準備の有効活用では、

すでに、中国が独自に設立した「シルクロード

基金」の活動資金となっているほか、今後、確

実に増えてゆくと思われる中国企業の海外進出

にも何らかの形で活用されてゆくのではないで

しょか。過剰生産力の軽減ですが、目下、中国

では鉄鋼、平板ガラス、電解アルミ、船舶、石

炭、不動産など、インフラ整備関連の製造業、

いずれも、中国経済を支えてきた大企業ですが、

過剰な生産力を持ち、在庫を抱えています。今

や、中国経済の成長の足枷になっているところ

が少なくありません。海外で需要や進出の機会

が生まれれば、こうした企業の負担を軽減する

ことができます。ものごとはそんなにうまく行

くとは限りませんが、“一帯一路”は、中国にと

って都合の良いところがあることは事実です。 

さきほど、今後、中国企業の海外展開が急増

するといいましたが、“一帯一路”は、その拠点

としても機能するといえるでしょう。今や中国

は資本の純輸出国です。対中投資より、対外投

資の方が多いわけです。“一帯一路”は、世界経

済における中国のプレゼンスをさらに高めるこ

とになるといえますが、このことは、中国企業

の海外展開についてもあてはまるでしょう。“一

帯一路”に進出する中国企業が増えるとなると、

一石二鳥以上の効果が期待できるのではないで

しょか。そのための仕掛けを、中国は、“一帯一

路”に準備しています。“海外経済合作区”と“国

際産能合作”がそれです。 

“国際産能合作”とは、特徴的なところでは、

中国企業と先進国企業が連携して第三国に投資

しようというところが指摘できます。先進国企

業には、今後、中国に進出した外資系企業もお

そらく含まれるのではないでしょうか。これま
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で中国は、豊富で安い労働力の存在、部品調達

拠点、広大な市場の存在が、外資を引き付けて

きましたが、そうした比較優位性はいつまで続

くわけではありません。今や、中国企業が海外

に出ていく時代に入ったということでしょう。

第三国というのは、“一帯一路”がその多くを占

めることになるのではないでしょうか。どこの

先進国企業が中国企業と組むのでしょうか、私

は、欧州企業が多いのではないかとみています。

「メイドイン中欧」のインフラが“一帯一路”

に整備されることになるのではないでしょうか。

「国際産能合作」は、李克強さんが強く推進し

ているプロジェクトです。彼は、商品輸出、資

本輸出の中間に産業輸出がある。それこそ、“国

際産能合作である”といっています。先進国と

タイアップ無しに中国企業が、また、中国企業

連合が当該国に投資をするもあるわけですが、

「国際産能合作」には投資拡大に向けた仕掛け

が斬新だと思います。 

海外経済合作区ですが、これは、中国政府や

中国企業が現地政府や企業と協力して設置する

外資導入の拠点です。外資の中心は中国企業で

すが、日本企業でも、米国企業でも、韓国企業

であってもあってもよいわけです。もちろん現

地企業も含まれます。私は、中国に進出してい

る外資企業と組んで、また、中国の中外合弁企

業が海外経済合作区に投資する時が来るのでは

と思っております。中国は外資企業にとって第3

国投資の拠点となるわけです。中国はこれを世

界50ヵ国118ヵ所に設置しており、そのうち、23

か国77ヵ所が“一帯一路”関係国・地区に設置済

と発表しています。さらに、そのうちの42ヵ所

が“一路”、つまり、海のシルクロード上に、残

り35か所が“一帯”、すなわち、陸のシルクロー

ド上に設置されているとしています。改革開放

政策で、中国は外資導入拠点として、経済特区

や経済技術開発区を設置し、その後、同じよう

な拠点を中国全土に設置しましたが、その経験

を「海外経済合作区」に生かしているというこ

とでしょう。 

インフラ整備には資金が必要です。その資金

をどうするかですが、銀行ベースでは、AIIBや

上海協力機構の開発銀行、BRICS開発銀行など、

基金では、先ほど説明したシルクロード基金な

どがありますが、これだけで、インフラ整備資

金を確保することは到底できないでしょう。し

かし、だから“一帯一路”戦略はうまくゆかない

のではと見るのは時期尚早でしょう。先ほど紹

介した通り、各国からの投資、当該国の投資も

あります。また、PPP方式のように、国と一般

企業が一緒になって投資するというシステムも

出来ようとしている。“一帯一路”はスタートし

たばかりですが、実施のためのいろいろな『枠

組み』つくりは、結構うまくいっているのでは

ないでしょうか。 

 

〇伙伴関係～中国の特色ある対外発展戦略の要 

さて、“一帯一路”FTAについてですが、それ

が、どのように構築され、また、どのような内

容になるのかに関して、中国が構築している“伙

伴関係”が大いに参考になるのではないかと思

います。この“伙伴関係”はNATO発の外交用

語でしたが、中国の“伙伴関係”では経済交流・

協力面が強調されています。“伙伴関係”とはど

んなもので、どのように構築されるかといいま

すと、まず、その最大の特徴は、首脳の共同声

明をもって形成され、当事国の事情、都合をよ

り反映できる融通性があるという点ではないか

と思います。 

今年9月、難産の末ようやく大筋合意に達した

TPPなど、いわゆるFTAはハードルが高く、発

展途上国にとって、参加したくてもできないケ

ースもありますが、その点、共同声明で当事国

の事情、都合に合った経済協力の内容を大筋で

決める“伙伴関係”の構築は、拘束力の強いFTA

締結交渉などに比べ、時代の要請にかなってい

るところが少なくないといえます。特に、“一帯

一路”沿線国・地区は、発展途上国が多く、ま

た、宗教、民族、経済の発展段階の異なる国・

地区によって構成されていますし、利害や価値
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観の相違が少なくありません。そんな中で、“伙

伴関係”の構築を入口として、その関係を発展

させ、出口をFTAの構築とするということは十

分考えられるのではないでしょうか。 

  

シート６：“伙伴関係”構築図（矢印は未構築国・地区） 

筆者作成 

 

このところ、“伙伴関係”の構築が目立って増

えてきており、特に“一帯一路”関係国との“伙

伴関係”の構築が目立ちます。“伙伴関係”には、

15種類あります。例えば、戦略伙伴、全面戦略

伙伴、戦略合作伙伴、更加緊密的戦略合作伙伴、

全面戦略合作伙伴、全面戦略協作伙伴、全天候

戦略合作伙伴、全方位戦略伙伴、合作伙伴、友

好合作伙伴、全面合作伙伴、全面友好合作伙伴、

全方位友好合作伙伴、 友好伙伴などです。 

どの“伙伴関係”になるかは、中国と当該国

との関係、政治、経済、社会、友好、協力など

の関係を判断して、中国のほうから提案されて

います。中国と当該国とがいろいろな交流で便

宜を提供し合うというのが、“伙伴関係”という

ことになるでしょうか。“伙伴関係”は、中国と

当該国・機関・組織との関係がさらに緊密にな

ったり、拡大したりすると格上げされたりしま

す。例えば、韓国とは、目下、“戦略合作伙伴関

係”ですが、これは2003年に構築された“全面伙

伴関係”から格上げされたものです。中国首脳

の外遊時や海外要人の訪中時の首脳会談で、「一

帯一路」戦略と共に必ず提起・確認されるのが、

この“伙伴関係”です。中国は、この“伙伴関

係”の構築に、なにか大きな期待をかけ、思惑

をもっていることがわかります。それが何であ

るか。“一帯一路”FTAの構築もそのうちの重要

な一つであることは間違いないでしょう。 

中国と“伙伴関係”を構築したり、その格上げ

に同意する国は増えてきていますが、米国、日

本およびアラビア半島と中南米の一部の国家と

は、まだ、構築されていません。シート６には

中国と“伙伴関係”の未構築の国・地区が矢印で

示されています。1998年、当時、国家主席であ

った江澤民さんが訪日した時、(平和と発展の)

友好合作伙伴関係の構築に向け検討してゆきま

しょう“との提案があったといわれますが、そ

の後、日中関係が政冷経熱になったこともあっ

て、日中“伙伴関係”は、結ばれていません。 

日本では、“伙伴関係”のことはほとんど報道

されていませんが、今後の中国のFTA 構築の行

方をみる視点として、また、世界経済における

中国の存在をみる視点としても、注目しておい

たほうがよいと思います。 

 

〇伙伴関係の構築から一帯一路FTAへ 

ここで、中国の関連する地域連携協定や対外

発展戦略と“伙伴関係”との関係を見てみたいと

思います。このシート７をご覧ください。まず、

中国のFTA 網のうち締結済国・機関では、スイ

スとコスタリカ以外の国と、また、交渉中の国・

機関では、ノルウェーを除くすべての国・機関

“伙伴関係”を結んでいます。RCEP では、日本

だけが結んでいません。TPP では、日本と米国

以外のすべての国と、AIIB では57か国中、ノル

ウェー、グルジア、アゼルバイジャン、 サウジ

アラビア、クウェート、ヨルダン、イラン、イ

スラエル、スイス、オマーンの10ヵ国以外の国

と、また、BRICS、SCO はすべての国と“伙伴

関係”が結ばれています。 
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習近平さんや李克強さんが、外遊した時や、

海外から訪中した首脳との会談時などで、“一帯

一路”と共に必ず提起・確認するのが、この“伙

伴関係”です。中国がいかにこの“伙伴関係”

の構築に力を入れているのかがよくわかります。

世界全域に“伙伴関係”のネットワークを拡げ

ています。 

中国にとって、“伙伴関係”が“どれだけの意

味があるのか”、中国は、“伙伴関係”で“何を

やろうとしているのか”というと、これは私の

憶測ですが、今は、中国の地域連携協定や対外

発展戦略で、“伙伴関係” を通じて、“どうこう

しよう”というのではなく、将棋に例えて言えば、

今後、“ここぞ”という時に打てる手持ちの駒を

増やしているということではないでしょうか。

この駒は、歩を金に格上げできるなどほぼ自由

に打てるわけですから、中国にとって、“伙伴関

係”は、地域連携協定の締結や対外発展戦略を

推進する上で、大きな財産、無形の武器となっ

ていくのではないでしょうか。今日の話の冒頭

で、中国は“国際公共財”を世に送り出そうと

しているといいましたが、“伙伴関係”も、その

“国際公共財”に入るのではないでしょうか。 

 

今後、“伙伴関係”をベースにした“一帯一路”

FTAが構築される可能性が高いと、私は見てい

ます。“伙伴関係”は、中国と世界の関係を見る

上で、ますます重要になってくることは確実だ

と思います。 

“一帯一路”戦略の提唱したことで中国は、世

界経済という『池』に大きな『一石』を投じた

といえると思います。“一帯一路”戦略における

インフラ整備や投資の拡大などが、計画通りに

いかないかもしれませんが、「一帯一路」戦略は、

世界経済に変化を起こしつつあることは間違い

ありません。この変化が、今後、世界経済の既

存の秩序やルールを再構築する上で、大きな意

味をもってくるのではと、私は見ております。 

ご清聴ありがとうございました。 

 

シート７：中国の関連する地域連携協定や対外発展戦略と“伙伴関係”との関係 

FTA 等 FTA 等 参加国・組織など 

FTA 
(中国) 

締結：CEPA、ECFA ASEAN、シンガポール、ニュージーランド、チリ、ペルー、韓国、パキスタン、 

アイスランド、オーストラリア、スイス、コスタリカ、 

交渉中：日中韓、スリランカ、RCEP、“ASEAN＋１”昇級版、湾岸協力会議(GCC)、ノルウェー、 

研究中／研究準備中：インド、イスラエル、コロンビア／EU,カナダ、BRICS、一帯一路 

TPP 
チリ、ニュージーランド、シンガポール、ブルネイ、ベトナム、オーストラリア、ペルー、 

マレーシア、カナダ、メキシコ、米国、日本、 

RCEP 中国 ASEAN10、韓国、インド、オーストラリア、ニュージーランド、日本、 

SCO 

加盟国：中国 ロシア、カザフスタン、タジキスタン、キルギス、ウズベキスタン、 

インド、パキスタン、 

オブザーバー国：アフガニスタン、ベラルーシ、モンゴル、イラン、 

対話パートナー：ネパール、カンボジア、スリランカ、トルコ、アルメニア、アゼルバイジャン、 

客員参加：トルクメニスタン、ASEAN、CIS、 

BRICS 中国 ブラジル、ロシア、インド、南ア、中国 

AIIB 

中国 オーストラリア, バングラディシュ、ブラジル、カンボジア、デンマーク、フランス、 

ドイツ、インド、インドネシア、イタリア、カザフスタン、韓国、キルギスタン、ラオス、 

マレーシア、 モルディブ、モンゴル、ミャンマー、ネパール、オランダ、ニュージーランド、 

ポーランド、ポルトガル、カタール、ロシア、英国、南アフリカ、スペイン、スリランカ、 

タジキスタン、タイ、トルコ、ウズベキスタン、アラブ首長国連邦、ベトナム、パキスタン、 

フィリピン、シンガポール、マルタ、ルクセンブルク、アイスランド、スウェーデン、オーストリア、 

フィンランド、エジプト、ブルネイ、ノルウェー、グルジア、アゼルバイジャン、 サウジアラビア、 

クウェート、ヨルダン、イラン、イスラエル、スイス、オマーン、 

筆者作成 
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【質疑応答】 

（倉澤上席フェロー） 

ありがとうございました。非常に幅広い、中

国を中心としたいろいろな枠組みやパートナー

シップの考え方についてお話いただいた。それ

では会場から質問をお受けしたい。一番初めに

手を挙げられた方、どうぞ。 

 

（フロア） 

中国の「伙伴」政策は凄まじいと感じたが、

それは覇権主義に繋がらないだろうか。南沙諸

島の動きをみていると、最終的にはそういう見

方になってしまうのだが、いかがだろうか。 

 

（江原） 

どういう視点から覇権主義というのかは、難

しいと思います。例えば、中国が覇権主義に走

っているとしますと、今、覇権主義をとってい

る国はほかにはないのでしょうか。今、中国は、

世界で大変目立ってきています。そのことが、

覇権主義というのでしたら、少し違うのかなと

思います。中国は、そう呼ばれるほど、力をつ

けてきているということでしょう。これにどう

付き合ってゆくかが重要だと思います。相撲の

世界に例えれば、中国はまだ横綱ではないかも

しれませんが、横綱を目指している。そのこと

を世界に認知してもらいたい。“一帯一路”は、

名実伴う横綱を目指すという一つの意思表示と

いうことではないでしょうか。今、中国が置か

れている立場はそんなところでしょうか。“伙伴

関係”と覇権主義とは直接的な関係はないと思

います。中国が一方的に押し付けているわけで

はありませんし、また、当該国も納得して共同

声明しているわけです。中国は、”一帯一路“で

は、運命共同体を構築するとか、ウインウイン

関係を作るのだと力説しています。実際そうな

るのか、その行方を見ていきたいですね。 

 

（フロア） 

質問が一つ、コメントが一つある。コメント

の方から述べさせていただくと、中国の“一帯一

路”の該当国は大体が発展途上国やBRICSとい

う、これから人口が増えていくような国だ。我々

が所属している西洋社会的画一社会とこれから

発展する社会では、これから発展する国の方が

数多く、人口も大きくなる。中国が“一帯一路”

を進めることによって、実際の社会の経済ルー

ルが中国を中心とした発展途上国のルールにな

っていくのではないか、そうなれば現在の欧米

日はそう遠くない時期に取り残されるのかもし

れない、そう感じた。 

“一帯一路”の次の展開としてアフリカや中南

米といったところが繋がると、従来のいろいろ

な社会経済ルール、技術基準や認証などが変化

し、アフリカ、ヨーロッパ、アジア、中南米と

いったフレームに結びついていくのではないか

と思う。その辺はいかがだろうか。 

 

（江原） 

中国とアフリカ、中南米が経済的に結びつい

てくるのではないかということは、まさにその

通りだと思います。中国はアフリカに対して、

今、非常にテコ入れというか、仲良くやろうと

いう姿勢を出しています。「国際産能合作」につ

いて、60余カ国程度にアンケートを行ったとこ

ろ、15ヶ国がかなり熱心な回答を寄こしたらし

く、その15ヶ国の中には、アフリカ、中南米か

ら大きな関心が示されたとしています。中国は

これからアフリカや中南米に対して、ますます

力を入れていくでしょうし、欧米とも“一帯一

路”やAIIBでガッチリやろうと提案している。 

中国は発展途上国を自認しており、発展途上

国を意識した新しい国際的システム、ルール作

りを提案しています。中国は既存のシステムや

ルールを発展途上国にも適したものに改善して

いこうと主張しています。世界の枠組みや力関

係は変化してきています。中米関係や日中関係

も変化しています。また、中国は、大国として

の責任を果たすともいっています。“一帯一路”

や「国際産能合作」などもその方向にあると思
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いたいですね。 

 

（フロア） 

先進国と称するところが、自分達が優秀で、

優秀な技術と文化を持っているという。しかし、

発展段階においてはいろいろな形があり、今、

求められているのは成長していく社会や国が発

展していくためのベース作りであり、しかしそ

れが今までうまくいかずに乖離が起こり、執着

した者たちだけが取り残されてしまう、そうい

った構図が見えてならない。 

 

（江原） 

これまで、軍事力、経済力というような圧倒

的なハードパワーを持った国が結果的に世界に

対して発言権を持ち、それによって世界は変わ

ってきたと思います。しかし今は、大国にとっ

て、ハードパワーとソフトパワーをどう使い分

けるのかが、世界の新しい秩序形成などで主導

権を握る上で重要ではないかと思います。“伙伴

関係”の構築など、そんな視点からみることも

できるでしょう。また、“一帯一路”で、インフ

ラ整備を重点としているところなど、中国は実

にうまいなと思ってしまいます。 “一帯一路”

のインフラ整備では、中国企業と当該国企業、

そして、参画する外資企業の三方が利益を得る

と中国はいっています。一挙三得というわけで

す。そのためにAIIBなどの国際金融機関を中国

が中心となって運営しようとしているわけです

から、説得力があります。実際どうなるかはま

だわかりませんが、説得力はありますね。この

説得力というのも、ソフトパワーの際たるもの

です。中国が“一帯一路”を提唱したことで、世

界経済に変化が起きつつあることは確かでしょ

う。 

 

（フロア） 

今、アフリカの友人とウィンドウファームの

事業をしようとしているが、中国からもウィン

ドウファームを売りに来ているという。ところ

がアフリカの人達は中国を良く思っておらず、

それは何故かというと、中国がアフリカに仕事

を持ってきて安い値段でやってくれるのは嬉し

いが、地元にお金も仕事も全然、落としていか

ないからだという。労働力まで引っ張って来て、

中国人で足りなければインド人を連れてくるら

しい。地元の人達が望んでいることは優秀な技

術は勿論だが、基礎工事からアフターサービス

まで、地元企業にお金を落として、地元企業が

それをやり、雇用を増やすということだ。とこ

ろが安いものを持ってきて売りっ放し、アフター

サービスも無い。これでは喜べないという。 

もう一点、“一路一帯”で中国の価値観を拡げ

るのは結構だが、中国は基本的に共産主義国で

土地は国有地。私有地というものは認めていな

い。工場や住宅を作るにしても地元政府から50

年、70年期間で貸与を受け、そこに建物を建て

るが、それだけ長い期間借りていれば、子孫な

ど代々受け継ぐ人も生まれるだろう。自由主義

経済では相続という発想になるが、果たして中

国にそういった概念はあるのだろうか。こうい

った問題は“一路一帯”にどう関係するのか。 

 

