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【開会】
（JST 石川フェロー）
　これより中国総合研究交流センター第93回研
究会を開始する。皆さまご承知の通り、中国の科
学技術レベルはここ最近、非常に伸びており、論
文数は米国に次いで世界第2位、研究予算も日本
をはるかに凌駕している。今日はこのような状況
を念頭に、「主要国と中国の科学技術協力」という
テーマで、JST研究開発戦略センターの林幸秀上
席フェローと周少丹フェローに講演いただく。
　林上席フェローの略歴から紹介する。1973年、
東京大学 大学院で原子力工学を専攻後、科学技術
庁（当時）に入庁。文部科学省科学技術・学術政策
局長、内閣府政策統括官、文部科学審議官を経て、
2008年に宇宙航空研究開発機構（JAXA）副理事
長、2010年よりJSTで活躍している。周フェロー
は中国大連外国語学院日本語学部を2002年に卒業
し、2009年より早稲田大学大学院で政策科学を専
攻。東京大学大学院の工学系でも研究をし、2014 
年よりJSTに在籍している。

【講演1】
（林上席フェロー）
　私は、元は役人だが、役人時代は海洋や宇宙と
いったビッグプロジェクトの中に占める中国の比
重は低く、中国とはあまり関わりがなかった。し
かし、今では自分は中国ウォッチャーの一人だと
思っている。

　中国の科学技術をきちんとウォッチしなければ
と思ったのは2003年のことである。急激な経済発
展を遂げた上海の街並みを見て、大きなショック
を受けた。米国やヨーロッパだけでなく、中国の
科学技術もきちんとフォローしていかないと、日
本の科学技術のためにはならない、お互いに影響
し合いながら発展していかなければならないと考
えた。それ以降、中国の科学技術の状況を、文献な
りインターネットのホームページなどで調査、分
析し始めた。
　2003～2004年当時は中国の科学技術のレベルは
それほど高くないようにみえたが、中国をよく知
る専門家によると、中国にも非常に優れた面があ
るということだった。そこで、もう少し丁寧に調
べようと準備を始めた。中国は「遅れて来た巨人」
と表現した方がいいかもしれないが、その当時か
ら、非常に大きな研究施設がどんどん出来始めて
いて、そういう施設を見ることで中国の実力が分
かるのではないかと、大型施設の調査をした。結
果はJSTのHPで見ることができる。その時、受け
た感じとしては、施設そのものは非常に大きいが、
実際の使われ方はそれほどたいしたことはないと
いうものだった。
　次に大学に着目し、北京大学や清華大学、上海
交通大学、浙江大学といったところを中心に見て
回った。学問の伝統というかサイエンスの部分の
蓄積が弱い感じはしたが、学生達も先生達も非常
に意欲的かつ積極的で、相対的なエネルギーは強
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いと感じられた。
　そのようなことをやってきたが、やはり全体と
して中国がどういうものなのかよく分からない。
2003年に調査を始めて10年以上経つが、中国では
毎年どんどん変わっていく。私は、中国を一つの
考え方でまとめてこうであるというような言い方
はなかなかできないのではないかと達観した。調
査するにしても一つの切り口だけで調べるのは難
しい。いろいろな断面で切り、それをある程度繋
いでいくことで、中国の科学技術の実情を推し量
るしかないのではと思うに至った。今日、お話す
るのはそういったいろいろな切り口の一つだ。2
年程かけて、この後にお話する周とJST中国事務
所スタッフと一緒に、中国の科学技術について主
要国がどうみているかを調査した。お手元にある
ものはその最終報告書だ。副題にあるように、欧
米等は中国の科学技術をどのように見ており、ど
のように協力しようとしているかが調査の目的で
ある。前半部分では、2年前の各国責任者が中国の
科学技術をどう見ているかについてインタビュー
したものを取り纏めた。それを踏まえて、北京、上
海だけでなく、東北部や武漢、四川の成都など、い
ろいろな所を訪問した。その辺については後半で
周が説明する。私は前半部分、各国主要国が中国
の科学技術の状況をどう考えているかについて説
明する。

　調査方法はインタビューが中心である。2014年
に一週間ずつ2回、北京を訪問し、米国、欧州の大
使館やドイツ のフラウンホーファーといった研究
機関の関係者と意見交換を行った。対象国・機関
は米国、ドイツ、英国、フランス、イタリア、欧州
全体の代表としてEU、オーストラリアだ。大使館
でインタビューする時は音声を録音することがで
きない。一生懸命メモを取ったが、ディスカッショ 
ンしながら記録していたので、発言の直接引用は
出来なかったため、文責は私たちにあることをは
じめに申し上げておく。

　先ずは米国について紹介する。米国がどのよう
に中国の現状認識をしているかというと、中国の
科学は世界一流、しかし応用は経験不足と見てい
る。また、中国の科学者はおしなべて若く、指導す
る世代が存在していないということだった。これ
には2つの面があると思う。一つは中国が急激に
発展しているということ、もう一つは文革だ。文
化大革命は1977年に終わるが、それまでの10年間
は科学技術の暗黒時代で研究は殆ど進まず、大学
でも教育が行われず後継者が育てられなかった。

それゆえ、本当の意味で米国やヨーロッパ、日本
と対抗しながら研究していく人々は文革以降の世
代が中心になり、どうしても若くなる。もう一つ、
ファンディングや評価といった科学技術のシステ
ムが、今は発展段階にあり常に改革の波に晒され
ているというのが米国の認識であり、改革が進ん
でいけば将来はより良いものになるだろうという
ことだった。
　さて、そういう中国と米国は協力するのかどう
か。これは他の国でも大体同じだが、中国は経済
的、政治的に重要なパートナーであり、中国に協
力することは米国の利益にかなうと明言してい
る。とりわけ、地球規模の話になる気候変動を考
えると、やはり中国抜きには語れない、中国の協
力は不可欠だということだ。そして、協力する時
に考えなければいけないのは中国の巨大なポテン
シャルだという。共同研究で投入されるマンパ
ワーは米国から見ても桁違いで、膨大な実験デー
タを蓄積することができる。それが非常に大きな
メリットで、共有すべきという考え方だ。
　協力の枠組みとしては、文革が終わって後、協
力協定を締結し、その下に100以上のMOUを持っ
ている。さらに、共同ファンディングのシステムを
持ち、互いに利益を構築するようになっている。何
を重点事項として協力しているかについては、政府
の方ははっきりしていて、やれることとやれないこと
があり、やれることの代表的なものは気候変動分
野とエネルギー環境分野で非常にプライオリティが
高い。一方で軍事に関係する部分、特に宇宙につ
いては議会が慎重なため、NASAは協力を制限さ
れている。原子力にもそういう問題はあるが、原
子力は民生と軍事が峻別しやすいので、これにつ
いては比較的に協力が可能だろうと言っていた。
　具体例として、米国エネルギー省と中国科学技
術部との間では“Clean Energy Research Center”
に一番力を入れている。クリーンコールつまり
石炭燃焼を綺麗にしようということや、クリーン
カー、省エネといった分野での共同研究が良い成
功例とのことだ。その他には対話フォーラム、特
に再生可能エネルギーに関するフォーラムも重要
だろうと言っていた。
　米国が中国と協力する場合の課題は何かと聞い
たところ、知的所有権の取り扱いあるいはデータ
の取扱いの透明性ということだった。特に透明性
についてはデータがきちんと共有されてこないと
いう問題に繋がるということだった。

　ドイツは、ヨーロッパの中で非常に早く中国と
協力を進めた国だと言われている。ドイツは中国
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のことを、非常に多くの分野で最先端に達してお
り、非常に意欲的で素早く、輝かしい成果を出し
ている一方、科学技術を支えるシステムの変化の
スピードが遅く、活動が個別単位で戦略的に動い
ていないようだと認識している。加えて、これは
米国と逆の見方なのだが、基礎科学が弱いという
言い方をしていた。大学や研究機関においては構
造改革と国際化が必要だとも言っている。
　先端的なところでは、ICT、無線ネットワークが
非常に強く、スパコン、宇宙も先導的だ。材料はた
いしたことはない。宇宙はうまくいっているが、
民生で一番重要な自動車産業は自力での開発能力
に欠けている。中国には合弁、国産も含め多くの
自動車企業があるが、一番重要なエンジンを自力
で作れない。
　このような見方をしながら、ドイツは中国とど
う関わろうとしているのかというと、科学技術は
世界共通なので政治的な障壁はなく、当然協力す
べきだということだ。ドイツは、自動車産業を中
心に産業競争力が世界的にも強いが、その強さを
維持するためには継続的努力が必要で、その努力
の一つとして中国との協力は重要だ。違う国同士
がベストを結合すれば、両国の経済や科学技術に
飛躍をもたらすことができる、そういった意味で
協力を重視しているということだった。
　協力の枠組みには二国間協力協定がある。毎年、
委員会を開き、それがアンブレラとなって、その
下にMOUがある。ドイツの場合、いろいろな研
究所と中国科学院との間で人的交流が非常に盛ん
だ。フラウンホーファーやドイツの大学が中国の
研究者を受け入れ、養成して帰すことで、中国の
代表的機関のトップレベルがドイツで教育を受け
たということになる。具体例でいうと、中国科技
部の部長（中国における科学技術大臣）はドイツ
の大学を出てアウディに勤め、中国の同済大学に
戻り、その後、科技部長となった。中国からみてド
イツとの人的関係には強いものがある。一方、ド
イツの方には非常に割り切った考え方もあり、援 
助、協力というより中国を顧客として見ていると
ころもある。特にフラウンホーファーなどはお金
を取って委託契約をし、技術協力するということ
もしている。
　重点事項としては、ドイツの国内産業と競合し
ない分野、あるいはドイツの国内産業に貢献でき
る分野での協力がある。具体的には次の7つの分
野；①教育/職業訓練、②上海の水、③一般的な
水処理、④IT、⑤ライフサイエンス、⑥LED、⑦
高校生のパートナーシップだ。中でも特徴的なの
は教育/職業訓練で、例えばフォルクスワーゲン