（江原） 

アフリカでの話ですが、中国とのビジネスで

は現地にお金が落ちず、人も中国から連れてく

るので結局、何も残らないということをよく聞

きます。ところが先日、アフリカでビジネスを

している人から全く逆の話を聞きました。中国

の人がいくら資金を投入してもアフリカの人が

なかなか動かず困っているという話でした。ど

ちらのケースが多いのかは、統計などありませ

んので、何とも言えません。円錐に例えると、

真横から見れば、三角形、上から見れば、円形

ですね。同じ形を見ても、見る方向が違えば、

まったく別の形になってしまいますね。中国と

アフリカのビジネスにも同じことがいえるので

はないでしょか。土地の件ですが、相続問題は

かなり曖昧な部分が多いのは確かです。土地の

所有権は無いが、使用権というものがあり、そ
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れは相続も延長もできるのではないでしょか。 

土地など不動産には柔軟な対応をとっている

と思います。当局は、人民の財産は守るという

姿勢にあります。そうでないと人民の不満がた

まり混乱になりかねません。現実、社会、人民

のニーズを反映させようとしている当局の姿勢

は強く感じられます。 

 

【閉会】 

（JST 倉澤上席フェロー） 

ありがとうございました。時間のため、これ

で閉会させていただく。 

（了） 
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【開会】 

（JST 倉澤上席フェロー） 

これより第91回中国総合研究交流センター月

例研究会を開始する。本日、雪の中お越しいた

だいた皆様は、来た甲斐のあるお話を得ること

ができると思う。 

今日のテーマは「中国都市化の現状と挑戦」、

東京経済大学教授の周 牧之先生にお話をいた

だく。中国の都市化というと、経済成長が目立

ったファクターとして挙げられるが、中国の都

市は今、どうなっているのか、例えば一番観光

客の多い都市はどこか、一番エコな都市はどこ

なのかといったことを、ビジュアル化された

様々なデータでご紹介いただく。 

それでは、周先生、宜しくお願いいたします。 

 

【講演】 

皆さん、こんにちは。今日は「中国都市化の

現状と挑戦」について3つのパート－中国都市化

の背景と、データに基づいた実態分析、そして

ある都市の計画からみた都市化の課題に分けて

お話しします。 

 

 

IMFが発表した“世界のGDP 成長率に対する

各国・地域の寄与度”において、中国は2009年以

降、存在感を強めている。私が米国マサチュー

セッツ工科大学（MIT）に客員教授として滞在

していた2007年～2009年、米国の中国に対する

関心や期待を強く感じていた。当時、金融危機

が起こり、中国が高い経済成長率を維持したこ

とが世界経済に大きな影響を及ぼしていたから

だ。 

米国滞在時は中国の成長が世界政治や世界経

済にどのような影響を与えるか、また、中国と

米国、日本との関係はどのようになるのかとい

ったことをよく議論していた。私は、中国の成

長は都市化に支えられた成長であり、さらにし

ばらく続くであろうと考えている。このグラフ

から見られるように、2007年頃から世界の都市

人口と農村人口が逆転し、中国でもこの頃から

「「中中国国都都市市化化のの現現状状とと挑挑戦戦」」  
 開催日時  2016年1月18日（月）15：00～17：00  
 講師紹介  

周 牧之（しゅう ぼくし）氏 

東京経済大学 教授 

 略歴  

1963年中国湖南省長沙市生まれ。1985年中国湖南大学卒業、工学学士(オートメーション専攻)。1995年東京
経済大学大学院経済学研究科博士課程修了、経済学博士号取得。 中国機械工業部(省) 、（財）日本開発構想
研究所研究員、（財）国際開発センター主任研究員、東京経済大学助教授を経て、2007年より現職。財務省
財務総合政策研究所客員研究員、ハーバード大学客員研究員、マサチューセッツ工科大学(MIT)客員教授、
中国科学院特任教授を歴任。（中国）対外経済貿易大学客員教授、一般財団法人日本環境衛生センター客員
研究員を兼任。 
［主な著書］『歩入雲時代 (Entering The Cloud Computing Era)』(人民出版社、2010年)、『中国経済論－崛起

的机制与課題 (The Chinese Economy: Mechanism of its rapid growth)』(人民出版社、2008年)、『中国経済論－
高度成長のメカニズムと課題』（日本経済評論社、2007年)、『メカトロニクス革命と新国際分業―現代世界
経済におけるアジア工業化』（ミネルヴァ書房、1997年、第13回日本テレコム社会科学賞奨励賞を受賞）、『鼎
―托起中国的大城市群（Megalopolis in China）』(世界知識出版社2004年) 
主編『第三個三十年―再度大転型的中国（The Third Thirty Years: A New Direction for China）』(人民出版社、
2010年)、『大転折―解読城市化与中国経済発展模式（The Transformation of Economic DevelopmentModel in 
China）』（世界知識出版社、2005年 )、『城市化：中国現代化的主旋律  (Urbanization: Theme of China’s 
Modernization)』(湖南人民出版社、2001年) 
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都市化の勢いが強くなっている。オリンピック

や上海万博に象徴されるような2000年以降の高

度成長、大発展期だ。不動産ブームが起こり、

自動車社会へ突入し、膨大な人口が都市部に流

れている。しかし都市化は単なる人口の都市部

への流入ではない。インフラや関連ファシリテ

ィの整備が多く行われるということでもあり、

多くの関連産業、例えば粗鋼生産量はとんでも

ない勢いで1億、2億、3億、そして8億トンにま

で膨張した。 

余談だが、中国では宝山製鉄所が一番レベル

の高い製鉄所だ。30年前、同製鉄所を造ったと

きに私は中国政府の担当者の一人として関わっ

た。当時はたかだか300万トンの生産設備をして

建国以来の最大プロジェクトであった。今や中

国では1000万トンの鉄鋼工場を竣工しても、新

聞記事になりこそすれ、あまり人目には留まら

ないだろう。 

 

1980年代末の中国には大変能力のある副総理、

谷牧（こくぼく）さんという人がいたが、氏は

中国には“五カ年計画”はあるものの“空間計画

（＝国土計画）”が無いことが問題であるとし、

当時の日本政府に、日本の国土計画のようなも

のを中国でも作りたいから技術支援をしてくれ

ないかと要請した。当時、JICA に“地域総合開

発調査”というスキームがあり、これを中国に適

用する形で、中国で“総合開発調査”が展開され

始めた。1980年代後半のことだ。最初のプロジ

ェクトは海南島総合開発調査。結果、海南島は

省へと昇格した。 

そして次に、建国以来、初めての本格的な都

市計画をやろうということになり、江西省九江

市の開発要請が出された。私がこの協力スキー

ムに携わり始めたのはこの時からだ。中国では

空間計画を進めるにあたり、日本の国土庁と同

じ名前である国土局を作り、最初は建設委員会

の中にこれを置いた。その後、中国の経済にお

ける総合的司令塔である国家計画委員会（当時）

に国土局を移し、現在は地域経済司となってい

る。九江の次は吉

林省総合開発調査、

その後は全国的な

都市化のガイドラ

インを作ろうとい

う展開となり、

2000年までプロジ

ェクトを重ねてきた。それらは中国の国土計画

においてノウハウ、職員の訓練といったところ

に相当貢献したはずだ。 

 

『 城 市 化 ： 中 国 現 代 化 的 主 旋 律 

(Urbanization:Theme of China’s Modernization)』

(2001年)は中国における都市化政策ガイドライ

ン作りをまとめた報告書だ。中でも最も中国に

貢献したのはこのメガロポリスイメージ図だろ

う。中国の都市化は長江デルタ、珠江デルタ、

そして北京・天津地域の3つのメガロポリスに人

口、経済が集中する形で進められて行くことを

描いた。この予測は15年後の今日検証すると、

見事に当たっている。 

当時、中国ではアンチ都市化政策が取られて

おり、計画経済で人口移動が制限され、都市間

における移動は勿論、農村から都市への転入は

難しい状況だった。五カ年計画には都市化を抑

制するとも明記されていた。元々、中国の憲法

には人口移動は許されると書かれていたが、そ

の文言が1970年代に削除され、移動が禁止され

た。我々は1990年代半ばから、人口移動をベー

スとした都市化政策が必要だと唱えたが、それ

も猛烈な反発を受けた。 

 

同協力スキームは多くの日本の専門家に支え

られてきた。2000年に開かれた調査報告のため

の「中国都市化フォーラム」にご参加いただい

た専門家の顔ぶれからも分かるように、錚々た

る方々に中国の都市化政策作りに多大な貢献を

いただいた。北京から上海、広州にいたる大規

模なフォーラムで手ごたえを感じることができ

た。都市化に関する議論は一夜にしてニュース
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のトップ記事になった。中でも一番響いたのは

メガロポリスの話だった。 

 

この直後、中国は第11次五カ年計画の作成時

期に入るが、ここから大きな変化が起こった。

それまでのアンチ都市化政策に対して、第11次

五カ年計画はメガロポリス戦略を打ち出した。

そこで、中国国家発展改革委員会から私のとこ

ろに、是非、応援してくれないかと要請が入っ

た。 

JICAの予算は要請から執行まで数年を要し、

なかなか即効性を求める協力には向かなかった

が、日本の財務省の理解と協力を得ることがで

き、優秀な専門家を集め、北京や東京で計画協

力を行うことができた。この貢献の御礼として、

中国政府は第11次五カ年計画発表直後に政府高

官を東京に派遣し、香港、マカオに先立ち海外

最初の説明会を行った。 

 

さて、中国の都市化は今、どういう状況にある

だろうか。湖南省出身の歴史家で、米国で有名に

なった黄仁宇先生は、財政的角度から明朝の歴史

を説いたことで歴史研究のアプローチを大きく

変えた。黄仁宇先生によると、中国歴史上の統治

能力の最大の欠陥は、数値による管理の欠如だ。

その意味では都市化に関する現状を数値から読

み取るようにすることが大事だ。そこで「中国都

市総合発展指標」を作った。ここで同指標を使い

中国都市化の現状と課題を見て行く。 

 

これは中国の人口移動を表すグラフだ。赤い

部分は常住人口が戸籍人口を上回った都市、青

い部分は人口が流出し常住人口が戸籍人口に満

たない都市だ。戸籍人口以上に人を大量に受け

入れている都市はやはり、3つのメガロポリス地

域－珠江デルタ、長江デルタと北京・天津地域

に集中している。つまり、15年前の仮説は間違

っていない。 

 

指標は、環境、社会、経済の3分野を大項目と

し、それぞれに中項目を3つずつ設け、例えば環

境の場合は自然生態、環境品質、空間構造とし、

さらに中項目の下に小項目を3つずつ設け、例え

ば空間構造ではコンパクトシティ、交通ネット

ワーク、都市インフラとしている。それら小項

目を支える数多くのデータがある。 

このコンセプトを作り上げ、膨大なデータを

集め、我々は3年を要してやっと形にすることが

できた。中国には地区級都市及びそれ以上の都

市が295都市あり、指標は295都市全てをカバー

している。 

2015年の総合ランキングでは1位が北京、2位

が上海、3位が深センだ。深センの発展は中国の

改革開放の象徴的成果だと言っていい。 

 

一方、森記念財団の「世界の都市総合ランキ

ング」が世界40のグローバルシティをピックア

ップして評価指標を作っている。中国では北京、

上海、香港の3都市を対象としている。森記念財

団の指標では北京は40都市中14位。聞こえは悪

くないが、具体的な成績表はあまり芳しくない。

特に自然環境、生活の便利さ、交通インフラや

研究・文化の発信力などがマイナス評価だ。私

が言いたいのは、中国国内では北京がナンバー1

だとしても、世界から見るとまだこの程度、つ

まり中国の都市化はこれからで、課題は山積し

ているということだ。 

 

中国都市総合発展指標は広域分析に長けてい

る。PPTの画像で見られるように、気候の快適

度や降雨量、そして土地利用の状況が全国レベ

ルで可視化できる。 

 

さらに、国際コンテナ港のハブ力や空港のハ

ブ力もきちんと可視化評価している。これによ

って三大メガロポリスにおける圧倒的な国際コ

ンテナ港と国際空港のハブ力が確認できる。 

 

1990年代、日本の怒濤の輸出に押された米国

の製造業がその打開策として、グローバルサプ



 

 

「中国都市化の現状と挑戦」 

 

162 

ライチェーンを進めた。つまり、世界を視野に

サプライチェーンを通じた分業体制を再構築す

ることだった。この動きと中国の改革開放政策

が見事にマッチした。中国の沿海部においてサ

プライチェーン型の製造業が瞬く間に膨らんだ。

グローバルサプライチェーンの展開を支えるの

はまさしくコンテナ港と空港のハブ力だ。 

 

しかし、その後中国全土に広がった工業化は、

必ずしもすべてがうまく進んでいるとは限らな

い。現在中国の輸出額の８割弱がトップ30都市

によって実現されている。これらの都市のほと

んどが沿海部、とくに三大メガロポリスに属し

ている。言い換えれば、その他の265都市は、全

国の輸出の2割しか担っておらず、これは質の悪

い工業化としか言えない。要するに、国際コン

テナ港と国際空港のハブ力の恩恵に預かれない

場所で無理矢理進められた工業化の効率は悪く、

環境投資や労働力のコストをないがしろにしな

ければ競争に勝てないため、深刻な環境問題、

格差問題を引き起こしている。 

 

無茶な工業化の結果の一つがPM2.5の大発生

だ。2015年のPM2.5のビッグデータを図示化し

たものでは北京の周辺の状況の深刻さを表して

いる。これは北京の周辺において質の悪い工業

化を進めた結果である。 

 

中国の都市は工業以外の産業を模索していか

ないといけない。 

これは日本の観光庁が発表した訪日外国人旅

行者数と旅行客一人当たりの消費額だ。特に中

国からの旅行客の消費額は大きい。これほど中

国から日本に観光に来るということは、大変大

きなニーズがあるということだ。観光、買い物、

さらにはメディカルツアーなど、来日目的は多

様化している。つまりは中国の消費そのものが

輸出されているということだ。 

何故か。中国では一般的製造業のキャパが過

剰になっている。鉄鋼や自動車が生産過剰とな

り在庫が余っているものの、生活水準が向上し、

消費の多角化と高度化を求める消費者のニーズ

に必ずしもマッチしていない。中国人観光客が

大量に日本で買い物するのは、高度な消費が中

国国内では供給されていないからだ。彼らは満

足を得るために日本にやってくる。 

 

世界観光協会（旅行ツーリズム協議会）が出

した世界GDPに占める産業別割合では、観光業

は8～9％程度を占めている。中国でも観光業は

それなりの割合を占めているが、工業と比べて

重視されていない。 

国連の世界観光機構によるアジア太平洋地域

の国際観光客到着数の推移予測では2010年の

1.8億人から2020年は3.2億弱、2030年には4.8億

という数字が出ており、国際観光客数は今後さ

らに伸びることが予測されている。そうした予

測を念頭に入れ、中国の都市は少しずつ頭を切

り替えていけばいい。無理して製造業を続けて

いけば環境が悪化し悲惨なことになりかねない。

観光だけではなく、他にも色々と取り組めるこ

とはある。 

このグラフは中国の国内外観光客のボリュー

ムを落としたものだが、面白いことに中国人観

光客は歴史遺産の多い地域に集中していること

がよく分かる。一方、海外からの観光客は圧倒

的に広東省を始めとする南に来ている。これは

あくまでも私の推測だが、中国国内の観光は泰

山に登る、或は万里の長城を見に行くといった

目的が単一的である一方、海外の観光客は美味

しいものを食べ、都市もエンジョイし、文化に

も触れるといった多目的ツーリズムを求めるか

らではないだろうか。その結果、多彩な目的を

達成できる場所に外国人観光客が集まっている。 

 

我々が都市を評価するもう一つの尺度として

医療、金融、高等教育など都市の高度機能の「輻

射力」を開発した。「輻射力」は他都市の人間に

も提供できる都市機能の度合いだ。都市の評価

はGDPだけでなく、高度なサービスを提供でき
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ることが大事な要素になる。結果は、北京、上

海、広州といった都市に医療の輻射力の強さが

はっきりと見られる。 

高等教育の輻射力をみると、北京が圧倒的で

珠江デルタ地域はまだまだだ。深センや広州は

北京などで高等教育を受けた人達を大量に受け

入れている結果だろう。科学技術についても同

様で、圧倒的に北京の輻射力が強い。文化や体

育、エンターテイメントにおいても圧倒的に北

京が高い。金融ではやはり北京、上海、深セン

の三都市は輻射力が俄然強い。 

 

ここで、中国でのある都市計画の取り組みを

事例に、都市化に関する課題と挑戦について紹

介する。 

中国の都市化が直面している課題を私なりに

4つにまとめた。一つは人口移動だ。戸籍制度は

まだ完全に緩和されておらず、多くの農民工は

都市部において自分の権利を享受できていない。

これはある意味、制度的悲劇ともいえる。二つ

目は、この十数年における自動車社会の勢いが

あまりにも早く、まずい方向に都市を変えてき

たということ。三番目は水資源とのミスマッチ

だ。都市は水資源に準じて発展していくものだ

が、水資源に乏しいところに大規模な人口と工

場を集約させたため、生態系の破壊など様々な

問題を引き起こしている。四つ目が非常に深刻

な大気汚染、土壌汚染、水汚染など汚染問題の

発生だ。 

 

こうした問題を都市計画により解消する取り

組みとして、江蘇省鎮江市において100万人規模

のニューシティ計画を作り上げた。 

上海、蘇州、無錫、常州と南京の間、長江南

側に位置する鎮江

旧市街地のとなり

に220平方kmエリ

アで100万人規模

の都市をつくる計

画だ。私はプロデ

ューサーとして総括を行い大勢の有識者の協力

が得られた。 

 

中国の都市は、この15年間の都市化によって

連続性が絶たれてしまっている。都市が1000年、

2000年続く理由に地場産業の存在があるが、そ

れが無視され、旧市街地が壊され、車社会がさ

らに町の形を壊している。都市は連続性が重要

だ。まず原点に戻り、都市の連続性を問わなく

てはならない。そのために新しい計画と開発の

アプローチを開発した。これが“モジュールシテ

ィ”である。徒歩圏を重視し、徒歩圏の一つ一つ

を都市モジュールとし、都市機能のフルセット

を一つのモジュールに集めていく。都市機能の

濃淡によって各々のモジュールの個性を作り出

す。また、モジュールのエネルギーを地産地消

とし、廃棄物もモジュール内で循環処理する。

さらに、モジュール内に開発を集約させ、スト

ロー化を防ぐ。そうすることで生態との共生が

可能となり、最終的にモジュール間のネットワ

ークによって都市を形成する。これがモジュー

ルシティの基本的発想だ。この発想の下、低炭

素シティやエコシティ、スマートシティが実現

できるのではないかと考えている。 

20世紀の都市の形は同心円が主流であり、都

市の発展では同心円的な拡張がイメージされが

ちだ。それに対してモジュールシティの考えで

は、いくつかあるコアを確立し、それらコアを

上手に連携、連動させる。これが21世紀型の都

市づくりだと考えている。 

 

中国ではたくさんの計画が法律に基づいて作

られている。産業計画、都市計画、発展計画、

インフラ計画等、法律の下に多くの計画が様々

な部署で作られている。しかしそれらの計画は

相互連携がうまくなされていないことが多い。

これを解消するために鎮江ニューシティの計画

は、総合的なアプローチをとるマスタープラン

として仕上げた。これは同プランの二番目の大

きな特徴だ。 
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これは、1999年4月1日に日本経済新聞の経済