は売り上げ全体の半分くらいが中国でのものであ
り、中国への依存度が高い。ところが単に車を輸
出するのではなく、技術を中国に持っていき、中
国内で車を作って売る。そこで、現地の従業員の
質を高めるのが非常に重要だということで、そう
いう意味での教育/職業訓練だ。フォルクスワー 
ゲンは上海、重慶、チンタオ、天津で職業訓練をし
ていて、教育カリキュラムと教員はドイツが出し、
建物や他の教員を中国が提供する。ちなみに日本
企業も結構、中国に車を売っているが、世界的に
見ると中国に一番車を売っているのはドイツ企業
である。
　もう一つの特徴として、ドイツは他国に比べて
水に強い関心があり、水の供給、クリーンウォー
ター、下水処理、浄化といったことを非常に積極
的にやっている。上海以外ではチンタオ、無錫の
太湖、昆明の滇池、安徽省の巣湖といったところ
で水処理の協力をしている。
　課題については、両国間の文化的違いはある
ものの、改善されつつある。かつては知的財産
権の問題があったが現在はあまり問題ではない。
ファンディングシステムに関してはまだ問題があ
るということだ。

　サイエンスの世界でトップレベルにある英国か
ら見た中国はどうかというと、中国には非常に優
れた分野があり、最も高いレベルは英国と同等で
あり、また、非常に巨大な研究開発投資が行われ
ている。その一方で、イノベーション創出がうまく
いっていないのではないかという懸念が若干ある。
　中国に対する協力の是非については、英国の産
業利益を拡大することを目的として、当然、協力
すべきである。協力の枠組みとしては二国間協定
の下にいろいろな個別のMOUがある。特筆すべ
きは「ニュートンファンド」で、これはインドなど
英国からみて重要な発展途上国に対する研究基金
として設立されたものだ。中国との研究協力は非 
常に大事だとして、ニュートンファンドを用いて、
中国とのジョイント・ファンドを設立している。
　協力が有望な分野としては、英国は生命科学が
強いのでライフサイエンスを第一であり、次に宇
宙開発と衛星関係、それから材料、都市化、食料問
題と続く。
　成功例にはビジネスパートナーを見つける 
“Sustainable manufacturing program”がある。
英国の大学、企業と中国パートナーをお見合い
させるような形で連携させていくというものだ。
“Technology partner initiative”においては、協力
できるものに対してお金を出し、ビジネスを実現
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させていく。
　課題については、標準化と規制、法的環境の違
いを理解し合うことだという話だった。

　フランスも中国との協力に積極的な国だ。中国
をどう見ているかというと、ここ数年で劇的に変
化し、研究レベルが向上し、アウトプットも格段
に増えた。フランスの誇る研究機関であるCNRS 
は、欧州最大規模ではあるが、中国科学院には及
ばない。その一方で、膨大な施設や資金、人材と、
科学技術の質が必ずしもマッチしておらず、量ほ
ど質は増大していない、国際化もあまり進んでい
ないということが課題だ。特許も数こそ多いが基
本的なものが少なく、応用的なものばかりだとい
うのが弱点だろう。
　中国に対してフランスは当然、協力をするとい
うことで、特に、フランス単独ではできないよう
な地球規模の研究、自国ではできない、むしろ中
国に行かなければできないような東洋学や中国の
歴史といった研究で協力している。フランスも戦
前から中国との関係が非常に深く、1920年代から
中国の人材教育に関与している。周恩来や鄧小平
がフランス留学し、フランスに学んだことを誇り
にしている。
　協力の枠組みとしては、1978年の文革直後に科
学技術協力を締結し、その後、宇宙、感染症、伝
統医療、イノベ ーションといった5つの分野で締
結した協定が重要だ。CNRSは中国の研究機関と
MOUを結んでいて、CASやNSFCとの協力関係
が重要だ。重点事項としては、①持続可能な発展、
②グリーンテクノロジー、③エネルギー、④バイ
オテクノロジー、⑤情報セキュリティ、⑥先端材
料の6つの分野だ。
　具体的成功例としては、学者や研究者の交流、
共同セミナーの開催が挙げられる。共同で研究し
論文の投稿を行う「共同実験室」というものもあ
り、中国全体に56研究室が展開されている。また
上海には、世界最高峰の感染症研究機関であるパ
スツール研究所の名前を冠した研究所があり、フ
ランス政府が人件費を出して所長を派遣してい
る。研究費や研究員は中国が手当てをしており中
国人が中心であるが、ノウハウ含めてフランスが
指導するためレベルが高く、成功例の一つと言わ
れている。ちなみにこういった形態のパスツール
研究所はベトナムや東南アジアなどにもいくつか
ある。上海の“グリーンケミストリー共同実験室
（UMI E2P2L）”も環境研究における成功例だ。こ
こではフランスの民間企業と上海の大学が研究協
力を結んでいる。もう一つ、面白い話として、フ

ランスは数学が強く、米国に次いで世界第2位の
フィールズ賞の受賞国であり、中国にも天才的な
数学者がいるので、そういったところで協力できる。
　課題としては知的所有権の安定性が挙げられ
る。中国のシステムがクリアではないことに原因
があるのではないか。
　共産党政権ゆえ政治介入があるのではという議
論については、少なくとも今のところ問題が出て
きたことはない。さすがに天安門事件の時は多く
の協力がストップしたが、それも昔の話であると
いうことだった。

　イタリアはさほど大きな国ではないが、自国の
特色を生かした協力を行っている。イタリアの現
状認識として、中国は米国、日本、ヨーロッパと同
じレベルに来ていて、北京大学のグラフェン研究
（炭素材料の研究）では世界トップレベルにある。
また、中国はもはやヨーロッパを抜いて世界の科学
技術のリーダー国になりつつあり、特に、米国が
資金難で取り組まなくなっている巨大な加速器施
設や天文学施設を自ら建設するなど、ビッグサイ
エンスの領域に巨額の投資を行っている。一方で、
マネジメントシステムが弱いことや重複投資が多
いこと、研究資金の配分が不透明なことを課題だ。
　中国とどう協力していくかについては、遠い国
を相手に小さい協力をしてもあまり意味がないの
で、大きなプロジェクトで社会的意義があり、技
術移転が少ない分野での協力を中心に考えてい
る。イタリア外務省の中に大臣をトップとする
“Strategic Table in S&T with China”という専門
家会議があり、年に3～4回程会合を開いて現状を
確認し、対応策を練っている。
　協力の優先事項の7～8割が、高エネルギー物理
分野となっている。最近では地震予知を目的とし
た衛星による地球観測協力もある。具体例として
は、チベットの宇宙線観測施設や広州・ダイヤベ
イにおけるニュートリノ観測施設といった高エネ
ルギー物理分野の協力が挙げられる。
　課題について、知財の問題はあるだろうが、イ
タリア単独ではなくEUがきちんと交渉すべき課
題だ。Dual Useに係る問題は注意する必要がある。
宇宙分野についてはイタリアに制限はなく、科学
のための協力であれば、中国の宇宙ステーション
計画への協力も検討対象だ。

　次に、EUは、文革後ゼロから出発したことを考
えると、中国は大変な発展を遂げているとの見方
である。日本やヨーロッパをいつかは越えるだろ
うが、いつ越えるかが問題で、そこはいろいろと
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議論があるだろう。マイナスの側面としては環境
問題、社会的な格差、透明性の低さが挙げられ、科
学技術に限っていうと、研究資金の無駄と配分の
不透明さ、人材流動性の少なさと、非中国人に対
する研究室の開放がまだまだである。また、EUの
企業が進出する上での環境整備が不十分だとも認
識している。しかし、中国との協力は当然やるべ
きで、中国をイコールパートナーと見なして関係
を強化することが大事だろう。
　主な枠組みは“Horizon2020”という“FP7”の
後継プログラムで、透明性、共同出資、戦略的アプ
ローチと互恵を原則として実施している。重要分
野は都市化、食料・農業・バイオ、ICT、航空の4
領域で、人材についてはマリーキュリー・プログ
ラムという交流プログラムを有効活用している。
　EUの成功例には Immuno-Canという、復旦大
学とバイオメイヤー社によるジョイントラボがあ
り、ドイツやイタリア、デンマークの研究者も参
加している。
　課題としては、お互いの違いを理解し合うため
に、きちんと時間を取ることが重要で、知財につ
いてはいろいろ言われているが、最近は大分変っ
てきている。共産党一党支配による政治体制が原
因でEUが協力できないということは全くないと
のことだった。