教室欄に載った私の論文だ。かつて中国がまだ

石油を日本に輸出していた時期から、私は中国

がエネルギー、食料をたくさん輸入する時代が

来ると予測していた。カスピ海の石油や天然ガ

スの開発が話題になっていた90年代末に、私は

カスピ海から天然ガスをパイプラインで上海ま

で運ぶシルクロード現代版構想を打ち立てた。

日本、中国、韓国といった北東アジア諸国が恩

恵に預かる提案だった。最初は日中協力プロジ

ェクトとしてうまく事が運んでいたところ、日

本側が降りて、中国側が自力で進めることにな

った。これはいわゆる“西気東輸”、という形の

プロジェクトにつながった。つまり新疆や中央

アジア諸国からパイプラインで天然ガスを上海

に送るプロジェクトだ。 

現在、このパイプラインはちょうど鎮江ニュー

シティの計画地を通っている。我々はこの天然ガ

スをベースにして地産地消のCo-generationシス

テムを計画した。Co-generationとは天然ガスから

直接発電し、かつ発電時に出る熱をモジュール内

に直接熱供給するシステムである。さらに

Co-generation に合わせ、CEMS や共同溝の３つ

の軸から斬新なエネルギーシステムを構築する。 

 

220平方kmのエリアには多彩な自然が存在す

る。生態共生都市として自然を取り込んでいき

たい。計画では開発用地を3割とし、緑地は35％、

農地は15％、河川15%、道路5%とする。全てを更

地にして開発していた従来の中国型開発と比べ

ると、我々の計画は革命的だ。 

モジュールシティは自動車ではなく路面電車

で繋がる町にしたいと考えている。計画では路

面電車をベースに、公共交通機関の交通分担率

を5割、徒歩・自転車を4割、自動車１割として

いる。同計画では路面電車駅の半径500m 以内

だけを開発許可エリアとする。 

 

 

 

 

【質疑･応答】 

（倉澤上席フェロー） 

ビジュアルの多いお話をありがとうございま

した。私も北京に滞在していたことがあるので

古い建物をあれだけ破壊してしまったことに違

和感を覚えている。旧市街と新しい所がうまく

連携していないようで違う街になってしまった

印象だ。先生はどう思われたか。 

 

（周） 

確かに、北京は違う街になってしまった。こ

の10数年間、中国は人類最大規模の都市破壊を

してきた。私のふるさと湖南省長沙も記憶にあ

る故郷ではなくなってしまった。 

2015年12月14日に新華社主催でイタリアデザ

イン界の巨匠マリオ・ベリーニ氏と北京大学の

周其仁教授と私の三人で都市化関連のセミナー

を開いた。セミナーのテーマは2つだ。一つは連

続性がいかに大事であるかということ。都市に

とっては歴史の積み重ねはとても大切だ。例え

ばイタリアの街には1000年以上の歴史の積み重

ねがあるゆえに味わいがある。中国は古い市街

地を壊し過ぎている。貴重なものを壊している

ことを壊す本人が分かっていない。これを止め

ないといけない。 

もうひとつのテーマは密度。都市の密度に関

する中国の人々の意識は間違っている。例えば

現在、北京から都市機能と人間をどんどん外に

出そうとしている。しかし、北京の密度は決し

て高くなくむしろ低い。中国の都市問題の多く

は密度が高いことに由来するのではなく、都市

のオーガナイズが良くないことからきている。
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今後中国の都市でサービス産業などの都市経済

を育てるには、密度をあげておく必要がある。 

 

（倉澤上席フェロー） 

ありがとうございました。それでは、会場か

ら質問をお受けしたい。挙手の上、端的にお話

いただければ。 

 

（フロア） 

先ほど北京の話があったが、沿海部と内陸と

の中国全体の空間配置について少しスケールを

変えて伺いたい。中国にもし南北問題があると

すると、それは沿岸部の発展と内陸部の遅れに

よる大きな経済格差ではないだろうか。ご指摘

の通り、加工貿易で生き延びようとすると内陸

まで材料を運んだり製品を持っていったり、途

中の交通網を考えると相応の石油が必要だ。私

個人の見解だが、今、中国が帝国主義的に頑張

っているのは、石油が無ければ内陸と沿海の物

流が維持できないからではないだろうか。しか

し、マーケットメカニズムに任せると、労働力

賃金も東南アジアの方が安い。中国の起業家は

内陸部を見捨てて東南アジアで稼ごうとし、結

果として産業の空洞化が中国国内で起きてしま

うのではないか。そうなれば経済格差や社会問

題は一層、激しくなり、内陸部の発展をどう確

保するというストーリーを描くのが難しくなる。

内陸の安定した成長といっても、沿海地域と一

緒にどう発展していくのかという地政学的問題

があるように思う。そのあたり、先生はどうい

った解決の展望があると思われるか。 

 

（周） 

国際コンテナ港のハブ力を見ると分かる通り、

大きなコンテナ港はやはり沿海部の三つのエリ

アに集中している。長江沿いの町は多少、水運

で上海まで運べるが、内陸部は基本的に車－高

速道路という手段になるので猛烈なコストにな

る。内陸部が企業誘致するには運送コストをど

うカバーするかが肝心で、土地を安く与えると

か環境規制を緩めるとか労働力を安く提供する

といったことになる。結果として、内陸部には

必要以上の土地を持つ企業があったり、環境規

制が厳しくないところで環境汚染を起こしたり

というケースが出てくる。しかし企業というも

のは合理性を求めるものだ。やがては輸送コス

トの安いところへ集中集約していく。これは全

ての国で起きている現象だ。例えば米国でITが

ブームになった時、たくさんの都市でIT 企業が

興ったが、現在は西海岸に集中集約している。

今は中国で製造業が全国的に展開しているが、

これから10年くらいかけて集中集約していくだ

ろう。 

内陸部の発展をどうするかについては、私は製

造業以外にも内陸部を活性化させる道はあると

考える。先ほどのツーリズムはまさしくその一例

で、内陸部の地方特有の価値を見出し、それを最

大限に生かしていくことが必要だ。勿論、内陸部

の人口を沿海部へ移動させることも大事だ。 

 

（フロア） 

モジュール都市とネットワークのお話で気に

なったところがある。都市を循環的に発展させ

ていくには、経済と環境と人と文化とが一緒に

根差していくべきだと信じているが、モジュー

ルの連続性のところで、都市の付加価値－文化

の辺りが希薄に思えた。都市の人の構成や経済

の活かし方についてどのような視点をお持ちだ

ろうか。また、中国の大都市では高齢化がかな

り進んでいるというが、生活機能としての公共

交通をいかに担保できるのだろうか。公共交通

にも財政負担がかかる。経済とのマッチングに

ついて伺いたい。 

 

（周） 

文化はある意味、都市の連続性の中で一番基

本となるところで、都市の形や食事など、文化

の表現も多岐にわたる。 

中国でも高齢者の割合が非常に高い。これま

であまり政策対象にされておらず、深刻な問題
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だ。鎮江ニューシティ計画では高齢者問題を非

常に意識した。路面電車はステップが低いため

乗り降りし易く、高齢者には使いやすい交通機

関だ。高齢者が町に活動的に出られ、かつ無理

なく行動できる範囲の500m圏を街づくりの基

本とした。 

 

（フロア） 

北京の密度はむしろ低いと仰っていたが、そ

こをもっと説明してほしい。もう一点、合理化

と効率化を目指すのであれば産業構造は沿岸地

域に集中した方がいいのだろうが、その結果は

地方の荒廃や都市への一極集中に結びつく。先

生のコンセプトでいくと、さらに進んでいくの

だろうが、そこに少し違和感を覚えた。 

 

（周） 

私のコンセプトではなく、現実がそうなって

いる。政策と計画を語る時にも現実と理想との

違いを意識しなければならない。まず現実をき

ちんと見つめることが大事だ。産業も経済も動

くメカニズムがある。それに逆らうことはでき

ない。 

 

（フロア） 

都市化と所得格差について伺いたい。自分は

今、所得格差問題について調べているが、都市

化が格差縮小に繋がるという研究結果があれば、

反対に拡大するという研究結果もある。いずれ

にせよ、都市化が何かしらの影響を与えている

のは事実だと思う。そこで所得格差における都

市化が与える影響について先生の意見を伺いた

い。省レベルと全国レベルでは違うのか、また

地域間格差がどうなるかについて教えてほしい。 

 

（周） 

都市化と格差の問題には基本的に2つの話が

ある。一つは生産性の問題だ。人が農村から都

市へ移動すると生産性が上がり効率が良くなる。

だから私は人が都市にどんどん集まればいいと

思う。2番目は分配の問題で、富をきちんと分配

できているか、地域間、階層間の別なく分配で

きているかということだ。格差の問題は本質的

に分配の問題だ。都市化が進むと富の作り方は

効率が上がり良くなっていくが、それをいかに

分配するかはもう一つ大切なイシューだ。 

 

（フロア） 

最近、中国の観光客が日本に大勢来て、爆買

いというほどたくさん買っていく。有難い話で

はあるが、彼らは中国に欲しい物が無くて日本

に来るのか、もしくはやはり日本製が良くて買

いに来るのか。例えば電気釜などたくさん売れ

ているようだが、何故なのか。（周）中国人観光

客を乗せたバスが銀座に1時間止まっている間、

彼らはよく3つの店舗に行くらしい。ファンケル、

LAOX、ユニクロだ。いずれも中国に店舗があ

るにもかかわらず、何故わざわざ銀座までやっ

てきて買うのか。ファンケルの場合は値段が中

国より安い。中国では税関やら手続きやらが入

り日本の値段の1.5倍前後になる。また、中国は

直営店ではないので品揃えと鮮度が違う。ファ

ンケルは添加物の入っていない消費期限がある

化粧品だ。東京で買えば安い上に鮮度が良い。

このように、様々な理由がある。中国の人々も

それなりに豊かになり嗜好が多様化し、ニーズ

というより好き嫌いで選ぶようになっている。 

 

（フロア） 

中国政府として格差をなくすということで、

7,000万人の農民工をどうするかということも

あるようだが、貧困層対策をどのようにしてい

くのだろうということが一つ。もう一つは鎮江

ニューシティのくだりで、住民の意見がどう汲

み取られていくのかが気になった。東日本大震

災で被災した町が再生するときに、行政が一方

的に都市計画を作るより、住民の話し合いの中

に専門家が入って進めることでうまくいくとい

うケースがあった。住民の声はどのように汲み

上げて計画を立てるのか。 
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（周） 

最近、政府は5,500万人の農村貧困人口をなく

すとしていて、今の中国の国力をもってすれば、

きちんとした富の分配を行うことで貧民対策は

できると思う。 

住民意見の吸い上げは都市計画家や政策家に

とって非常に大事なアプローチだが、中国の都

市計画にはこのスキームがない。我々は市民に

ヒアリング調査を行い、不十分ながらも市民の

意見を吸い上げる努力をした。 

 

【閉会】 

（JST 倉澤上席フェロー） 

時間のため、閉会する。ありがとうございま

した。 

（了） 
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【開会挨拶】 

（JST 倉澤上席フェロー） 

これより中国総合研究交流センターの日中シ

ンポジウムを開催する。 

先ずは主催者の挨拶に替えて、当センターの紹

介をさせていただく。科学技術振興機構の中にあ

る中国総合研究交流センターでは、中国の科学技

術や教育関連の調査研究を主に行っている。2006

年にスタートし、丁度、今年で10年になる。

“Science Portal China”という日本文によるポータ

ルサイトと“客観日本”という中文のサイトがあ

り、中国の科学技術や日本の現状など日中双方の

情報を両方の言語で発信している。また、“交流

センター”という名の通り、交流事業も職務に含

まれ、“日中大学フェア＆フォーラム”－日中の

大学同士のマッチング、あるいは日本の大学と中

国企業、中国の大学と日本企業というような企業

とのクロスマッチングや産学連携、また留学等を

目的とした大学間交流事業などを行っている。 

その他にも中国に関するデータベースを公開

している。中国語で書かれた雑誌は大体9,000

～10,000あると言われるが、その内770件程の重

要な雑誌から抄録を日本語訳して掲載し、無料

で使えるシステムを提供している。年間10万件

程の記事をアップしている。 

平成26年からは“さくらサイエンスプラン”と

いう交流事業を開始している。これは中国だけ

でなく、アジア各国から優秀な青少年を招へい

し、日本の先端的科学技術に触れてもらおうと

いうものだ。 

今日のような日中シンポジウムは年に１～2

回開催しているが、その他にも月例研究会と不

定期開催の中国研究サロンがあり、専門家の皆

さまに中国研究の幅広い成果をご披露いただい

ている。 

科学技術分野における中国の発展は著しい。

ここでも科学技術関連予算や研究者数などとい

った統計調査の結果を紹介しているが、世界の

論文数において、科学技術分野では中国は米国

に次ぎ第2位、特にエンジニアリング－工学部門

では米国を抜いてナンバーワンになっている。

科学技術予算では日本の2倍以上、研究者数も2

倍以上と目覚ましい発展ぶりだ。 

2016年からは第13次五か年計画が始まる。さ

らに“一帯一路 シルクロード構想”だけでなく、

“中国製造2025”や“インターネットプラス”など、

次世代のイノベーションに向けた政策が次々と

走っている。今日は「現代のシルクロード構想

と中国の発展戦略」をテーマとしてシンポジウ

ムを組んだが、この“一帯一路”構想、陸のシル

クロードと海のシルクロードにはアジアインフ

ラ投資銀行（AIIB）等、様々な問題が付随して

「「現現代代ののシシルルククロローードド構構想想とと中中国国のの発発展展戦戦略略」」  

 開催日時  2016年2月22日（月）13：30～17：00  
 講師紹介  

高原 明生（たかはら あきお）氏 東京大学大学院法学政治学研究科教授 

山本 吉宣（やまもと よしのぶ）氏 新潟県立大学大学院国際地域学研究科教授 

瀬口 清之（せぐち きよゆき）氏 キヤノングローバル戦略研究所研究主幹 

周 瑋生（しゅう いせい）氏 立命館大学政策科学部教授 

渡辺 紫乃（わたなべ しの）氏 上智大学総合グローバル学部准教授 

津上 俊哉（つがみ としや）氏 津上工作室代表 

李 瑞雪（り ずいせつ）氏 法政大学経営学部／大学院経営学研究科教授 
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いると思う。今や中国研究の成果は研究者の方

のみならず、ビジネスや政策立案をされる方々

にとっても貴重かつ重要な位置を占めている。

本日は第一線の専門家の皆さまにお集まりいた

だいた。実りある議論をご期待いただきたい。 

それでは早速、基調講演に入る。トップバッ

ターとして東京大学の高原明生先生に「中国政

治と一帯一路構想」と題してお話いただく。 

 

【基調講演】 

 

①「中国政治と一帯一路構想」 

高原明生（東京大学大学

院法学政治学研究科教

授） 

1981年東京大学法学部

卒、英国サセックス大学

にて博士号取得。立教大

学教授等を経て2005年よ

り現職。在中国日本大使館専門調査員、英国開

発問題研究所理事、ハーバード大学訪問学者、

アジア政経学会理事長、新日中友好21世紀委員

会委員（日本側秘書長）、北京大学訪問学者、メ

ルカトール中国研究所上級訪問学者などを歴任。

東京財団上席研究員、日本国際問題研究所客員

研究員、日本国際フォーラム上席研究員などを

兼任。 

------------------------------------------ 

皆さんこんにちは。 

先週、2泊3日で北京に行ってきたばかりだ。最

近は北京に行くと言うと、PM2.5は大丈夫かと心

配されるが、幸いなことに訪中前日の夜に神風が

吹いたらしく、北京の空を遥か先まで見渡すこと

ができた。前の晩に風が吹いたとは知らなかった

ので、最初はこの空が経済減速の影響なのか、構

造改革で過剰設備の廃棄が進んだ結果なのかと

考えていた。しかし、帰国日の午後には空気がど

んどん悪くなり、やはりPM2.5の影響は易々とは

無くならないようである。 

 

さて、今日は「中国政治と一帯一路構想」と

題して40分程度お話しさせてもらう。最初は中

国政治についてだが、先にお断りしておくと、

私の話はやや総花的な話になるかもしれない。

この後、山本先生はじめパネリストの先生方に、

私が触れる大きな問題について突っ込んだ深い

お話をいただけると思うので、そういった話の

前提、基礎としてご容赦いただければと思う。 

 

ご存知の通り、習近平氏をトップとする今の

政権は「紅二代」政権と言われている。いわゆ

る革命世代の第二世代で、彼らはある種の強い

オーナーシップ意識を持ち、今の共産党体制を

立て直さなければならないという強い危機感と

使命感、責任感を持ちながら、非常に大胆な政

治を行っている。その最も中心的課題は一党支

配体制の強化だといっていいだろう。具体的に

は反腐敗運動を強力に進め、あるいは新しい制

度や組織を作り、習近平氏自らが多くの組織の

長として立つことで権力の一極集中を進めてい

る。こういった反腐敗運動が徹底的に行われよ

うとしているということは一面ではたいへんに

結構だが、他方では官僚の委縮を招き、官僚の

方は内心、やめてほしいと思っている。何か仕

事をすると批判の対象になってしまうので、と

にかくじっと静かにしているが、それが経済に

良くない影響を与えている。そしてそれを皆が

分かっており、反腐敗運動が早く終わらないか

と待っている状況なのだろう。 

もう一点、政治で特筆すべきことはナショナ

リズムの喚起だ。習近平氏は「中華民族の偉大

な復興を実現する中国の夢」という言い方をし

ている。今の党内には様々な意見対立があり、

また党内や国内、社会がバラバラになるという

危険性があり、その状況の中で何とか国をまと

めるための大きな課題の必要性が、今、特に強

く感じられている。そこでナショナリズムが全

面に打ち出され、活用されている。これが今の

中国政治の概況ではないだろうか。 
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経済の方はどうだろう。政治にとっても社会に

とっても経済問題は非常に重要だが、成長の減速

の深刻化を多くの中国人が感じており、一部で言

われているほどではないかもしれないが、閉塞感

が人々の間に広まっているようだ。しかし、人に

よっては楽観視だったり悲観視だったりと見方

が異なる。その違いはどこからくるかというと、

やはりその人が普段、日常的に接する情報や状況、

地域やセクターによるようだ。1月に4週間程ベル

リンを訪問したが、ドイツでも状況は同じで、中

国の行く先を心配している人もいれば、既に中国

市場に深く入り込んで儲かっている大きな企業

もたくさんあり、そういうところで働いている人

達は楽観的だ。考えてみると日本もそうで、東京

にいる限りは東京は発展していて問題ないと思

うが、地域経済は大変だ。地域や分野によって好

調、不調が大きく分かれるのだ。それこそが今の

中国経済の状況ではないかと感じている。 

いずれにせよ、改革しないとジリ貧だという

認識が多くの人に共有されている。 

3年前の中央委員会総会で打ち出された改革

プランがあるが、私のような政治学者からは少

し足りないところがあるように見えた。今の体

制や制度の本質的な問題に切り込んでいないの

ではないか、あるいは切り込みが足りないので

はないかという印象を持ったからだ。その本丸

は何かというと、一つは国有企業の寡占体制の

問題であり、もう一つは分配制度の問題だ。温

家宝前総理はこの問題を頻繁に取り上げ、国有

企業の寡占体制や分配問題を何とかしなければ

いけない、しかしそれをやるためには3番目の改

革である政治改革をしないといけないと繰り返

し語っていた。しかしこれら3つの問題について、

習近平体制は本格的なアプローチをしていない

ように思う。難しいから後回しなのだろう。簡

単なところから始めるというのは理解できない

話ではないが、本気でやるつもりがあるのだろ

うかという印象を持ってしまう。 

構造改革をきちんとやろうというのが今の考

え方の主流で、過剰設備を整理して新しい産業

に資源を回すという大きな課題があるが、当然

ながら既得権益層が強く抵抗している。習近平

氏が自分に権力を集中させて揺るぎない権威と

権力を持つようになったという印象はあるかも

しれないが、実はやはり地方は言うことを聞か

ず、習近平の権威は末端まで届いていない。地

方に対して右向け右と言えば右を向かせられる

かと言うと決してそのようなことはない。皆、

反腐敗は怖いので服従するそぶりはするが、実

際は必ずしも習氏の思う通りにいっていないの

だ。 

そういった観点から、今、微妙な問題になっ

ているのが中国語で言うところの“核心”だ。

「習近平同志をもって核心とする党中央」とい

う言い方を皆にさせたいと習氏が仄めかしたと

いう話がある。胡錦濤氏は“核心”（日本語訳す

ると“中核”）とは呼んでもらえなかった。6.4

天安門事件の後、鄧小平氏は中央指導部に “中

核”がいなければならないとして、次の世代の

“中核”は江沢民だから、皆、江沢民の言うこと

を聞くのだ、団結して事に当たれと指示した。

そこで江沢民は“中核”と呼ばれたが、鄧小平亡

き後、江沢民は胡錦濤にその称号を譲らないま

ま有耶無耶になってしまった。習近平はそれを

はっきりさせたいが、しかし、多くの指導者達

は習の言う通りにせず、地方指導者達において

は3分の2程度の態度表明に留まり、中央の指導

者達にいたっては、習を“中核”と呼ばない。こ

の辺りがせめぎ合いで、来年の党大会に向けて

どういう人事配置が行われるか、これから熾烈

な権力闘争が広げられるのだろうが、まさに厳

しい綱引きが行われている状況だろうと思う。 

 

一方、社会の方はどうかというと、経済の減

速とともに社会矛盾が増大していくことは避け

られない。高度成長の下にあったとしても社会

矛盾の増大は有り得るが、早過ぎる成長におい

ては矛盾がさらに募るということを私達自身も

経験している。今の中国の場合、それらの中で

大きな問題と思われているのはネポティズム
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（縁故主義）、つまりコネ社会だ。以前から中国

はコネ社会だったが、それがもっと酷い状態に

なっていて、社会階層の固定化が多くの中国人

の悩みの種になっている。 

 

もう一つ、客観的事実として、経済の減速とと

もに労使紛争が激化しているということがある。

示したグラフは香港の労働団体が集めた統計に

よるもので、中国大陸で起きたストと労働者の抗

議活動の件数を表している。中国はカレンダー

イヤーとフィスカルイヤーが同じなので年末が

年度末にあたり、この時期に件数が増えるのは

理解できるが、一昨年2014年に1,379件だったも

のが、去年は2,774件に倍増している。ここが重

要なポイントだ。中国社会科学院の社会科学研

究所は2014年末の段階で、社会矛盾と労使紛争

の激化に対して警告を発していたが、2015年も

労使紛争が非常に増え、今年に入っても多く起

きている。 

 

PM2.5等の環境汚染の深刻化もあり、移民熱

は相変わらず高い。そういう手段を持つ人は外

へ出ていく。資本家だけでない。インテリ層も

子供が小さい時から海外に出して勉強させると

いうことをするが、これに大気汚染が一役買っ

ているというわけだ。 

 

もう一つ、重要だと思われるのが思想や考え

方の多様化だ。中国社会は今、もの凄い勢いで

変化していて、中国人も速いスピードで変わっ

てきている。ところが変わっていく社会に政治

が追いついていない。それが非常に大きな問題

として、多くの中国人の認識するところになっ

ている。 

一つ例を挙げると、昨日までの（北京）滞在

期間中、中国の友人達との間で大きな話題にな

っていたのは、先週の金曜日（2月19日）に習近

平氏が人民日報、新華社、中央テレビの3箇所を

訪ね、その後で新聞工作者座談会を開き、党の

言うことを聞け、共産党に平仄を合わせ、党の

指示に沿って報道しろという指示を出したとい

うことだ。勿論、習氏にとって、それは当たり

前のことだろう。中国は共産党が一党支配体制

で領導する国家、社会であり、メディアは党の

下に置かれており、党の言う通りに報道しない

と困る。そこのところを今回、ハッキリ言った

結果、社会から強い反発を招いてしまった。旧

正月前の大みそかに中国版紅白歌合戦が放送さ

れるが、その番組内容に対する批判も強かった。

政治スローガンが多すぎてつまらない、我々は

北朝鮮ではないぞ、もう言うなという批判だ。

つまり、今の指導体制のアナクロニズム（時代

錯誤）に対する反発、時代の変化が実際に起き

ているということで、それに対して共産党、特

に今の政権がどうも上手く対応できていないと

いう状況が表れているように思う。 

 

そういった状況が中国の対外関係、対外政策

にどう反映されてくるのか、私たちは関心を持

つべきだろう。そこで習近平政権下の外交、安

全保障政策というテーマとなる。 

習政権では「新型大国関係」という概念を使

って対米関係を改善したいという意向があった

が、2014年の途中あたりから「一帯一路」構想

の方に外交の重点が移っている。「新型大国関

係」は中国側が言い出したもので、ポイントは3

つだと説明されていた。最初のポイントは米国

と衝突せず対抗せずということ。2番目は相互尊

重の精神で関係を運営しようということ。3番目

は互いに協力し合い、WinWinでいこうというこ

とだ。オバマ政権も初めはこれは良いとし、「新

型大国関係」という言葉を米国側で使っていた

こともあるが、相互尊重の原則の中に中核的利

益の尊重が含まれていて、どうもこれは宜しく

ないと気が付く。当初、米国は中国の中核的（“核

心”的）利益について、台湾やチベット、新疆

ウィグル自治区の主権のことを指しているのだ

ろうとみていたが、南シナ海が中核的利益とさ

れ、外交部のスポークスウーマンは尖閣諸島も

中核的利益だと発言した。米国もそれは飲めな
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い。特に南シナ海やサイバーを巡る摩擦が激し

くなり、「新型大国関係」はうまくいかなくなっ

てしまった。今、米中関係は厳しい状況にある。

私は2014年の10月から去年の3月まで北京大学

に訪問学者として滞在していたが、APECのあ

った2014年11月頃から中国のインテリたちは

「新型大国関係」はうまくいかないと諦め始め

ていた。しかし今さら看板は下ろせない。そこ

でどうするか。「新型大国関係」という旗は振り

つつ、重点を西へ移し、「一帯一路」を外交の最

重点としたのだ。2015年は「一帯一路」構想を

進めることが中国外交の最優先事項になった。

中国の外交政策決定サークルの中には、単純化

して言えば“アメリカ第一グループ”と“ユーラ

シア第一グループ”の2つがあるが、主導権が前

者から後者へ移ったという見方が出来るかもし

れない。 

 

安全保障政策においては今、人民解放軍の組

織を大幅に改編しようというたいへんな改革が

始まったところだ。習氏は、人民解放軍は本当

に戦って勝てるのかということを問題にしてい

る。腐敗しきった軍隊では勝てないし、これま

でのように内戦から引き継いだ軍事編成を維持

しているような軍隊では戦争に勝てないという

ことで、大きな改革を始めた。そこに絡むのは

軍権の掌握という目的だ。自分のリーダーシッ

プの下、言うことを聞く軍隊に変えるというこ

とではないだろうか。問題は軍だけにあるので

はないだろうが、2014年の春から夏にかけて大

きな石油掘削リグを争いのある南シナ海の海域

に持っていき、石油の試掘を始め、ベトナムが

猛烈な抗議をして反中デモでは死人が出た。最

近では人工島の建設をしたり、尖閣の周りへの

巡視船の派遣を続けたり、アクション第一、と

にかく行動して既成事実を作ろうとする勢力も

ある。これは外交決定サークルというより、石

油部門や沿岸警備隊に相当する部門を含めた対

外政策に関わるアクターたちの中に、アクション

ファーストグループとでも言うべき人々がいる

ということだろう。中国は力が付いたのだから、

既成事実さえ作ってしまえば相手はそれを容認

するしかないという、ある種、傲慢な考え方が

一部にあるということだ。 

 

さて、そもそも「一帯一路」とはどういうもの

か。2015年3月に「一帯一路のビジョンと行動」

として翻訳された文書が出ている。これによると

「一帯」というのはシルクロード経済ベルトのこ

とで、ユーラシア大陸の東の端の中国と西の端の

ヨーロッパを繋ぐ経済ベルトを作るということ。

「一路」は21世紀海上シルクロードのことで、南

シナ海からマラッカ海峡を通り中東、アフリカへ

と延びる地理的範囲を想定している。東アジアの

経済圏とヨーロッパ経済圏を繋ぐコネクティビ

ティが大事らしいが、そこを繋ぐ中間の（中国語

で出している文書の日本語訳で表現するところ

の）“奥地国家”を発展させるとしている。 

 

「一帯一路」には色々なプログラムや考え方

が詰め込まれているが、これを起草した役所が3

つあるということに注目してほしい。一つは昔

の計画委員会の流れを汲んだ発展改革委員会、

開発投資を司る役所だ。外交部も当然ながら絡

んでいる。もう一つは商務部だ。これら3つの役

所が自分達のアイデアを持ち寄り詰め込んだ文

書となっている。 

文書によると、主要な内容は次の5つ。第1の

ポイントは“政策協調”、つまり中国とワンベル

ト・ワンロード沿いの国々が政策協調を行い、

お互いの開発計画をすり合わせ、共同発展して

いくということ。2番目は“施設の連結”で、コ

ネクティビティのベースであり、具体的には高

速鉄道や高速道路、港のファシリティを建設し、

ヨーロッパとアジアを物理的に繋ぐという話。3

番目は“貿易円滑化”のための制度的すり合わせ、

あるいは共同で新たな制度構築を行い、貿易を

活発化させるというもの。4番目は“資金融通”。

実際、プロジェクトを実現させるための資金を

どうするかということで、人民銀行が司るシル
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クロード基金と財政部が担当するAIIBなど、

諸々の構想が説明されている。そして最後に

“人々の相互理解”が大事だとしている。中国の

ことをよく理解してほしいという気持ちがある

のかもしれないが、文化外交を強力に展開し、

中国と周辺国民との関係を改善していきたいと

ある。ここは外交部が書いたところかもしれな

い。そして、中国内外で「一帯一路」フィーバー

が起きていく。 

 

「一帯一路」を動かす幾つかのポイントを挙

げていこう。 

先ずは国際戦略の観点だ。ここに「西漸論」

とあるが、「新型大国関係」もうまくいかず、海

洋進出を東に向けると日本やベトナム、フィリ

ピンとぶつかってしまう。そこで、国力の発展

方向は西の方が良いのではないか、中国は20世

紀末から「西部大開発」に取り組んでいるが、

西に行った方が軋轢は少なそうだという議論が

ある。中国の意図も時によって変わるのかもし

れない。要因はいろいろあるだろうが、国力が

伸びることで考え方も変わってくる。あるいは

状況的要因で考えを変えることもあるだろう。

元々、「一帯一路」を言い出した時の元気の良さ

はどこから来たかというと、米国を中心とした

既存の国際秩序に対して新しい秩序を自分達が

作りたいという戦略的発想が強かったのではな

いかと思う。 

2番目の強い動因は経済だろう。これはよく言

われていることだし中国自身も認めていること

だが、経済の減速や経済の構造調整という国内的

経済ニーズの下、過剰生産と過剰建設能力の問題

が突出してきた。これをどう解消するかとした時

に海外進出により解決しようというわけだ。 

3番目が政治だ。「一帯一路」が習近平氏の旗

印の一つになり、いわばペットプロジェクト化

しているという事情がある。予算を取る際にも

「一帯一路」と書けば取りやすい。逆に言うと、

「一帯一路」でなければ難しいという状況があ

り、何でもかんでも「一帯一路」に絡めようと

したプロジェクトプロポーザルが書かれる。「一

帯一路」関連のシンクタンクもたくさん出来過

ぎて、いつまで維持できるシンクタンクなのだ

ろうかと心配されている。ということで関与の

利益、関与しないことの不利益が考慮され、国

内ではフィーバーが続いている面があるが、実

は皆、内心、やや冷めてきているのが現実かも

しれない。 

 

“「一帯一路」への期待と懸念”と題したが、

チャイナ・マネーが来るだろうとする海外の期

待も大きい。早速、やりたい事のリストを北京

に送っている国もあるらしい。発展途上国だけ

でなく、ヨーロッパでも期待が膨らんだ状態に

あり、特に「16プラス1」と言われる、中・東欧

と中国の枠組みが注目されている。しかし、海

外に懸念が無いわけではない。既存の国際秩序

を切り盛りしていた側にとっては、こういった

イニシアティブを通して中国の影響力が拡大す

ることに対する懸念がある。特に、AIIBに対す

る態度から、米国がそれを強く感じていること

が分かる。 

もう一つはAIIBを中心に議論されてきたこと

だが、この構想を実施するために新しく作られ

る組織、あるいは一つ一つのプロジェクトにつ

いて、ガバナンスがきちんと行われるのかどう

かという懸念がある。日本側としてはこちらの

懸念の方が大きいのではないだろうか。私自身、

日本は最初からAIIBに入った方が良かったので

はないか、英国が果たしたような役割を日本が

できたら良かったのではないかと思っているの

だが、慎重になる人々の道理も分からないわけ

ではない。 

 

中国国内でも期待と懸念の両方がある。期待

する側としては、とにかく「一帯一路」を通し

て需要が拡大し、過剰設備が使われるようにな

ればいい、あるいはこの構想に習近平氏は非常

に熱心だから、これに絡むことで自分の組織の

予算を増やせたらいいという期待がある。一方



 

 

「現代のシルクロード構想と中国の発展戦略」 

 

176 

で、去年の半ばくらいから膨らんでいる懸念に

プロジェクトの採算性の問題がある。本当にリ

ターンがくるのだろうかという疑問を内心、抱

くようになってきた。 

中国自身も慎重だ。パキスタンに460億ドルの

支援をすると発表したが、具体的なことはまだ

これからだという話だし、何年も前にロシアと

の間でシベリア開発の大きなプログラムに合意

しているが、全然実行されないとしてロシア側

から文句が出ている。中国としては儲かる事だ

けやろうと慎重になっているからだろう。経済

の減速が深刻化するほど、そういう問題にセン

シティブになるのは当然だ。また、「一帯」にお

いて中国が中央アジアと東ヨーロッパの方向に

入っていくと、ロシアとの間で軋轢が起こるの

ではないかという懸念もある。去年、36年ぶり

にモスクワを訪問したが、多くの中国人がそう

した懸念を持つ一方、ロシアでは楽観的な人の

方が多いように思えた。ロシアは政治的にも経

済的にもかなり厳しい状況が続いていて、中国

に対する期待が大きく膨らんでいる。プーチン

は中国批判をロシアのメディアには載せさせな

い。少なくとも私が行った頃はそうだったが、

聞くところによると、どうも最近はロシアでも

中国に対するフラストレーションが出始めてい

るようだ。いずれにせよ、中国の側ではロシア

とうまくやらないと軋轢が大きくなるというこ

とを分かっている。 

 

最後に、「一帯一路」の今後として私の大胆な

予想を申し上げると、「一帯一路」の概念そのも

のはあと数年で衰退するのではないかという印

象がある。勿論、この推測は間違っているかも

しれない。大体、中国のことを予測すると間違

いがちになるので逆を信じてもらった方がいい

かもしれないが、現時点の予測としてお許し願

えるなら、今の勢いが続くことはやはり難しい

のではないか。「一帯」にはならず、これまで通

り、儲かることだけをやっていくのではないだ

ろうか。中国は慎重に進めていくと思う。「西部

大開発」の概念も死んではいないが、皆、あま

り語らなくなった。それと同じような感じで、

今のフィーバーは収まっていき、もっと現実的、

プラグマティックに、儲かることはやり、儲か

らないことはやらないということになるのでは

ないかという印象を持っている。英語で講演す

る時は“ワンベルト”ではなく“ワンバックル”

くらいになるかもしれないと言っている。 

中国の人はいま、東欧が一つの投資先として

良いのではないかと思っているようだ。中央ア

ジアに高速鉄道を作っても採算性は合わない、

それよりは東欧の方がすでにベースのインフラ

がしっかりしているし人材もある。もっとリラ

イアブルではないかと。昔、ユーラシア大陸を

またがるランドブリッジ構想でフィーバーにな

った時期があった。覚えてらっしゃるだろうか、

1990年代、新疆とカザフスタンの間の鉄道ルー

トが再開され、特に新疆では期待が大きく膨ら

んだが、実際はどうにもならなかった。紙に書

かれた大きな構想や言葉に踊らされることなく、

「一帯一路」について現実的に判断していくこ

とが重要だ。 

しかしそういった構想が全く無駄かというと

そうではない。特に私が注目しているのはAIIB

だ。この国際金融機関の準備とその運営を通し

て、中国側はもう既に相当学んでいるはずだ。

初めは秩序だの米国に対するチャレンジだのと

いう意気込みで始めた人もいるかもしれないが、

実際に動かす段になると、国際ルールに則って

やらないとどうにもならないことが分かってく

る。やはり日本にも入ってほしいということに

なったし、IMFや世銀などで高位にいた人達を

引き抜いてAIIBに入れ、ガバナンスの強化に努

めている。そういうことをしなければ、国際金

融の世界では格付けが下がり資金調達のコスト

が高くなる。国際ルールを尊重することが中国

の利益に繋がるということが次第に分かってき

たのだろう。国際ルールを変えたければルール

に則って変えるべきだという、健全な、法の支

配を重視するような考え方や認識が、こうした
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事業を通して広まることを私も望んでいる。 

 

今後、中国が変わっていくのかどうか。ここ

が議論の分かれるところだろう。以前は中国が

経済発展すれば政治もやがては変わっていくと

思われていたが、最近では、やはりそれは起き

ないのではないかという議論が強くなっている。

しかし、私は、中国も変わらざるを得ない、い

ずれは変わるだろうと信じている。それは中国

人自身が変わってきたからだ。中国の社会がど

んどん変わってきている。あまり学術的な言い

方ではないが、政治と社会、あるいは人とのズ

レがどんどん大きくなる状況がいつまでも続く

とは思えない。実際に中国の、特に若者と話し

ていると、我々の感覚や言葉、発想と同じ人が

増えていると感じる。勿論、中国は広いので、

矛盾することが同時に起きる。2012年の尖閣諸

島を巡る争いから、猛烈な反日精神を持つ頭の

堅いナショナリスティックな若者も存在する。

しかし他方において国際主義者も増えている。

ベルリンの研究所にも、客観的に自分の国の良

いところと悪いところを見ることのできる国際

主義的な愛国者がいた。そういった人達が中国

に着実に増えることを期待していると申し上げ

て、この話をしめさせていただきたいと思う。

ご清聴ありがとうございました。 

 

（JST 倉澤上席フェロー） 

ありがとうございました。概念そのものが衰

退する可能性があるという興味深いお話だった。

それでは次に新潟県立大学の山本先生にご登壇

いただく。高原先生からは中国の国内事情や国

内政治の視点に立ったお話をいただいたが、山

本先生には外側の視野から、特にアジアの国際

秩序といった観点から「一帯一路」構想につい

てお話をいただく。 

 

 

 

 

②「一帯一路構想とアジアの国際秩序」 

山本吉宣（新潟県立大学

大学院国際地域学研究

科教授） 

1943年横浜市生まれ。

1966年東京大学教養学部

（国際関係論）卒業。1968

年、同修士課程修了。1974

年米国ミシガン大学政治学部博士課程修了

（Ph.D. 政治学）。1975年～89年埼玉大学教養学

部（専任講師、助教授、教授）、89年～2004年東

京大学教養学部教授、2004年～2011年青山学院

大学国際政治経済学部教授、2011年～現在 政策

研究大学院大学客員教授、2013年～現在 新潟県

立大学教授。東京大学名誉教授、青山学院大学

名誉教授、PHP総研・研究顧問 

------------------------------------------ 

ご紹介ありがとうございます。 

私は国際政治や安全保障が専門で中国につい

ては全くの素人だ。私が初めて中国に行ったの

は1990年代の半ば、上海の復旦大学に招へいさ

れた時だが、その時のテーマはランドブリッジ

だった。中央アジアの方に鉄道や道路でも敷く

のだろうかと驚いたが、聞いてみると香港の大

財閥が支援して研究会を開いているという。こ

のような大構想で果たして採算が取れ、需要を

喚起できるのだろうかと思った記憶がある。皆

さんご承知の通り、冷戦が終わり、中央アジア

はソ連のくびきから放たれたが、その時の一つ

の政策がシルクロードだ。李鵬さんや江沢民さ

んが相次いで中央アジアを訪れていた。その余

波で私が招かれた会議も開かれたのだろうと思

う。それから何年もたち、同じシルクロードと

いう政策が出てきたということにある種の感慨

深さを覚える。 

 