　最後はオーストラリアだ。オーストラリアは、
それほど大きな国ではないが、科学技術のレベル
はライフサイエンスを中心に高いものがある。
　オーストラリアから中国がどう見えるかという
と、この5年から10年の成長は凄まじく、また、
オーストラリアは大学のレベルが高く、中国の大
学生や院生は米国にも多く留学するが、オースト
ラリアにも数多く留学しており、学部生は10万人
規模、博士号所有者も増大している。そういう意
味で中国は非常に大事な国だということだ。
　中国の問題点としては創造性の欠如、曖昧な
ファンディングメカニズム、研究評価の偏りなど
である。それでも当然のことながら、中国と協力
しないという選択肢はない。特に、オーストラリ
アにとっては自国の人口の少なさを補うメリット
があり、人材の質の面でも優れた研究者が増えて
いる。
　協力の枠組みのメインはどちらかというとボト
ムアップ型で、大学の研究室が中心になる。残念
ながら、今、政府にはお金がないが、トップダウン
的に行う小規模の共同研究へのファンドがある。
昔は多くの発展途上国と国際協力をやっていた
が、新内閣では国際協力予算が圧縮され、中国と

インドに絞られてしまい、それも減ってきている。
　オーストラリアにとって課題となる分野を中国
と一緒に研究するという考え方で、重点事項は水、
農業生産性、石炭の削減、鉄鋼や電力生産、亜熱帯
に特有な疾病などである。
　具体例ではCSIRO（オーストラリア連邦科学産
業研究機構）という、日本のNEDOや理研に近い
研究機関とCAS（中国科学院）との協力が中心で
ある。
　オーストラリアには研究者以外にも多くの中国
系がいて、文化的な違いはあっても、彼らが懸け
橋になっている。CSIROの職員の7％は中国語を
話すという数字もある。知的財産権の問題につい
てはあまり感じていないということだった。

　これまでの結果をまとめると、中国の科学技術
に対する現状認識は米国、ヨーロッパで大差なく、
中国の躍進を驚 異の目で見ている。研究開発費で
は日本をはるかに越え、米国に次いで世界第2位、
研究者数では米国を抜いて第1位だ。実際に私も
施設や実験装置を見てきたが、他国と遜色が無い
というより、むしろ世界最新鋭最先端にあるの
で はないかと感じられた。しかし、それに見合う
成果が出ているかというと、基本的には十分では
なく、あれだけのお金と人を投入し、最先端の設
備を入れても何かが足りないという見方だ。そう
いった2つのポイントを持つ中国に対して、各国
声を揃えて、当然、協力すべきだと言っているが、
協力の仕方についてはそれぞれの国情に応じた違
いがあった。
　これは私見だが、日本には孫文をはじめ、中国
から非常にたくさんの留学生や研究者を受け入れ
てきた長い歴史がある。ところが近年、いろいろ
な政治的軋轢もあり、他の主要国と比較して協力
相手としての地位が相対的に低下しているのでは
ないだろうか。中国は科学技術力をどんどん増大
させてきている。中国の状況をよく勘案しながら、 
科学技術における協力をどのように進めていくべ
きか、我が国の戦略を再検討する時期に来ている
のではないかと思う。