今日は初めに「一帯一路」と中国の台頭につ

いて私の基本的な視角を述べさせていただきた

い。次に「一帯一路」とは何かについて。3番目

に “３つのジオ ”－Geopolitics（地政学）、
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Geoeconomics（地経学）、Geohistory（地歴学）

の議論。そして、「一帯一路」を見ていくにあた

って見えてくる様々なタイプの政治、例えばば

らまきの政治や配分（とりあい）の政治、ある

いはルール作りの政治など、より具体的な話を

したい。そして国際秩序をめぐる相互作用、特

に米中を巡る相互作用についてお話し、最後に

私自身が将来をどう考えているか述べさせてい

ただこうと思う。 

 

先ずは基本的な視角だ。台頭する中国と国際

秩序という問題を設定した場合、4つ程度のシナ

リオあるいは考え方があるのではないだろうか。 

一つは、昨年9月、習近平氏が訪米した際、習

氏は「アメリカと中国は“ツキジデスの罠”に陥

らない」と発言したようだが、既存の覇権国と

それを追走する国が競ってくると、必然的に紛

争が起きるという。ツキジデスは“ペロポネソ

ス戦争史”において、大国であるスパルタとそ

れに対抗するアテネが何故、戦争するまでに至

ったかについて述べていて、それを“ツキジデ

スの罠”と呼ぶが、中国はどうもそのことを深

刻に捉えているようだ。中国が台頭してきたこ

とで、一方では戦争になると懸念され、他方で

は力の交代があるとしても、中国と米国は平和

的に共存し、中国の台頭は、平和的に為される

という平和台頭論がある。この視点は、いわば、

戦争か平和かという観点からのシナリオである。 

 

二つには、アメリカの政治学者スティーブン・

ウェバーたちが論じるところの“The world 

without thewest”（西側[特に米国]を除いた世界）

であり、それは、開発途上国は先進国と独立し

て経済発展できるという議論にもとづいたもの

である。新興国同士が協力し合い経済を深化さ

せることで、先進国とは別の、機能的な、併行

的なシステムを作っていくことができるという

ものだ。 

3番目は対立する、あるいは自律的な二つの陣

営－米国を中心とするグループと中国を中心と

する地理的に分けられたグループ―が出来てい

くというシナリオ。習近平氏が「アジアの安全

保障はアジアで」と言ったのは2年程前だったろ

うか。安全保障において中国がアジアで一つの

自律的な地域を作り、米国は米国でつくればよ

いというもので、これは安全保障だけでなく

AIIB ように経済でも適用できるかもしれない。 

 

しかし、これら3つのシナリオは現実をみてい

く時にあまり合わないのではないかと思う。米

国は米国で体制を持ち、中国は中国でそれなり

の体系を持っている。これら2つが非常に強い相

互浸透の中で互いに学習し、ある意味で妥協し

つつシステムを作っていくという形になるので

はないか。それが“相互浸透システム”だ。こ

れが、私の考える第4のシナリオである。 

 

さて、私は中国の「一帯一路」を語るとき“空

飛ぶ円盤”と表現している。よく分からないから

だ。今も分からないし、将来のこともよく分から

ない。どこに落ちるかも分からない。「一帯一路」

を語る際によく出てくる言葉に“マーシャル・プ

ラン”がある（これは、後に触れる）。「一帯一路」

と比較できるかどうか分からないが、1947年6

月にアメリカのマーシャル国務長官が大量の援

助をヨーロッパにすると宣言した。それは、単

に共産主義に対抗するだけではなく、その背後

には米国の余剰生産もそれで掃けるとの考えも

存在していたといわれる。一月後、「[マーシャ

ルプランは]、誰もどのようなものになるかわか

らない、どのくらい大きくなるのかも分からな

い、どちらに動いていくのか分からない、本当

にそれが存在するのか分からない」という国務

省の官僚のメモが出たといわれる。これを「一帯

一路」に置き換えた時、それほど的外れではな

いかもしれない。 

 

「一帯一路」がどこへ行くのか分からないこ

との一つの例は、その地理的な範囲である。例

えば「一帯一路」に関して新華社などからいろ
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いろな地図が出ているが、中国政府からの正式

な地図は出ていないと思う。一帯は、陸路であ

り、西安からでて、中央アジア、ロシア、ヨー

ロッパへ行くが、さまざまな枝があり、東南ア

ジアへ行くもの、中東に行くものなど複雑であ

る。海の方が一路。中国の沿海から出て、イン

ド洋からアフリカに寄り、ギリシャ、そしてヨー

ロッパへ行く。また、地図の中には、南太平洋

が入っているものもある。先ほど、高原先生の

お話に出た「ビジョンと行動」に、明示的に南

太平洋が含まれているからである。いろいろな

地図を見ても曖昧なところがあり、「一帯一路」

がどうなるのか、なかなか分からない。ユネス

コのシルクロードの地図を見ると、ヨーロッパ

ではベニスで止まっている。日本の方にいく東

海路もあるが、それは「一帯一路」には、入っ

ていない。ユネスコの地図では、南の方はルソ

ンを通りメキシコのアカプルコの方まで行くと

いうのが大きなシルクロードの一端だが、米国

の方に行くところは「一帯一路」には、入って

いない。いまある「一帯一路」の海のシルクロー

ドではフィリピンが入っておらず、何故、入っ

ていないのだとフィリピン側は怒ったが、中国

政府は正式に「一帯一路」の地図を出してはい

ない、フィリピンは当然入っているのだという

ような取りなし方だった。このように、地図か

らみてもどこまで「一帯一路」が広がるのか分

からない。海の方は、我々の基本的な、身につ

いた概念はアジア太平洋だと思うが、「一帯一

路」はそれとはかなり違う図柄になっており、

国際政治や地域の概念において、21世紀の海の

シルクロードの地域概念がどうなるかというこ

とは、地域概念的な大きな問題の一つになって

いる。 

 

「一帯一路」構想の特徴は陸と海のシルクロー

ドを一緒にしたところにあるだろう。陸のシル

クロードは、ソ連が崩壊した1990年代の半ばか

ら、中国の中央アジア政策として登場した。先

ほどのユネスコの地図では南方の海も海のシル

クロードに含まれているが、中国はすでにはや

く1991年もしくは1992年から、海のシルクロー

ドをユネスコの世界遺産にしようと運動してい

た。また、2000年代には中国の平和発展論のシ

ンボルとして、明の時代の鄭和の航海を何度も

引き合いに出している。政治プロジェクトの話

として海のシルクロードについてはっきりと述

べたのはおそらく習近平氏だろう。 

 

時に、中国の力について、3つの“M”で表現す

る人がいる。一つのMは“Might”、つまり軍事力。

2つ目は“Money”、3番目は“Mind”だ。それに呼

応させるわけではないが、3つの大きな見方とし

て“地政学”、“地経学”、そして“Mind”に対して

は“地歴学”として取り上げてみた。 

地政学（Geo-politics）で見る時、たいていは

陸と海を分けて考えるが、「一帯一路」の議論と

して「一帯」の方では「ハートランド（中央ア

ジア）を制する者は、世界を制する。」という言

い方（マッキンダー）があり、海（マハン）の

方は「インド・太平洋を制するものは、世界を

制する」とされる。中国がやろうとしているこ

とは大きな夢物語のように聞こえるが、マッキ

ンダーとマハンを一緒にしたような戦略だ。陸

上、海上の両方を強くしようとするハイブリッ

ド戦略を取っているのではないかという地政学

者もいる。それを究極的に表しているのが、去

年、米国シアトルのNBR（TheNational Bureau of 

Asian Research）のフランス人女性が出したコメ

ンタリーではないだろうか。何を言っているか

というと、中国が考えているのは中国とヨーロ

ッパを結びつける、そしてヨーロッパは中国と

いう機関車に経済的に統合され、中国に依存す

るような形にする。ユーラシアにおける経済回

廊が誕生すれば、それはユーラシア大陸の周辺

の重要さを下げ、したがって、米国海軍の機能

の重要性を低下させる。そうなると、米国は太

平洋と大西洋の間に浮かぶ単なる島に過ぎなく

なる。それこそが一つの可能性であり、中国が

めざすものだ、ということだ。文章の出だしは
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「中国の当局者は、一帯一路が究極的に次のよ

うになることを望んでいる。」となっているが、

証拠は何もないので、誰がどのように考えてい

るか本当のところはよく分からない。一つのイ

メージとして数年前「一帯一路」が非常にもて

はやされた時の反応かもしれない。いずれにせ

よ、地政学的にはこういったイメージも出てく

るということだ。 

 

地経学（Geo-economy）においては胡錦濤氏

が2004年にマラッカ・ディレンマとしてエネル

ギー問題を取り上げている。マラッカ海峡を通

るエネルギーの調達が「一帯一路」の一つの背

景になっていることは間違いないだろう。その

一方で、エネルギー問題というよりは、中国の

投資、貿易における相手国の開発が重要なのだ

と言う人もいる。私は経済学者ではないので確

かなところは言えないが、米国やイギリスの発

展経路をみると、最初は外国からの投資を受入

れ、資本財などを大量に輸入する。次いで発展

を遂げると、それまで赤字だった貿易が黒字に

なり、海外投資がだんだん増大していく。やが

ては輸出大国、投資国大国になる。おそらく中

国は今、このような段階にあって貿易投資を活

発にやるようになっているのではないだろうか。 

このようなことを背景にして、中国は、どの

ような秩序を作り、どのような行動をとるかと

いうとき、その一つの例がよく言われるのが中

国版マーシャル・プランだ。2008年のリーマン

ショック直後、中国の貿易はおおいに停滞した。

それをどうしたらよいか、需要喚起をしなけれ

ばならない。当時、2兆ドルくらいの準備外貨を

持っていたがそれをどう使うか。そこで中国版

マーシャル・プランが出てきたのだろう。おそ

らく現在でも多くの外貨の準備と外に対する過

剰生産のはけ口を求めている。そうなると、リー

マンショックの後と今でも状況はそれほど大き

くは変わらないのではないだろうか。実際には

AIIBやシルクロード基金、BRICS開発銀行、SCO

ファンドや中国とASEANの海洋協力基金をつ

くり、対外投資を進めようとしている。最後の、

中国―ASEAN海洋協力基金は、ASEANと中国を

いかに結びつけるかという話だ。また、“16＋1

クレディット・ライン”というものもあり、それ

はEUの加盟国も含む中東欧の16カ国が相手で、

＋1は中国のことである。2011年あたりに出来て、

かなりの額面を中国が出しているが、使いきれ

ないという話もあり、中東欧の国々においては、

中国が計画し、中国企業が運営し、利益は全て

中国がもっていってしまうという不満もあるよ

うだ。実際、中国としては中東などいろいろな

国にお金をばらまくと同時に、効率や運用を考

えながらやっていると思う。こういった動きを

通して、中国はIMFやWTOのGame Playerから

Game Makerになり、世界に影響を与えながら、

自ら秩序を作っていくようになる。しかし、ま

だGameChanger（根本的にゲームのルールを変

えるプレーヤー）ではないが。そして地道に2

国間関係で援助やプロジェクトを積み上げるボ

トムアップ方式から、国際的秩序においてAIIB

を自ら計画したり「一帯一路」を提案したり、

トップダウン的なものに傾向が変わってきてい

ると思う。中国国内でも習氏中心のトップダウ

ンにしようとしているが。「一帯一路」において

GameMakerとしてどういうことをやるのかを議

論するとき、中国の政策決定者は－習近平氏も

王毅氏も―ソロではなくシンフォニーだと言っ

ているが、シンフォニーでも指揮者が要るわけ

で、中国は一人の指揮者、一つのリーダーシッ

プを取る国になろうとしているのだと思う。 

 

地歴学（Geo-history）とは、戦略的目標の内容

や地理的範囲を設定するときに過去の歴史を利

用するというものだ。米国海軍の戦略家にジェー

ムズ・ホームズという人がいるが、彼は“Usable 

history”という概念を出して政策や戦略目標を

立てる時に中国が歴史を利用することを指摘し

ている。中国は鄭和とかシルクロード（これは、

平和的でやわらかい印象を与える）という歴史

的な事象を使い、対外的に平和的進出をしてい
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るとして自らの動きを正当化し、また国内の強

硬派に対しては攻撃的なことを擁護することを

抑えようとしているのではないか。地政学や地

経学同様、地歴学という観点から中国の動きを

捉えるのも必要だと思う。 

 

米国の非常に有名な政治学者、Theodore Lowi

によると、政治には3つの形があるという。一つ

には配分の政治、distributive politics、があるとい

う。これは、政府が保持する資源を配分するとい

うもので、例えば19世紀の米国連邦政府は保有す

る土地を大学や鉄道会社に分配した。このタイプ

の政治では、大きな紛争は起きない。もう一つは

その逆の、再配分の政治であり、今ある一定の資

源を取り合うという政治だ。3番目は規則の政治

で、物事のルールを決めていくというもの。規則

やルールを変更したり、新たに規則を作ったりし

ようとするものであるが、そこでは、既得権益を

もつ人が損をするので紛争が起きるが、しかし、

長期的にみて、ルールが確定し、長期的に見れば、

紛争が押さえられることになる。 

 

このような3つの政治を「一帯一路」にあては

めて考えるとどうだろう。配分の政治にはバラ

マキの政治、札束外交、元外交、インフラ外交

などいろいろあると思うが、「一帯一路」構想が

最盛期の2014年中頃、「みんな何がしかの利益を

得る」という標語があり、国内でもいろいろな

地域が儲かるのだとされていた。国際的にも

ASEANや中央アジアの国々が儲かる、大妥協、

大バーゲンの政治だから大きな紛争はない。当

初、自分達はマーシャル・プランをやるのだと

言っていたが、2013、14年あたりになると一転

し、これはマーシャル・プランではない、マー

シャル・プランでは米国はヨーロッパにお金を

あげ、また反共を旗印にしたが、中国はそうで

はないとした。そう言いながらも、ある種のバ

ラマキ要素がまだあるのではないかと思う。 

 

最近では“公共財”という言葉が使われ出し

ている。例えば、AIIB を中心とした安定的な経

済システムを提供すれば、それは国際公共財に

なる。2009年1月には海賊退治で海軍を派遣し、

その海軍を使って、2013年、中国はリビアから

およそ30,000人の中国人を救出した。また、い

ろいろな形で日本人、イタリア人などを救った

り、あるいはシリアから化学兵器を撤去し、そ

れを運ぶときに護衛したりと、公共財的ことを

かなりやっている。公共財というのは一つの側

面だ。中国のやることをいろいろな面から捉え

ると、中国の利益だけではなく、公共財的要素

があり、我々としてはその要素を伸ばしていく

べきではないかと思う。「一帯一路」においても

“3つの「一緒」”と言われるように、一緒に考

えて作る、一緒に実行して作る、そして一緒に

利益を享受するという公共財的発想がある。そ

れらは尊重されるべきだろう。公共財は、みん

なに利益が均霑すると言う意味で、バラマキ政

治と共通するところがある。しかし、バラマキ

政治には限界がある。公共財の供給にも資源が

いる。資源が十分かどうか、利益が出るかどう

か、十分に活用できるかどうかが大きな問題に

なるだろう。 

 

「一帯一路」は中国の過去幾十年の成長、とく

にリーマンショック以来の急成長に基づいたも

のだ。すでに述べたように「一帯一路」には蓄積

された外貨をばら撒くという面があるが、米国の

中国経済研究者、ウェイン・モリス氏によると中

国の成長率を見ると、それはどんどん落ちてきて

いるという。中国はまだ伸びてはいるものの、経

済成長率はかなり低くなり、配分の政治に割り当

てられる資源が減ってくる。従って、再配分の政

治の色合いが強くなって行こう。再配分の政治で

は領土や経済資源の取り合いで対立が発生する。

また、経済的にいろいろと援助をするということ

は、貿易でも中国に依存するということになり、

経済的に非対称的依存が高くなり、中国は有利な

戦略的ポジションを得てその影響力がますます

強まる。また、中国が現在、意図してやっている
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ことの一つはステータスすなわち自国の国際的

地位を上げようということである（たとえば、

AIIBでの拒否権、総裁ポジッション等）。自国の

ステータスが上がると他国のステータスが下が

る。いわばゼロ・・ゲームだ。このようにして「一

帯一路」の中に再配分の政治が入りこんでいくの

ではないかと思う。 

 

ルールの政治について。ルールに関しては、

安全保障、経済関係、そして国内の規範などが

考えられよう。現在大きな問題になっているこ

との一つは、“航行の自由”である。それは海の

話であるが、昨年米国は、"航行の自由作戦

（FON）”と称して、イージス駆逐艦を南シナ

海奥深くに、中国の、国際法にもとる行動（埋

め立てによる権利の主張）に挑戦しようとして

いる。陸であれば道路や鉄道をつくって“通行の

自由”を作っていかなければならないであろう。

安全保障では紛争の平和的解決、あるいは海で

はUNCLOS－海洋法というようにいろいろなル

ールがあるが、その中でいかにルールを守るよ

うにするか、あるいは新しいルールを作ってい

くかが問題となる。 

ルールの政治の中で「一帯一路」にもっとも

関係するのは貿易や投資、ODAのルールだろう。

中国のやり方、米国や日本のやり方などさまざ

まなものがあるが、どのやり方をどのように調

整し、公正な競争とか、透明性とかを同担保し

ていくかを考えていくことが重要だ。 

国内体制において、人権とか、民主主義が重

要なルールと考えられる。ここでは、中国が大

きな問題であろう。習近平氏は人道や人権に関

して、中国は十分にそれを尊重する政治を行っ

ており、また、ヨーロッパに行った際にも人道、

人権ということについては、中国はちゃんとや

っている、内政不干渉の原則があり、何も言う

なと論じ、ヨーロッパも黙りこんだ。 

 

国際秩序を巡る動きという時には中国と米国

が平和的に共存できるかどうかが重要なのは当

然だが、具体的にどういう展開になるかについて

は米中の相互作用を常に考えないといけないと

思う。リーマンショック以後、中国は自己主張を

強め、それに対して米国がアジア太平洋回帰、さ

らに、アジア太平洋への再均衡政策を展開し、そ

の中でたとえば、インド太平洋という概念を示し

たり、TPPを追求した。米国が中国に対して、米

豪印日の連帯を含意するインド太平洋概念や中

国を除くTPPを形成しようとすると、中国は海の

シルクロードを形成しようとしそれは平和的な

ものだと言う。また、中国は、RCEP とか、中韓、

日中韓の自由貿易協定を作ろうとする。中国は、

インド太平洋は日本と米国とインドとが一緒に

なって中国に対抗するからけしからんとし、米国

がTPPを出せば中国はAIIBを創設しようとする。

AIIBがうまくいきそうになると米国は、TPPの形

成を促進しようとしたり、IMFの改正を行う。こ

のようにして、中国と米国の間に相互作用が展開

する。このように相互依存が深まる中で競争し、

結果としては、より良いルールが出来る可能性が

高いのかもしれない。 

 