　報告書にはそれぞれの国に参考資料をつけてい
る。例えば、米国では、デニス・サイモンというア
リゾナ大学の研究者による大統領府諮問委員会で
の証言を訳したものがある。彼は中国の科学技術
について世界で最もよく知る人物の一人だろう。
そういった資料も参考にしてほしい。
　私からは以上である。この後、周フェローから
具体的な説明をする。
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【講演2】
（周フェロー）
　主要国と中国の科学技術協力の具体的な事例に
ついて紹介していく。
　今回は、中国国内の8ヶ国、21研究拠点につい
て調査を行った。地理的には沿岸部に集中し、特
に北京と上海に多い。成都、武漢など内陸部もあっ
たが、現地を訪問するとそれほど内陸だとは感じ
なかった。例えば、成都は海までは遠いが、ヨー
ロッパには近い。成都からヨーロッパまで走る列
車も開通し、貨物なら2週間程度でヨーロッパの
主要貨物港まで行くことができる。むしろ、船よ
り早く効率がいい。EUとの関係も非常に緊密だ。
武漢の場合、長江の沿岸都市で、陸路の交通のハ
ブでもある。そして、満潮の時に最大2万トン級の
船が海から入れるという内陸に位置する沿岸都市
でもあるのだ。
　今日は時間も限られているので、訪問調査した
共同研究センターから5箇所程度をピックアップ
して事例紹介する。

　はじめに紹介するのは米国のクリーン・エネル
ギー共同研究センターだ。ここは中国科学技術部
（MOST）と米国エネルギー省（DOE）の主導でつ
くられた共同センターで、物理的な存在というよ
りバーチャルなコンソーシアムだ。この下に“ク
リーン自動車”と“先進石炭燃焼技術”、“省エネ建
築”の3つのコンソーシアムがある。この内、“省 
エネ建築”を訪問した。
　“省エネ建築”コンソーシアムの中国側ホストは
住宅・都市農村建設部傘下にある“科学技術と産
業化発展センター”で、国立研究機関および建築
で有名な大学と30以上の中国企業が参加してい
る。米国側はローレンス・バークレー国立研究所
がホストになり、企業等が参加している。訪問し
た研究室では建築の再生可能エネルギーの応用に 
ついて2期に分けて研究しており、第1期では3年
かけて太陽光発電システムと地熱ヒートポンプな
どを建築に導入して効率の良し悪しをモニタリン
グし、データを取得して利用パターンを可視化し
た。第2期でも3年をかけてビジネスモデルを模
索するという。これほど大きなコンソーシアムが
どのように組織されたかというと、中国側はトッ
プダウン式で、先ずはホスト機関が建築で有名な
大学を選定した上で参加機関長・学長による委員
会を作り、中国の関係産業による産業委員会等と
意見交換をしていく。米国側は公募でホスト機関
を選定した。コンソーシアム全体は月に一度、テ
レビ会議を行い、半年に一度、会合を開く。同済大

学の研究センターは学長の直轄で、副学長が代表
を兼任している。同済大学側の研究者は博士課程
の学生も含む30名、教授は他分野を含む3～5名
となる。
　両国では産業からの資金も合わせて、この三つ
のコンソーシアムに5年間で1.5億ドルを投入する
ことに合意した。同済大学の場合、大学本部は政
府と同額を出資している。また、両国共に、積極的
に企業を参加させ、企業資金を得る努力をしている。
　研究成果について、3年間の成果の一番目とし
ては多数の英語論文を出したこと、二番目には中
国の政策改正に繋がったことが挙げられる。とい
うのも、中国では太陽光発電の一体化建築に補助
金を出していて、建築段階で補助金を出していた
が、結局、お金をもらっても導入しない、あるいは
導入しても使用しない例が見られた。モニタリン
グ結果を中国政府の政策評価に用いることで、シ
ステムの運用を開始してから補助金を出すという
制度の切り替えに繋がったという。3番目の成果
は同じ省エネ建築コンソーシアルの中の重慶大学
だ。重慶大学は中米2国間の協力経験を生かして
“低炭素グリーン建築国際共同センター”を設置
し、米国の協力機関以外に、イギリスのロンドン
大学やレディング大学などと協力して都市化の研
究を始めたということだ。将来的には米中の協力
レベルがもっと上がるだろうと期待されている。