最後に、パワーサイクル論について少しだけ紹

介させてほしい。米中を考えるとき、われわれは、

力の交代、power transition、を考える。たとえば、

中国のGDPははたしてアメリカのそれに追いつ

くのか、抜き去ることがあるのか、等である。パ

ワーサイクル論は、それとは若干異なったもので

ある。基本的に、中国の行動は、アメリカとの力

の交代ではなく、国際システムに置ける相対的な

地位の変化の方向性によるものだとする。これは、

チャールズ・ドランという人がかなり前から提唱

している。主要国のGDPを足したものを分母にし

てその上に例えば中国のGDPを置く。その国（中

国）の（主要国）国際システムにおける相対的な

比率である。この比率は、時間的に変化していく。

最初の頃は、中国の比率はどんどんと伸張し、伸

張の度合い（接線の傾き）は、だんだん大きくな

る。この伸張の度合いがだんだんと伸びていくと

中国は国際的な役割を果たさなければならない
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と期待される。人が先を予測する時に、明日は多

分、昨日あったことと同じだろうと考えがちだ。

前年までの傾斜をそのまま伸ばすのが一つの期

待となる。ところが、一番最盛期の傾向を伸ばし

ていくと大変なことになる。私が参加したある研

究会で、中国の研究者が、中国はいずれ世界GDP

の30％を占める、これがニューノーマルだという

発言があり驚いた。数年前までの伸張率をそのま

ま伸ばしていくとそうなってしまう。しかし、今

はだんだんと滑らかになり、主要国システムにお

ける中国の相対的な比重は頭打ちになってきて

いる。数年前までの伸張率を伸ばしたバラ色の将

来ビジョンをもとにつくられたのが、「一帯一路」

構想だったといえようか。しかし、いまや徐々に

そうではなくなってきている。今は過去にあった

期待の大きさを抑えて再調整しなければならな

い段階にきているかもしれない。 

時間になったので、私からの報告はここまで

とさせてもらう。 

 

（JST 倉澤上席フェロー） 

ありがとうございました。中国だけでなく米

国との関係等についてお話をいただいた。 

ここで一端、休憩とする。 

 

～ コーヒーブレーク ～ 

 

（JST 倉澤上席フェロー） 

それでは「現代のシルクロード構想と中国の

発展戦略」のパネルディスカッションに入る。

お一人ずつお名前をお呼びするのでご登壇いた

だきたい。先ずはキャノングローバル戦略研究

所の研究主幹でおられる瀬口清之様。今日はモ

デレータをお願いした。次に立命館大学 教授の

周 瑋生先生。上智大学 准教授の渡辺紫乃先生。

それから津上工作室代表の津上俊哉様。津上様

にはよくここでお話をいただいている。最後に

法政大学 教授の李瑞雪先生。また、先にご講演

いただいた高原先生、山本先生にも壇上にお上

がりいただければ。 

ここから先はモデレータの瀬口様にマイクを

お預けする。 

 

【パネルディスカッション】 

「現代のシルクロード構想と中国の発展戦略」 

モデレータ：瀬口清之（キヤノングローバル戦

略研究所研究主幹） 

パネリスト：周 瑋生（立命館大学政策科学部

教授）、渡辺紫乃（上智大学総合

グローバル学部准教授）、津上俊

哉（津上工作室代表）、李 瑞雪（法

政大学経営学部／大学院経営学

研究科教授） 

 

■モデレータ 

瀬口清之氏：キヤノング

ローバル戦略研究所研

究主幹 

1959年12月4日生まれ。

1982年東京大学経済学部

卒業後、日本銀行入行。

1991年4月より在中国日

本国大使館経済部書記官、帰国後1995年6月より

約9年間、経済界渉外を担当、2004年9月、 米国

ランド研究所にて International Visiting Fellow 

として日米中3国間の政治・外交・経済関係につ

いて研究。2006年3月より北京事務所長。2009

年3月末日本銀行退職後、同 年4月よりキヤノン

グローバル戦略研究所研究主幹、杉並師範館塾

長補佐（2011年3月閉塾）。2010年11月、アジア

ブリッジ（株）を設立。 

------------------------------------------ 

■パネリスト 

周 瑋生氏：立命館大学

政策科学部教授／立命

館孔子学院名誉学院長

／一般社団法人国際３E

研究院長 

1960年生まれ。82年浙

江大学工学部卒業、95年



 

 

「現代のシルクロード構想と中国の発展戦略」 

 

184 

京都大学博士後期課程修了、工学博士号取得。

専門はエネルギー環境政策学、政策工学。95年

新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）

産業技術研究員、98年（公財）地球環境産業技

術研究機構（RITE）主任研究員を経て、99年立

命館大学法学部准教授，02年政策科学部教授に。

これまでRITE 研究顧問、立命館孔子学院初代

学院長（現在名誉院長），立命館サステナビリテ

ィ学研究センター初代センター長、大阪大学サ

ステナビリティ・サイエンス研究機構特任教授、

東京大学大学院原子力国際専攻客員研究員、浙

江大学等複数大学の客員教授等を歴任。 

------------------------------------------ 

渡辺紫乃氏：上智大学総

合グローバル学部准教授 

1994年東京大学経済学

部卒業、2000年タフツ大

学フレッチャー法律外交

大学院修了（ M.A. in 

Lawand Diplomacy取得）、

2007年ヴァージニア大学大学院修了（Ph.D. 

inForeign Affairs取得）。財団法人日本国際問題研

究所研究員、埼玉大学教養学部准教授を経て

2014年より現職。 

------------------------------------------ 

津上俊哉氏：現代中国研

究家／津上工作室代表 

1957年生まれ、1980年

東京大学卒業後、通商産

業省に入省、在中国日本

大使館参事官、北東アジ

ア課長、経済産業研究所

上席研究員を歴任。2012年2月から現職。 

------------------------------------------ 

李 瑞雪氏：法政大学経

営学部／大学院経営学

研究科教授 

中国安徽省生まれ。

1992年中国南京大学外国

語学部日本語学科卒業、

2004年名古屋大学大学院国際開発研究科博士後

期課程修了、学術博士学位取得。2004年富山大学

経済学部講師、准教授を経て、2012年より法政大

学経営学部教授、現在に至る。中国復旦大学現代

物流研究センター客員研究員、新潟産業大学大学

院経済学研究科 非常勤講師、中国西南交通大学

客員教授、米国ミズーリ大学セントルイス校 ビ

ジネススクール客員研究員、中国瀋陽建築大学客

員教授を歴任。 

------------------------------------------ 

（瀬口） 

先ずはお二方の素晴らしい基調講演を受け、パ

ネリストの皆さまからコメントを頂戴したい。高

原先生、山本先生からはそれに対してのコメント

をいただき、必要に応じて議論を行うということ

を第2部の最初のセッションとし、次に4名のパネ

リストの先生方から個別のプレゼンテーション

を頂戴するという流れで進めていきたいと思う。 

高原先生のご講演によると、国内経済面では

習近平主席の思うように地方まで構造改革が進

んでいないのではないか、社会面では中国人の

考え方の変化が非常に速いのに対して政治がそ

こに追いついていないのではないか、また、最

近の習近平主席の様々な動きに関して社会から

強い反発が出始めているというような指摘があ

った他、「一帯一路」の概念は今後、数年で衰退

するのではないかという問題提起があった。そ

して、概念としては衰退していく中で、これま

で通り儲かることをやっていく、現実的なプラ

グマティックな方向に変わっていくのではない

かという指摘があり、最後には、中国人がこれ

だけ変化してきているのだから中国の政治も変

わらざるを得ないのではないかというお話だっ

た。 

山本先生の方からは、「一帯一路」を一言で表

すと「空飛ぶ円盤？」というキャッチーなフレー

ズを用いて、結局のところはよく分からないとい

う指摘があった。その一方で、米国のフランス人

学者の説を紹介し、「一帯一路」がヨーロッパと

アジアを結びつけて大きな発展を遂げると、米
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国は太平洋と大西洋の間に浮かぶ一つの島に過

ぎなくなる、それほど大きな影響力を及ぼす可

能性があるのではないかとの指摘があり、また、

中国版マーシャル・プランとして発展する可能

性も秘めているというのではないかとする一方

で、それは中国が順調に発展していく時の過大

な評価が前提となっているが、中国も順調な発

展ばかりではない方向に向かうのではないかと

いうことであった。中国を非常に強くみて「一帯

一路」が成功を遂げていくことに伴う面と、そ

ればかりではないと捉えて、フランス人学者達

が心配しているような結果にはならないのでは

ないかというような、両面の指摘があったと受

け止めている。 

以上が私の簡単な総括だが、これについてパ

ネリストの方々からコメントを頂戴したい。先

ず周先生、いかがでしょうか。 

 

（周） 

立命館大学の周です。高原先生、山本先生、

貴重な講演をありがとうございました。 

先ずは高原先生にご教示いただきたいことが

2点ある。一つは、歴史的にみても古代シルクロ

ードは短い時間で成り立ったものではないので、

「一帯一路」構想自体、何百年という非常に長

い時間がかかるものなのではないかということ

だ。今の中国の政治体制を考えると、慣習的に

は最長で二期となる。そうなると、習体制の次

の体制ではどのようにシルクロード構想が継承

されるのだろうか。お考えを伺いたい。二点目

は、習近平氏の影響が末端まで届いていないと

いうことについてだが、これにもやはり時間と

手段が必要だ。その中で政治改革の話が出てき

たが、今まで行ってきた経済改革から政治改革

に移ることができるかどうか。私はシステム工

学という視点から、次の改革は政治改革という

より行政改革ではないか、公平性をいかに実現

し維持していくかということが中国にとっても

っと大切なのではないかと考えている。すなわ

ち、経済システム改革から行政システム改革を、

さらに政治システム改革へと１００年の計（改

革のロードマップ）を設計する必要があるかと

思います。 

山本先生にも2点ほど教えていただきたい。一

つ目は公共財についてだが、中国内部において

も「一帯一路」は公共財だという意見がある。

しかし、公共財というものには非排除性と非競

合性が必要で、今の状態では「一帯一路」はこ

の二つの条件を満たすことができないのではな

いだろうか。そこで、公共財にするためにはど

うしたらよいのかについてコメントをいただき

たい。もう一つは、米国の戦略についてだ。こ

れまで米国はドルの国際的地位をいかに守るか

というところでいろいろな手段を講じてきた。

今回のAIIB など、中国が人民元を国際通貨とし

てやっていこうとする場合、米国は非常に強い

抵抗手段を講じるのではないかという懸念があ

る。このあたりについて何かお考えがあれば伺

いたい。 

 

（高原） 

周先生、非常に面白いポイントを出していた

だきありがとうございます。 

「一帯一路」の難しさが分かってきたことに

より、中国の方々の発言が段々と後退しつつあ

る。直ぐにはできない、非常に長い時間がかか

るという言い方をする人も増えていると思う。

しかし海外の期待が盛り上がってしまっている。

今、周先生が仰ったような言い方で、海外の方々

に上手に説明していくのがよいのではないだろ

うか。難しいだろうとは思う。期待が大きく膨

らむ中で、針で風船を割ってしまうと、これは

何だということになってしまう。いかにトーン

ダウンさせていくか。示唆されたように、次の

指導者になったらあまり使わなくなるという可

能性も高い。例えば「4つの近代化」といつの間

にか皆、言わなくなり「改革開放」になった。

「調和のとれた社会、調和のとれた世界」とも

いつの間にか言われなくなる。新しい指導者は

自分のスローガンを作りたい。時には次の指導
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者も使うことがあるが、そういう形で収束して

いく。そういったこれまでのパターンが繰り返

される可能性は私自身も大いにあると思う。 

もう一つ、改革について、末端まで権威が浸

透するのに時間がかかるというのは中国の現実

としてその通りだが、それでは困るというのが

今の状況だろう。地方が中央の言うことを聞か

なければ実質的な政策の実行ができない。そう

した状況を変えるような改革ができるかどうか

が大事だろう。先ほどは触れなかったが、2013

年の三中全会の改革文書の中に一つ物足りない

と思うところがあった。中央、地方関係だ。中

央のお触れをどう地方の末端に行き渡らせるか

というところでアイデアやイニシアティブが足

りない。そこが問題ではないだろうか。政治改

革は仰った通り、なかなか難しい。過去30年、

中国ではどのように政治改革を進めていくか考

えられてきたが、どのようにロードマップを描

き、どこからどのように始め、最終到達地がど

こになるのか誰にも分からないのだ。しかし、

それは経済改革の時も同じだった。兎に角、リ

ーダーシップが大事で、どこからか始めていく。

当面は一歩一歩、川底の石を探りながら進めて

いくというやり方しかできないだろうが、もし

かしたらどこかで何かが起き、一気にガラッと

変わるという可能性もあるし、そのプロセスを

どのように平和的に行うのかということが今後

の中国の最大の課題といっていいのではないか

と、多くの人々が考えている。法治の強化や遵

法精神の教育など、外国に何かできることがあ

ればと思う。例えば東大の大学院も博士号を随

分出している。そういったミクロ的なことしか

出来ないかもしれないが、皆で協力し合ってい

ければよいと思う。 

 

（山本） 

周先生、どうもありがとございました。 

先ず、公共財だが、中国が公共財を供給する

という話しが出てきたのはせいぜい、ここ数年

年の話だ。私の知る中国の先生たちが公共財と

いう言葉を使い出し、最近では「一帯一路」に

関わって王毅さんも使い出した。ご承知のよう

に、公共財というのは非常に定義が難しい。実

際に何かと言った時、公共財的側面と私的財的

側面が混ざっていることが多く、純粋に経済的

な公共財、非排他的で非競争的なものというも

のを見つけるのは意外と難しい。例えば米国が

IMF やGATT をつくって国際公共財だと言っ

ているが、その背後には米国の力と私的な利益

もベースになっている。従って、おそらく中国

も似たような状況にあるのではないかと思う。

しかし、私は中国の専門家ではない。中国が公

共財という言葉を使っていることについて日本

の中国の専門家に聞いてみると、そんなことは

ない、中国人は私的な利益（国益）だけしか考

えていないと言う。ただ、私的な利益にもとづ

いても公共財的側面が出てくることは有り得る

ので、そういうものが出てきた時に、なるべく

公共財的な側面を広げる形で中国にやってもら

うのが一番宜しいのではないかと思う。「一帯一

路」でいうと、例えば航行の自由。海のシルク

ロードではコネクティビティとか連結性などを

作っていこうとしているが、それがうまくいけ

ば航路の安定にも繋がる。反対意見もあるかも

しれないが。陸の鉄道網もどれくらいEfficient 

に使えるかどうかは別として、出来てしまえば

皆が使えるので公共財的な側面が出る。それを

どうやって公共財的に使えるようにするかとい

うと、やはりルールだろう。海では航行の自由

という原則的なルールがあって中国が港などの

ファシリティを作り、中国が独占せず、皆が使

えるものになれば公共財的側面、非排他性が出

る。陸の方でも通行の自由やルールを作ってい

くということが必要なのだろうと考えている。 

もう一点、米国が第二次大戦後にドルで国際

通貨を牛耳った通貨覇権国となったことから政

治的なところも含めて大きな影響力を持ち、そ

こを挑発する国が出ると潰すくらいに強い反発

をするのではという指摘があった。ご承知の通

り、1997～1998年に日本がアジア通貨基金をつ



第92回研究会   

 

    

 

187 

くろうとしたとき、米国は反対した。非常に難

しい問題であることは確かだ。AIIB を「一帯一

路」をサポートする財政制度と捉えた時、私の

目からは米国がかなり強い反応を示しているよ

うに見える。若干、次元が違う話だと思うのだ

が、AIIB の話が持ち上がるとオバマ大統領は

TPP を持ち出して、もしTPPができなければ中

国がAIIB とか貿易の枠組みでルールを作って

しまうというように言う。しかし、「一帯一路」

そのものについてはそれほど議会で議論されて

いないようだ。私もいろいろ資料を探したが、

見当たらなかった。「一帯一路」について米国内

ではっきりと言っているのは先ほど示したロー

ランドさんという仏蘭西人女性のコメントだ。

ある意味ではとんでもないことまで言っている、

として引用させてもらったが、私から見ると、

例えば南シナ海、ASEAN を巡る米中の拮抗関

係において「一路」は大きな役割を担うと思う。

だからASEAN のマスタープランやコネクティ

ビティなど、非常にお金がかかるものに対して

はASEAN が中国に引っ張られる可能性がある。

米国内でもAIIB そのものについての政策は外

交的失敗だという議論がある。しかし、その様

な議論は必ずしも強いものではない。そこで米

国が将来、何らかの形でAIIB と協力することの

方が可能性が高く、それを潰すということはあ

まり考えられないのではないかと思う。 

 

（瀬口） 

ありがとうございました。AIIB の問題に関し

ては私もよく米国で友人達と話しているが、今、

山本先生からご指摘があったように米国内でも

いろいろな議論があるようだ。その大きな原因

は中国の為替、株市場における混乱ぶりで、こ

れを乗り越えなければ金融の自由化は達成でき

ないと思われている。よしんば金融自由化を達

成したとして、米国の基軸通貨国としての役割

を脅かすような存在にまでなるのは相当、先の

ことだ。それまでには長い道のりがある。中国

が米国の地位を脅かすようになるまでには、現

時点では程遠いという米国の基本的認識がある。

つまり、米国はあまり怖がっていないというの

が反応の前提にあるのではないかと私自身は理

解している。 

それでは次に、渡辺先生に両先生へのコメン

トをお願いする。 

 

（渡辺） 

高原先生に2つ、山本先生に2つ質問させてい

ただきたい。高原先生の講演にもあったように、

習政権が反腐敗対策に非常に真剣に取り組んだ

結果、官僚が仕事に対して消極的な姿勢を示す

ようになったという。これから「一帯一路」構

想を進めていくには中央政府あるいは地方政府

レベルの官僚の仕事は重要になってくると思う

が、腐敗退治で消極的になっている官僚たちが

どの程度「一帯一路」を真に受けて熱心にやっ

ているのか、実際のところの感触はどうなのか

伺いたい。2点目は、私自身、非常に関心があっ

てもなかなかよく分からない「一帯一路」構想

における日本の位置付けについて伺いたい。中

国はAIIB を創設するにあたり日本の参加を求

めていたが、その際には出資金を含めた資金提

供やAIIB が発行する債券の購入、また金融ノウ

ハウの提供などが明確に期待されていたと思う。

しかし、実際の「一帯一路」構想の中で、日本

がどのように位置付けられているかが見えてこ

ない。その辺りについて教えていただければと

思う。 

山本先生への1点目の質問は、先生の講演にあ

った「3つの政治」という枠組みに関して。“再

配分の政治”と“ルールメイキング－規則の政

治”は「一帯一路」構想を巡る中国の政策あるい

はやり方をみているとよくあてはまるように思

うが、“配分の政治”を当てはめてもいいものか

どうか。何故かというと、政府が何かを配分を

する時は政府が富なり何なり相手に与えられる

ものを持っている状態にあると思うのだが、「一

帯一路」計画をみる限り、周辺国と一緒に発展

するといいながら、計画ではインフラ投資を重
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視している。つまり、文書を見る限りでは中国

は相手に恩恵を施すことを非常に強調している

が、実際にやっていることを見ると、裏には明

確な利益追求の姿勢が見える。必ずしもグラン

トのような一方的な供与の形ではないはずだ。

特に「一帯一路」では投資が主体になっている。

それを配分とみるのはどうかという疑問がある。

そこをご教示いただきたい。2つ目は、中国の「一

帯一路」構想と既存の国際秩序との関係につい

てだ。ここについては先生の講演では時間の制

約からあまり触れられていなかったので、そこ

も含めてお答えいただければと思うが、先生の

見方では中国と米国がそれぞれの国際秩序を追

及しながら相互作用のもとに影響し合っていく

という話だった。そうなると、その後、実際に

国際社会における秩序はどういうものになるの

だろうか。中国がトップとして率いる国際秩序

が別にあり、それが米国主導の既存の秩序と併

存していくのか、あるいは米中の相互作用によ

り既存の秩序に影響を及ぼしつつも、やがて中

国が米国主導の秩序に従うようになるのか。そ

れとも逆に中国が一つの国際秩序の中で主導的

役割を果たすようになるのか。もしくは別の形

があるのだろうか。 

 

（高原） 

「一帯一路」と官僚についてはよく分からな

いところが多いので推測を交えてお話させても

らうと、例えばシルクロード基金に中央規律検

査委員会の巡視組を入れるのはしばらくは無い

だろう。少なくとも労働意欲を削ぐようなこと

はしないだろうと思われる。もう一つ言えるこ

とは、シルクロード基金は人民銀行、AIIBは財

政部というように官僚部門の競争システムを導

入することで、だから頑張れというようなメカ

ニズムを働かせているような気がする。 

「一帯一路」における日本の位置付けについ

ては外交部は何も考えていないようだ。去年の6

月、清華大学で「世界平和フォーラム」が開か

れた時、主催者の閻学通（えんがくつう）先生

から、王毅さんがお昼のスピーチをするので、

そこで質問してくれないかと頼まれた。そこで

私は、日中間で2回の首脳会談があり、日中関係

は発展に向けた改善の新しい局面にきたと思う

が、中国外交部ではこの局面をしっかり固める

ためにどのような具体的措置を準備しているの

か、例えば「一帯一路」構想と対日政策はどの

ような関係にあるのかと質問した。なかなか良

い質問ですよね？（会場・笑）ところが、私の

質問は完全に無視され、日中関係がうまくいか

ないのは日本人が中国の発展を受け入れること

ができないからだと日本批判になってしまった。

その場にいた人達は皆、これは一体どういうこ

とかと呆気に取られたが、外交官はそんな感じ

だ。違う観点から日本を見ている他の部門もあ

るだろう。しかし、日本が明確な位置付けを与

えられているとは私には思えない。 

 

（山本） 

先ず配分とは、理念的には政府が自由にコン

トロールできるものを持ち、ここはこれ、そこ

はそれと配分するイメージだが、国際政治にお

いてそういう理念にあたるものはないと思う。

そこで私が思うのは、若干、先進国的発想かも

しれないが、援助と投資ということだ。例えば

利率や待遇など、中国は、援助というカテゴリ

ーに入るものをかなり出しているのではないか、

ということから配分の政治といった。中国は、

おそらく投資と援助をミックスで使っていると

思う。中国の援助といっても、かなり利率が高

くて大変だと聞くし、投資と援助とで区別はつ

きにくいが、イメージとして援助と考えると、
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配分の政治という概念もあながち使えなくはな

い。 

既存の国際秩序と相互浸透システムの関係に

ついては、例えばAIIB を作り、AIIB がいろい

ろなルールを作るとすると、それが既存の融資

方法やスピードなどにかなり影響を与える。場

合によってはAIIB の方が変わるかもしれない。

そういう形で段々と、今までに無かった違うも

のが出てくるのではないかというのが私の発想

だ。それで最終的に折り合いが悪くなることも

あるかもしれないが、これほど経済が密接に相

互依存している中にあっては、苦労しながらも

互いに修正し合いながら新しい秩序を作ってい

くのではないかという気がする。 

 

（津上） 

私からは質問ではなく、お二人の基調講演に

対する感想を述べさせていただきたい。 

高原先生からは「一帯一路」は最初のふれこ

みから随分変わってきているという話があり、

山本先生からも配分の限界ということで、今後

のリソースから下方修正があるかもしれないと

いう示唆があった。私はこのような見方に非常

に共感している。「一帯一路」構想だけでなく、

三中全会の改革プランもそうだろうが、元はブ

レーンというか御用学者の仮想的ラボラトリー

で考えられたところからスタートしていると思

う。ラボ段階のアイデアというのは、ある意味

エッジが立っているというか、人目を惹くとこ

ろがたくさんあるのだが、実際の運用にフェー

ズが移っていくと、段々と「角が取れて」、最後

は「なるようにしかならない」という結果に落

ち着く、そういうプロセスを辿るイメージがあ

る。だから、「一帯一路」が最初のふれこみと違

ってきているというのは自然な展開のように思

える。 

当初の「一帯一路」構想はエッジが立ってい

た分、人を驚かす部分があった。日本人はそれ

で随分と脅かされて、この構想を警戒している

気がする。しかし、これから起きることとして

は、採算の取れない案件はお蔵入りになるし、

破格の条件はいつの間にか引っ込められるなど、

「なるようにしかならない」プロセスが段々と

展開していくのだと思う。日本も中国の一挙手

一投足に心をかき乱されて大騒ぎしているけれ

ども、「中国高成長」のメッキも大分、剥げてき

たことだし、「一帯一路」についても当初のイメ

ージを一度ご破算にして、再度見直してみても

いいのではないだろうか。この問題に関する日

本の論調は少し慌てすぎ・騒ぎすぎである。無

理からぬところもあるが、中国の台頭に心乱さ

れて現実がきちんと見えなくなっているのでは

ないだろうか。 

他方、最初のふれこみからずれてきていると

はいえ、玉ねぎの皮むきのように剥き続けてい

ったら何も無くなってしまうという「胡散霧消」

にはならないと思う。何がしかの成果は残るは

ずだ。その点でも、お二方の講演の中には、共

通するエレメントがあったと思う。山本先生は

「公共財的プラスの要素が中国に残るように働

きかければよいではないか」というお話をされ、

高原先生は「AIIB を通じ、国際的なルールにつ

いての学習効果を習得してもらって」というお

話だった。胡散霧消はしない、何がしかが残る

であろうということであれば、お二方が言うよ

うに少しでもWinwin の方向に持っていくこと

が皆のために良いのだと思う。そこでWinwin の

方向に持っていく肝は何かというと、皆の利益

になるような国際ルールに沿った格好で中国と

話し合いをして関わり合いながら、中国がより

国際協調の方向におもむくように働きかけると

いうことではないかと思う。国際ルール、国際

慣行というのはある意味、いろいろな問題が起

きた時にどう解決したらよいのかという“How 

to”の経験値の集積物みたいなところがあり、そ

れ自体が一つの国際公共財になっている。そう

いう意味において、お二人の先生にはある意味、

共通の方向を将来に向けて指し示していただき、

私も賛成するところであった。 
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（瀬口） 

2009年に中国は日本のGDP に追いついたが、

その7年後の今年、日本の3倍になると思う。そ

のような中国の大きな変化と凄い速さの変化を

考えると、その中国と共に発展していけば、そ

の変化の恩恵を日本、もしくは周辺国が取り込

めると考えられる。そこについて、どうやって

いい方向に向かわせていくかに力を注ぐことが

非常に重要なポイントだろうということで、私

も全く同感だ。それでは、李先生、お願いしま

す。 

 

（李） 

高原先生、山本先生にはたいへん勉強になる

お話をありがとうございます。 

私は企業経営の研究者なので、国や政府を真

正面に捉える議論にはあまり馴染まないかもし

れないが、ご講演の感想を述べさせていただい

た後で、ある問題について両先生のご見解を伺

いたいと思う。 

プレゼンテーションから「一帯一路」とは一

体何なのかという疑念を強めていた。解釈の多

様性があるだけにスローガンなのか、計画なの

か、戦略なのか、概念なのか、構想なのか、プ

ロジェクトなのか、または枠組みなのかハッキ

リしない。高原先生は構想、概念と捉えられ、

山本先生も構想と呼んでいた。発信者である中

国政府はどうだろう。公式見解としては戦略で

はなくあくまでも構想だと言っているが、政府

系シンクタンクの発表した数々の論文を紐解く

と、戦略という言葉が散見される。言葉遊びの

ように拘りすぎると、戦略でも構想でもどちら

でもよいではないかとお叱りを受けるかもしれ

ないが、「一帯一路」を理解するためには考える

意味があると思う。 

構想と戦略の概念の違いを大雑把に整理する

と、戦略には構想が必要で、しかし構想だけで

は戦略にはならない。戦略として成り立つには、

おそらく少なくとも3つの要件を満たさなけれ

ばならない。一つは長期的な目標やビジョンに

ついての構想、二つ目にそれを実現させるため

の手段、三つ目が既存の戦略の枠組みとの差別

化だ。そう考えた時、「一帯一路」はどうだろう。

両先生のご解説にもあったように、「一帯一路」

の将来的な目標がユーラシア大陸における経済

連携、経済圏、経済統合を形成することだ。そ

して、それを実現させるための手立てにはAIIB 

やシルクロード基金、インフラ整備、産業移転、

ユーラシア横断鉄道等々、多岐にわたる手段の

組み合わせが用意され、さらに、既存の経済統

合との枠組みや戦略との明確な相違点が数多く

見受けられている。一つ例を挙げるとすると、

ハードルを設けずに排除の論理を排除して包容

的な経済統合を目指すという意味において、米

国の主導するTPP とは対照的だろう。そう見る

と、良し悪しは別として、「一帯一路」は明らか

に戦略に他ならないと思われるが、中国政府は

頑なに戦略であることを否定し続けている。こ

のような姿勢は中国政府の何がしかの思惑や環

境認識、情勢認識を反映しているように思える。

この点について、両先生はどのようなご見解を

お持ちだろうか。 

 

（高原） 

戦略の3要件を見事に整理されていて、なるほ

どと思った。推測だが、それを戦略と呼ぶとな

ると、時間の概念としてどれくらいの期間で何

をしてというロードマップが手段の中に含まれ

てくるかもしれない。そうなると具体的になら

ざるを得ず、また、戦略実行の評価もしないと

いけなくなり、それはしたくないしされたくな

い。そういう思惑が強いのかもしれないと思っ

た。 

 

（山本） 

私が見てきた限り、「一帯一路」はイニシアテ

ィブ、または構想というのが普通で、それ以上

の具体的な議論になると様々な話が出てきて収

拾がつかなくなるために、先ずは構想、イニシ

アティブで止めておくというのが大きいように
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思う。中国はいろいろなところでお金を出し、

協力をしながらプロジェクトを行っている。そ

れらを繋ぎ合わせて「一帯一路」、おそらく、単

なる構想を超え、実際にある、あるいは進行中

のプロジェクトの集合体のように言っている。

「一帯一路」という言葉が2013年に出てくる前

から存在するプロジェクトの全てをまとめて

「一帯一路」と言っているところがある。中国

語はよく分からないが、戦争の時の“戦略”は別

として、こういう国際政治の場で “戦略”という

言葉はあまり使わないように思う。戦略という

と少し角が出てくる印象がある。 

 

（瀬口） 

このまま議論を進めたいところだが、時間に

も限りがあるので、後半の第2セッションに入り

たい。周先生から順番に、ご用意いただいたプ

レゼンテーションをお願いする。 

 

（周） 

現代のシルク―ロは古代のシルクロードに対

する面があると思う。正確な年代は分からない

が、この青銅器は3,000年から5,000年くらい前

のものだ。中国4,000年の歴史を一枚にまとめる

とこのような図になると思う。注目するのはこ

の300年、近代で、中国が遅れを取ってしまった

時期だ。習近平主席の夢は中華復興で、それに

はいろいろな課題がある。内部的には腐敗、貧

富の格差、民族問題、生態系の破壊と資源制限

といった5つの「内憂」があり、「外患」として

は外部紛争と大規模な気候変化がある。今、中

国では気候変動の影響があちらこちらで顕在化

している。先ほどお見せしたこの図からみえる

こととして、中国は数千年にわたり世界トップ

の文明を誇っていたが、それが農耕文明だった

ことが弱点になった。先ほどの青銅器のように、

かなり高度な技術を持ってはいたが、近代では

産業革命、特に第1次産業革命で遅れを取ってし

まった。また、中国の社会は継承性が大きく欠

けているのではないかと思う。世代間の交代の

話があったと思うが、鄧小平から江沢民、胡錦

濤と短い世代においても様々なスローガンがあ

る。さらに古代に遡れば物事は断片的、非連続

的だ。これが大きな問題である。継承と創造は

社会、民族、国家が持続的に発展する両輪であ

る。 

今、中国は、戦後に米国を中心として作られ

た国際秩序－政治体系、金融体系、貿易体系に

ついて3つの立場がある。一つは擁護者としてで、

改革開放政策以来、既存の国際秩序にいかに参

加、協力し、その恩恵を受けていくか。もう一

つは挑戦者、すなわちAIIB のように、あるレベ

ルの不満を持ちながらも、補完的視点からルー

ルを明確にするということ。そしてもう一つは

受け身的な被挑戦者という立場だ。「一帯一路」

はある意味、古代のシルクロードという、栄光

ある成功事例から経済、外交面において国際秩

序を構築するため補完的に参加し、全地域の利

益と中国の国益がいかに統合され調和するかが

大きな焦点になると思う。 

これは改革開放以来の国全体の戦略をまとめ

たものだ。“東進”は国際ルールにいかに協調者

として参加するか。“西進”は「一帯一路」のこ

ととも言えるが、真ん中の部分が今後、中国が

重点的に展開していこうというところになる。

このシルクロードでは日本と韓国へのルートが

ないように見える。古代シルクロードは朝鮮半

島を経由して日本に到達し、あるいは直接、日

本に届くルートもあった。おそらく今後、日本

と中国、韓国は非常に重要な協力パートナーに

なると考えられる。 

AIIB の話があったが、参加を表明した57の参

加国はその地理分布から見ると見事に「一帯一

路」に重なっている。米国はリバランスという

戦略をよく取るが、おそらく日本に対してもEU 

に対しても、例えばユーロが出来る前と出来た

後で、いかにドル基軸を維持するかといろんな

手段でリバランスを取っている。それに対して

中国はどうしたらよいかというと、中国の易経

で言うところの「太極」だと思う。強いものが
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永遠に強いという保証は無い。「陽を極めれば陰

となる」という言葉の通り、一部はこの思想に

基づくところがあると思う。2012年6月1日、日

本円と中国人民元はドルの仲介無しで為替市場

で直接取引できるようになった。その前後から

領土問題が出てきたが、その背後にはリバラン

スという思想があったかもしれない。 

「一帯一路」の明確な地図は無く、明確なエ

リアも無いようにみえる。この構想のサステナ

ビリティのためには環境という視点から、自然

との共生、循環、低炭素化という環境負荷の低

減、個々技術のみならず、社会システムのスマ

ート化、最適化が重要だ。特に、中国西部では

生態系が非常に悪化している。環境を保全しな

がら「一帯一路」を推進することがサステナビ

リティの必要条件だろう。我々が今、研究して

いるのは東アジアを中心とした広域低炭素共同

体構想だ。日本、中国、韓国とロシア、北東ア

ジアが連携していかに広域の低炭素社会を実現

するか。もう一つ、昨年11月1日、韓国で開催さ

れた日中韓サミットで共同宣言にも盛り込まれ

た“日中韓循環経済モデル基地”がある。広域の

循環型社会を作るというものだが、エネルギー

と環境面の協力は、おそらく政治や社会といっ

た他の分野より取り組みやすいのだと思う。“日

中韓循環経済モデル基地”は今、大連で展開し

ている。 

「一帯一路」に明確なエリアが無いとしても、

ある程度の人口などは計算されている。国自体

は65程度、人口44億、国を代表する言語が56、

民族的言語を含めると1,000くらいだと言われ

ている。「一帯一路」を成功させるためには文化

の多様性をいかに尊重し合うかが大事で、一つ

の事例に孔子学院が挙げられるだろう。孔子学

院とは中国政府と外国とがお金を出し合い、協

力して作る文化施設だ。「一帯一路」には今現在、

全部で131の孔子学院がある。今は中国文化を教

える場になっているが、各国も自分の文化を教

えるシステムを作ればいいかもしれない。その

ために人材育成に必要な資金について、AIIB や

シルクロード基金のようなお金を活かすことが

できれば、文化の多様性がもっと成されるので

はないかと思う。 

最後に老子の教え、「道（タオ）」をお示しし

て終わりたいと思う。ありがとうございました。 

 

（瀬口） 

たくさんのプレゼンテーションの準備をして

いただきながら、時間が足らずに申し訳ない。

引き続き渡辺さん、お願いします。 

 

（渡辺） 

時間が限られているので、スライドの最後3

枚だけを使って紹介させていただく。先ほどか

ら「一帯一路」構想とは何かをテーマに議論が

展開されてきたが、ここでは別の視点を含めた

構想の意味について紹介したいと思う。 

第一に、「一帯一路」構想は従来の政策からの

延長である。2013年の秋に初めて「一帯一路」

構想を表明したのは習近平政権であるが、実際

にやっている中身を見ると、いきなり新しいも

のが出てきたわけではなく、過去の様々な政策

の延長だと言える。「一帯一路」構想は投資を中

心とした計画だと言われるが、貸付もあり、そ

の条件にも様々なバリエーションがあると考え

られる。援助に近い形の融資、あるいは実際に

援助だと位置づけてよい融資、またはそれらを

組み合わせた形で資金提供される場合もあるだ

ろう。中国は1950年の建国直後から対外援助を

実施していて、特に90年代以降は、グラントに

加えて日本の円借款の人民元版に近いものを積

極的に行ってきた実績がある。「一帯一路」の中

にも対外援助の要素が含まれるが、おそらくグ

ラントよりも借款が主体になると思う。これは

中国がこれまで行ってきた政策の延長である。 

第二に、「一帯一路」構想を理解するうえでは、

中国の「走出去」と「西部大開発」の二つの政

策に注目する必要がある。「走出去」は2000年以

降、中国でたびたび出てくるようになった言葉

で、外に出る、すなわち中国企業を中心に対外
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進出するという考え方だ。中国政府は、中国企

業が積極的に外に出て投資あるいはビジネスを

することを後押ししてきた。この考え方も「一

帯一路」にかなり重なる。「西部大開発」も中国

国内の内陸、西部地域を開発するという計画だ

が、「一帯一路」は中国国外だけでなく内陸の開

発を重視しているので、ここもかなり重なって

いる。このように「一帯一路」構想は過去から

の政策の延長ではあるが、新しい点もある。こ

こでは次の2つを挙げたい。 

一つは中国における開発思想の転換だ。中国

は自分の国の発展のために当然のことながら国

内市場を最優先してきた。ところが最近は内需

拡大が不十分で、海外で需要を喚起する必要性

が出てきている。リーマンショック以降、世界

経済は低迷し、黙っていても中国経済に追い風

が吹くような状況ではない。中国経済が発展す

るにつれて国内の労働コストも上がっている。

「一帯一路」構想は、中国が国外でも需要を喚

起する政策を取るようになった表れだと理解で

きるのではないだろうか。「一帯一路」構想で強

調されているキーワードの「連結」である。中

国と周辺の国々を繋ぐ、つまり周辺諸国だけで

はなく、中国と周辺国を結ぶ道路、鉄道等も含

めて一緒に開発していくという発想だ。 

同時に、「一帯一路」構想は壮大な「ナラティ

ブ」であり、中国は皆が快く受け入れてくれる

ような物語を提示しようとしたのではないかと

思う。中国が2000年代以降、積極的に対外進出

を進めたことは、当然ながら中国経済にプラス

の影響を及ぼしているが、中国企業が進出した

先では中国企業のやり方や資源開発が懸念を生

んでいる。中国が何かをすることによって被る

否定的な影響も大きくなっている。そこで、中

国国内の改革開放という視点を超えて、中国と

周辺諸国を運命共同体と捉え、その全体の発展

に中国が責任を持つという大きな物語を提示す

ることで、今までのネガティブなイメージを改

善したいところもあるのではないだろうか。 

第三に、「一帯一路」構想の国際秩序への影響

について。先ほど、戦略か否かという話が出て

いた。「一帯一路」はやはり構想ではあるが、も

う少し広い目で見ると、国家としての大きな戦

略だと言える。習近平政権が大々的に表明し、

2015年には中国外交の重点として格上げされて

いる。プランだけとは言い切れないだろう。さ

らに特徴的なのはAIIB という国際開発金融機

関を中国が創設したことだ。AIIB は中国が国際

的な場での関与の仕方を質的に変えてきた一つ

のケースとして捉えることができると思う。金

融面においても重要な意味がある。中国は人民

元の国際化を一気に進めるというわけではない

が、将来的な目標として掲げている。先ず、そ

のステップとして「一帯一路」の地域において

人民元を基軸通貨とは言わないまでも決済通貨

にすることを考えている。それが国際金融にど

のような影響を及ぼしていくのか、注目してい

くべきだろう。中国は、「一帯一路」を通じて提

示する地域協力の新しい枠組みはTPP とは違

う概念であるということも強調している。 

最後に、国際秩序と「一帯一路」の関係をど

のように考えるか。私は、中国は既存の国際秩

序の中にいることにメリットがあるので、あえ

てそこから出ようと考えてはいないとみている。

ただし、既存の秩序というのは中国にとってか

なり不合理な面があると中国が考えていると思

う。そこで、中国が今できることをやろうとい

うことで開発金融の分野でAIIB を創設し、既存

の秩序を部分的に修正しようとしているのでは

ないだろうか。 

習近平政権は「一帯一路」構想を非常に重要

視している。逆に言えば、次の政権ではどうな

るか分からない。経済圏の構築がメインとなっ

ているが、勿論、それ以外の面も合わせ持って

いる。先ほどの議論にも通じるが、この構想の

中で日本がどのように位置付けられているかが

よく分からない。今後、何らかの動きや文書な

りで見えてくるところもあるかもしれないが、

そこについても引き続き注目していくべきかと

思う。駆け足で申し訳ないがこれで終わりにさ
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せていただく。 