　次にドイツとの協力例、「中国科学院－マッ
クス・プランク計算生物科学パートナー研究所
（PICB）」を紹介する。1972年、中国とドイツが国
交正常化してすぐに、中国科学院（CAS）とマッ
クス・プランク（MPG）協会が協力を開始した。
1985年にドイツは最新の研究設備をCASの上海 
生命科学院に導入し、MPGの発達生物学研究室
の責任者である教授を派遣した。最初は両機関の
個人レベルの交流だったものが研究グループ間の
交流、さらには研究機関レベルの交流・協力に発
展し、2004年11月にMPGの所長とCASの院長が
PICBの設立に合意した。ちなみに、当時のCAS
の院長はもともとドイツ留学の経験がある。
　PICB研究所には合わせて約250名の研究者を有
する。研究室を3つに分け、5つの研究方向と18の
研究チームから構成されている。所長は外国籍が
2名、中国籍が2名、副所長兼党書記が1名だ。PI（研
究リーダー）は18名で、内、4割が外国籍。大学院
生100名の内、70名が博士課程の学生だ。研究者
以外のスタッフは約100名、運営管理は約20名と
なる。
　PICB 研究所はMPG から完全に独立して運
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営されている。外国籍の所長はCASとMPGが
「Science」や「Nature」などの有名な雑誌に求人情
報を出して世界中から募集し、CASとMPGの研
究者が半々で構成された委員会において人選され
る。所長評価は、殆どが米国人研究者から成る外
部委員会が2年ごとに行い、4段階評価で所長の給
料と継続の可否が審査される。MPGはMPGのフィ
ロソフィー、人材 採用方法とか科学研究の評価方
法などの普及に努めるため、毎年、6週間、ゲスト
ディレクターを上海へ派遣する。PIの平均年齢は 
35歳、任期は3年と短く、非常に競争が激しい。
　ランニングコストの分担はCASとMPGで2対
1だ。現在の協定では、CASは毎年2,000万元（3.5 
億円）を出資し、MPGは毎年100万ユーロを拠出
することになっている。各研究グループは自立的
に国の競争的資金や企業資金といった外部資金を
獲得しなければならず、研究所長がPIを兼任する
場合でも同様に研究費を獲得しないといけない。
PIの年収は高く、一番高いPIで40万元、大体700 
万円だ。中国の中では高く、場合によっては所長
の給料より高い。ここでは毎年、CASとMPGが主
催するサマースクールに大学院生が参加できる。
サマースクールは両国交代で毎年行われている。
　成果では英語論文が2006年から2014年で264本、
その内、三大学術誌「Science」、「Nature」「Cell」
に6本掲載された。

　続いてフランスとの協力だ。協力名はIPS-CAS
（中国科学院－パスツール上海研究所）という。パ
スツール研究所は世界でもHIVやB型肝炎ウィ
ルスの研究で有名だ。中国でもこの2つのウィル
スの感染には悩まされており、特に中国ではB型
肝炎の感染者数が多く、元々パスツールに関心が
あった。2003年1月から6月にかけて中国でSARS 
が流行したことをきっかけに、2004年1月、CAS
の副院長とパスツールの所長が上海で共同研究所
を作ることに合意した。その後、両機関のトップ
は互いに訪問し、8月にCAS－パスツールと上海
市政府を入れて新しい研究所がつくられた。
　IPS-CASは中国籍とフランス籍の所長が一人ず
つというデュアル所長体制を取っている。CAS側
においては、共産党書記はNo.2となることが特徴
的で、フランス側では任命される所長が必ずしも
フランス籍ではない。実際、現在の所長はドイツ
人研究者で、フランス外交官の身分を持ち、フラン
ス外務省が給料を支給している。
　名前の付け方から見るとマックス・プランクと
近いように思えるが、IPS-CASはジョイントラボ
ではなく、あくまでもCAS下の研究機関の一つと

いう位置付けにある。つまり、フランスの研究所
長以外の殆どは中国側の研究者で構成されている
ということだ。パスツールはマネジメント指針と
研究ネットワークを提供することで役割を果たす。
　研究ユニットはトータルで30ある。大半の研究
者は中国籍で、外国籍のPIは3、4名だ。アシスタン
トは4名に制限されるが大学院生によるスタッフ
数は制限されておらず、研究ユニットのメンバー
は常にダイナミックに変化している。英語を公用
語とし、インド、パキスタン、アフリカからも若手
研究者が来ている。
　運営費はCASが担っている。パスツールはフ
ランス側の研究所長の給料だけで、それもフラン
ス外務省が支給している。研究費は各ユニットが
独自に獲得し、主な資金源はNSFC（国家自然科学
基金委員会）、科学技術部、CAS本部、さらに上海
科学技術委員会が拠出する競争的資金だ。
　成果のメインは国際シンポジウムを11回開催
したことと、2010年から2012年の3年で英語論文
を75本出したことだ。その内、「Nature」に１本、
「Cell」に5本掲載されている。