 

（瀬口） 

たいへんコンパクトで素晴らしいプレゼンテ

ーションをありがとうございました。周先生、

渡辺先生のプレゼンテーションを伺って、国際

社会で何か良いことをしていこうという中国と

しての意気込みはいろいろな部分で出ているの

だろうけれど、それが「ナラティブ」としてう

まく伝わっておらず、先ずそこからが改善され

るべき問題なのかもしれないと思った。丁度今、

中国は為替マーケットで人民元安を食い止めよ

うと一生懸命になっているが、何故か反対に人

民元安を誘導しているように誤解されてしまっ

ていて、世界の金融マーケットを混乱させてい

る。その姿と「一帯一路」に関する稚拙な部分

とが重なって見えるような気がする。それでは

津上さん、お願いします。 

 

（津上） 

「一帯一路」もAIIB も、当初のふれこみから

は大分ずれてきているが、日本は現実的な変化

をうまく認識しきれていないのではないかと感

じる。各論について少しご紹介したい。 

日本ではアジアインフラ投資銀行は「一帯一

路」のための銀行だと思われている方が多い。

勿論、重なるところもあるが、AIIB は「一帯一

路」のために作られたわけではない。むしろAIIB 

のために作られたのは、もう一方のシルクロー

ド基金だ。今の日本の主流の論調をみていると、

AIIB を「目の敵」にしすぎなのではないかと思

う。確かに、最初のAIIB のプランは変で、一国

が半分を出資するなど国際開発金融機関とはい

えない、あまりに中国色が強すぎると誰もが思

っていた。しかし同時に、国際開発金融に関す

る米国の身勝手さに対する不満も相当、充満し

ていた。米国も含めて議論したはずの世銀の改

革案などが「米議会を通らないから」と潰され、

お蔵入りになってしまう。「何様のつもりだ」と

いう不満は相当にあったはずだ。 

しかし日本のメディアは“とんでも中国”の

ことは報じても米国の身勝手は報じない。結果、

世界で50数カ国がAIIB に参加すると手を挙げ

たときに、慌てふためいてしまうという醜態を

晒した。それは報道姿勢が偏っていたからだろ

うと思う。 

AIIB にヨーロッパから多数の参加を得られ

たのは中国にとっては想定外、嬉しい誤算で、

それによってAIIBが随分変わったところがある

のだが、それも認識も報道もされていないと思

う。例えば、議決権だ。AIIB は中国が拒否権を

持っていると目の敵のように報じていたが、も

し日本がGDP 割でAIIB に参加する日が来たら、

いま26%強の中国の議決権は間違いなく拒否権

の要件である25％を割り込むので、拒否権も消

滅する。自らの議決権と拒否権の要件をそのよ

うな水準に設定したことには意味深なものを感

じる。欧州勢のように「声の大きな少数株主」

がAIIB にドッと入ってきたので、もはや中国も

当初考えていたような勝手な運営はできなくな

ってきたのではないか、むしろ、シルクロード

基金も別にあるので、「AIIB の方は国際貢献専

念でも構わない」という風に変わってきたので

はないだろうか。 

世銀やアジア開銀にしてみたら、もし「AIIB 

に声をかければ必ず協調融資に乗ってくれる」

という関係になったら、いまは資本金不足で業

務を拡大できないところを、いわば「レバレッ

ジをかける」ように緩和できる。これは渡りに

船、Winwin 関係としてあり得るかもしれない。 

中国の中でみると、シルクロード基金とAIIB 

には確執というか競争関係があるのだが、シル

クロード基金の方が優勢的な部分があるように

思う。単独で作っているので意思決定が速く、

株主は国家開発銀行や中国輸銀など海外投融資

の実務経験が豊富な人たちだ。そのため、海外

とのパイプ、チャンネルという点でもシルクの

方が優勢になる。そうなるとAIIB はプロジェク

ト探しに苦労するかもしれず、世銀、アジア開

銀との協調融資事業にメリットを感ずるかもし
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れない。 

他方で、中国がこれまでやってきた援助事業

をシルクロード基金が引き継ぐような気もする。

株主がそういう人たちだからだ。引き継ぐこと

になるか、ならないか。そこが「一帯一路」の

具体的構想に大きな影響を与えるかもしれない。 

中国が国益を存分に追求するようなつもりで

作ったシルクロード基金だが、こちらも最近、

変化が出てきている。やっていることが非常に

手堅く、損が出ないような事業ばかりをやって

いる。1号案件はパキスタンのダムで、これはい

かにも「一帯一路」イメージの事業だったが、2

号案件はピレッリ（イタリアのタイヤメーカー）

買収に係る共同投資への参加だった。3号目はロ

シアの既存LNG 事業の持ち分の譲り受けで、二

件目、三件目はまるで金融投資家のする投資の

イメージだ。そういう投資なら損失は出なさそ

うだが、こんな投資をいくらやっていても（事

前の触れ込みだった）中国製鉄業の仕事は増え

ない。そう変わってしまった理由は、「国内が不

況なのに、海外に大盤振る舞いのバラマキをす

るのはいい加減にしろ」という国内の不満、い

わば「タックスペイヤーの不満」の声が相当大

きくなっているからだと思う。そうなると、結

局、当初のエッジの立った構想は「角が取れて」

なるようにしかならないという風に収斂してい

くような気がする。そういう意味においても、

当初、我々はAIIB や「一帯一路」に強烈な印象

を抱いたが、もう一度、現状はどうかという目

で、いちど貼ったレッテルを剥がして見直して

みてもいいと思う。 

情報の多いAIIB は目の敵にする一方、より手

強いシルク基金については情報が乏しいせいで

ノーマーク、という姿勢はいかがなものだろう。

AIIB については国際協調的な金融機関になっ

ていく可能性もあるので、むしろ、共同コラボ

をするというように関わっていったらどうか。

ビジネスという観点からも、日本企業はシルク

ロード案件に積極的に営業していけばいいと思

う。中国はこれから重点的にやると言っている。

世界経済が厳しい中、伸びない時期に伸びられ

る部分だ。商売になるかもしれない。 

2016年の世界経済はかなり厳しいので、「一帯

一路」対象国の中には海外の借金が返せず、救

済が必要な国が出てくるかもしれない。その時

に、「一帯一路」がそのような国を助けるかとい

うような難問を突きつけられる可能性があるか

もしれない。「援助」的に振る舞えば、中国は拍

手喝采を浴びるだろうし、「投資」なので回収で

きない案件は嫌だと言えば、相手国から「その

程度か」と思われるだろう。そういったあたり

も今後の見どころだと思う。 

時間を超過してしまった。これで締めさせて

いただく。 

 

（瀬口） 

AIIB の位置づけに関するご指摘と日本企業

にもチャンスがあるとのご指摘に100％賛同だ。

危ないところも出てきているという最後の問題

提起についても、時間が許せば皆で議論してい

きたいポイントだ。最後に李さん、お願いしま

す。 

 

（李） 

今日は「一帯一路」の手段、先導役の一つと

される「中欧班列」－ユーラシア横断鉄道貨物

輸送、定期輸送の概要について手短に紹介させ

ていただく。 

「中欧班列」とは、中国とヨーロッパの間に

開通する国際定期貨物列車のことだ。「班列」が

定期列車を示す。中国と中央アジアを結ぶ「中

亜班列」という定期貨物列車も存在するが、中

欧班列のサプライナーとして位置付けられてい

るので、ここでは省略する。 

2011年に最初の路線ができ、4年程経った昨年

末で20以上の路線が開通している。「中欧班列」

がユーラシア大陸における新しい国際物流基幹

ルートになるかどうか、ひいては新しい経済圏

を構築するための牽引力になるかどうか注目を

集めている。 
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中国－ヨーロッパ間の国際鉄道輸送は20世紀

初頭に遡る。帝政ロシアの建設した「中東鉄道」

は後の「満州鉄道」で日本ではよく知られてい

る。1955年に開通した中国、モンゴル、ロシア

を結ぶ「中モ露鉄道」、1990年に開通したチャイ

ナ・ランド・ブリッジ。この3つが今日の「中欧

班列」のためのインフラのベースになっている。

運行中の「中欧班列」サービスについて、主要

な15路線の概要をこちらの表にまとめたのでご

覧いただきたい。各路線の名称は、出発駅の所

在都市の略称にちなんで付けられることが多い。

例えば、“渝新欧”の“渝”は出発地の重慶、“新”

は経由地の新疆、“欧”はヨーロッパだ。終着地

はドイツやポーランドが多いが、ロシア、チェ

コ、スペインもある。走行距離はおよそ10,000km 

前後、一番長いのはスペインまでの13,000km。

所要時間は大体10～20日。時間短縮が一番大き

なメリットだ。赤でマークしているのは主要な

出発駅の所在都市、青でマークしたのが通過す

る国境駅である。 

これら「中欧班列」を出発駅と貨物の集荷範

囲という2つの軸で分類すると4種類に分けるこ

とができる。一つは内陸発の域内貨物依存型で、

域内に貿易財を量産できる産業集積があり、安

定的に定期輸送を維持するための貨物を確保し

やすい。例えば重慶を起点とする渝新欧はこの

タイプだ。二つ目は沿海発の域外貨物依存型で、

実はこれは従来あったｼｰ＆ﾚｰﾙ複合一貫輸送サ

ービスのバージョンアップのようなものだ。中

欧班列のコンセプトが誕生する以前から存在し

ている。海上輸送の欧州航路より大幅に時間短

縮できるというメリットがあり、日本企業、韓

国企業も多大な関心を寄せている。3つ目は内陸

発の域外貨物依存型。これは交通要所にある物

流ハブに広域的に集めた貨物を中欧班列に積載

するというコンセプトで、国内の鉄道コンテナ

輸送と中欧班列とのリンケージが重要だ。これ

はそのリンケージの概念図で、広域的に荷物を

ハブに集めて載せるイメージを表している。こ

れはハブとしての18か所の主要なコンテナター

ミナルの所在地だ。 

最後の沿海発の域内貨物依存型は、沿海の主

要都市を起点とする中欧班列だ。これらの地域

には輸出指向型の産業が集積しているので貨物

が十分にある。ただ、外航海運サービスが発達

しているので、中欧班列はあくまで補完的輸送

手段に留まるものと思われる。 

中欧班列の優等生は“渝新欧”だ。ダイヤを見

れば分かる通り、欠便が殆ど無く、むしろ毎月、

増便されている。 

注目を集める中欧班列ではあるが、問題も山

積している。たった4年という短期間で20以上も

の路線が乱立し、輸送サービスの差別化が難し

く、運賃競争にならざるを得なくなり、実際、

集荷競争は日々、過熱している。より構造的な

問題もある。インバウンドとアウトバウンドの

インバランス問題だ。つまり行きは満杯だが、

帰りは空っぽというような状態だ。収益性の問

題も深刻である。20以上の路線のうち1路線だけ

採算が取れているが、他の路線は軒並み赤字で、

政府の補助金で赤字を補てんしている状況だ。

勿論、新しい輸送サービスを育てる段階での営

業赤字は珍しいことではない。しかし補助金を

使いながら運賃競争するというのはやり過ぎだ

ろう。流石に中国政府も放置してはおけない様

子で、路線乱立と過当競争を是正するために、

統合化とネットワーク化の取り組みを進めてい

る。 

統合化の取り組みでは、ブランドやロゴを統

一したり、バックオフィスの体制を統合したり、

ルートを3つのルートに集約する。しかし、どの

ように3つのルートに集約するかはまだ具体策

が出ていない。ネットワーク化とは、「１＋Ｎモ

デル」と言い、一つの幹線に複数の支線からな

るネットワーク型の路線を構築するというもの

だ。輸送サービスのカバー地域を拡大すること

で収益性を高める狙いがある。 

さて、中欧班列はユーラシア大陸における新

しい国際物流の基幹ルートになりえるだろうか。

重要なのは荷主企業の物流ニーズだ。ユーザー
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企業の視点から考えるべきだろう。“遅すぎる海

運”と“高すぎる空運”の中間にある輸送サー

ビスを創出することで、ユーザーの選択肢の幅

を増やし、それによってユーザーの一定の支持

を得ることが可能になると思われる。特に、グ

ローバルサプライチェーンが重要となる国にと

っては、ますます大きな利便性が提供されるだ

ろう。中欧班列の積荷の構成をみると、最初は

電器、電子製品だけだったのが自動車部品やア

パレルや雑貨、加工食品など諸々の商材を乗せ

るようになっている。種類が増えてユーザーが

増えると輸送サービスが安定してくる。そして

コストが下がれば、またユーザーがさらに増え

る。このような好循環が見え始める。 

もう一つ、中欧班列に追い風となる現象がク

ロスボーダーのネット通販だ。ネット通販の輸

送手段は空運がメインだが、取扱商品のライン

ナップが豊富になればなるほど鉄道輸送に乗せ

る商品が増えてくる。このままネット通販の急

成長が続くようであれば、中欧班列の中心的貨

物になるだろう。 

最後に、「一帯一路」構想に関して中欧班列は

一体、どのようなインパクトを与えるだろうか。

そう問われれば時期尚早だと答えざるを得ない

が、もし、現在運行中の中欧班列の何本かが定

着し、国際物流の動脈になれば、中国、中央ア

ジア、ヨーロッパの経済関係はより緊密化する

に違いないと思う。鉄道業界ではこのような諺

がある。「列車が動けば黄金も転がってくる。」

鉄道は誕生して以来、常に単なる輸送手段とし

ての役割だけでなく、経済連携の紐帯として機

能してきた。「一帯一路」構想と中欧班列が今後、

どのように連動しながら展開いくか注目してい

きたい。ご清聴ありがとうございました。 

 

 

（瀬口） 

ビジネスマインドで中国を見るときに新しい

チャンスが見えてくるような素晴らしいプレゼ

ンテーションだった。 

4名のパネリストの方々のプレゼンテーショ

ンは以上であるが、壇上の皆さんから、何か自

由な質疑等はあるだろうか。宜しければ会場の

皆様にご意見、ご質問等をお伺いしたい。 

 

（フロア１） 

私は産業界の出身で、定年退職後、大学で研

究員をやっている。 

山本先生のスライドの14頁、15頁で伺いたい

ところがある。先ず、14頁のGeo-economics の

説明で「GamePlayer からGame Maker へ、しか

しDecision はまだやらない」という「まだ」に

引っかかった。いずれはやるというようにお考

えなのか、仮にそれをやろうとすると、いつ頃

やろうとしているのだろうか。丁度、今

「China2049」を読んでいるので、その本に引き

ずられたところは否めないのだが。もう一点、

Geo-history のところの「3割国家」というのは

三国志からもってこられたのだろうか。 

 

（瀬口） 

もうお一方のご質問も一緒に受けさせていた

だく。 

 

（フロア２） 

周先生に伺いたい。「一帯一路」構想には何が

必要かというところで、制度、資金、人材、資源

…と挙げられる中、特に環境問題が重要要素であ

るとされていた。私が思うに、単に「一帯一路」

と線を引くのではなく、中国の国内問題である地

域格差や、人民日報にもあるように地域の発展階

層と戦略の第3段階が「一帯一路」だと思う。従

って、格差の是正や技術、環境問題、自然といっ

た問題が融合されていかなければ構想は単なる

線に終わり、エリアとしても伸びていかないので

はないか。フレームワークの構築が重要だと思う
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のだがその辺についてどのようにお考えか。 

 

（山本） 

ご質問ありがとうございました。 

中国が将来、どういう行動を取るかについて

はいくつかの形が想定できる。Game Player と

いうのは、米国が第2次大戦後に作った経済シス

テムルールの中に中国が入ってきて、そのルー

ルの中で行動していくということ。Game Maker 

というのは中間的というか、既存のルールを基

本としながら、それを根本的には変えずに新し

いRule Making をしていくということだと考え

ている。2001年、中国がWTO に入る時、今は

WTO のルールに従うが、10年後はルールを変

えると言ったとか言わないとかあったが、それ

もGame Changer ではなくJoint Rule Maker とし

ての中国だと思う。貿易でも投資でもODA で

も、中国が現在ある基本ルールを180度変えると

いうことはないと思う。まだというより永遠に

なく、あるとすれば基本ルールの下で、中国が

どれくらい強い影響力を発揮するかというとこ

ろだろう。 

3割国家については、アヘン戦争の20年前の

1820年、世界全体のGDP で中国が占める割合が

30％だとしていた統計資料があったことから、

中国がうまくいった時の“行きつく先”的な考え

方（自己イメージ）を3割国家と表現した。歴史

を将来像/ヴィジョンのメルクマークにすると

いう、Geo-history とも呼べる傾向が中国に見

られるということを考えた時、歴史の事実を政

策（戦略）目標化して、そこに至る過程のナラ

ティブを中国は作り出す、というのが私の意図

だった。 

 

（周） 

貴重なご意見をありがとうございます。 

中国はまず国内問題にしっかり対応しないと

いけないと思う。格差問題、腐敗問題などいろ

いろあるが、クリーンに対応していかないと最

後は失敗するかもしれない。中国では環境問題

が非常に深刻で、大気汚染よりもっと深刻な土

壌汚染と水質汚濁、生態系の破壊といった問題

を抱えている。目には見えないが命に係わる非

常に重要な問題だ。中国が国際的に先進国のル

ールに参加し、解決していくということが大事

だろう。国内問題の解決は改革開放政策以来、

中国が顕示し続けていることで、資金、技術、

人材的にも周辺国と連携して過去の栄光を取り

戻せるか、またそれにより中国自身の復興を助

け、ひいては地域全体の繁栄に寄与できるか。

そういったことが「一帯一路」の主な狙いだと

思う。しかしこれらは全て立体的かつ多元的な

問題だ。中国とその周辺国、中国自身、米国と

の相関関係といった空間的関係が「一帯一路」

の勝負を左右し得ると思う。あまり答えになっ

ていなくて申し訳ない。 

 

（瀬口） 

時間を超過したため、これで締めさせていた

だきたい。全体を通して非常に素晴らしい基調

講演とプレゼンテーションをいただき、私自身

もたいへん勉強になった。今一度、皆様に拍手

を（会場・拍手）。本日は長丁場にも関わらず、

皆さまにはたいへんありがとうございました。 

（了）
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