　続いて中国とEUとの協力について、“大連理
工大学－IMEC（Interuniversity Microelectronics 
Centre）協力実験室”を紹介する。2007年、米国の
インテル社が25億ドルを投入し、大連に新しい工
場を作ったが、大連に進出を果たすためには優秀
な人材を確保しないといけない。そこで、インテ
ルは大連で一番優れた大学である大連理工大学に
集積回路の研究開発、生産設備を提供した。一方、
EU側のIMECは、2009年までEU以外への進出が
禁止されていたが、制限が解除されてから積極的
にEU以外のパートナーを探していた。その時、た
またま大連が視野に入り、大連理工大学が8イン
チのウェーハーを製造する高い半導体技術を持っ
ていたことから、両機関の協力がすぐに開始された。
　協力内容のメインは人材育成だ。大連理工大学
に「大連理工大－IMEC研究基地（拠点）」を作り、
毎年IMEC側の8～10名の研究者を招へいし、大
連理工大学で講義を行う。そして2年に一度、大連
理工大の研究者4～5名をIMECに派遣し研修を
受けさせている。2013年からはIMECが優れた気
体検出ディバス（SoC技術）を開発したことを受
けて、大気汚染における有害ガスの検出技術を共
同開発している。研究チームリーダーは年に2回、
互いに訪問し、意見交換している。
　研究資金については主に3つの研究資金源があ
る。外国の専門家を招へいするときは、中国外国
専門家局の支援資金が拠出され、また、大連理工
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大学は一定額の研究資金を拠出している。さらに、
先ほどの共同研究において3年間270万元の国際
共同研究ファンドを獲得した。
　成果としては半導体研究人材の多数養成と多く
の英語論文の掲載が挙げられる。大連理工大学で
はIMECの大型研究施設の運営・管理に関するノ
ウハウも獲得できた。大学のカリキュラムでは、
世界最先端の理論と方法を学生に紹介できるよう
にもなり、将来的には世界レベルの半導体研究人
材育成拠点となりたいということだった。

　次はイギリスで、協力名はDICP-BPエネルギー
共同実験室という。中国側は中国科学院の大連
化学物理研究所と瀋陽金属研究所、中国科学技術
大学と清華大学で、イギリス側は国際石油資本で
スーパーメジャーの1つであるBP社からなる。協
力の経緯は21世紀に入ってからで、中国のエネ
ルギー事情が今後の世界的なエネルギー技術、効
率、 環境などに大きな影響を与えると判断したBP
社が中国側に積極的に接近したことによる。2001 
年、BP社はCASや清華大学との間で、10年間で
1,000万ドルを提供する「Clean Energy Facing to 
the Future（CEFF）」プログラムを開始し、その6
年後、大連化学物理研究所にDICP-BP共同実験室
を設立した。
　CEFFの全体管理はCASに任されている。BP
社の担当者と清華大学の専門家が学術指導委員会
を組織し、具体的な研究は大連と瀋陽の研究所で
行われる。
　大連の研究所においては、共同実験室はワンフ
ロアが確保され、完全に独立した運営がされてい
る。BP社は研究管理を担当し、中国側の13名を雇
用している。全体14名の内、イギリス人のPIは1
名のみだ。DICPから教授レ ベルの研究員8名、瀋
陽の金属研究所から2名、清華大学から2名が参加
している。
　また、BP社は毎年、2名の大学院生をリバプー
ル大学へ留学させる資金を提供している。
　研究資金分担は非常にシンプルで、実験室はBP
社の運営管理のもと、全額をBP社が出資する。
　研究成果としては、いくつかの重要な技術を開
発した。論文は3本程度だが、国際特許を2件申請
している。企業の研究所ゆえ論文はあまり求めら
れておらず、特許や実際の技術の開発に力が入れ
られている。大連の研究者にとっては、出口側の
技術に関する知識が習得でき、市場のニーズと変
化を把握するノウハウの習得、国際協力の方法の
習得と多国籍企業の安全管理に関するノウハウの
習得ができるというメリットがある。その一方で、

BP社が10年間で1.000万ドルを提供するメリット
は、中国のトップレベル研究機関の研究情報を把
握できるということと、研究人材や新しい研究設
備を活用して、自社向けの研究開発を中国現地で
できるということだ。

　上述5つの協力例をまとめてみれば、いずれも
実力ある機関が国際協力関係を結んでいる。トッ
プダウン式と自由協力式の2つがあり、トップダ
ウン式では中国の国内外事情やキーパーソンが重
要な役割を果たし、自由協力は長期的な人的交流
の結果ともいえる。協力形態は多岐にわたり、国
際コンソーシアムや人的交流、ジョイントラボな
どがある。
　中国側にとっては、外国のプロジェクトマネジ
メント知識の習得、市場ニーズの把握、英語論文
の投稿や、国際的研究開発人材の育成、研究能力
を高めて他の国際協力に拡大といったメリットが
ある。外国側はというと、中国側の研究人材を育
成し、研究資金と研究施設を生かして自国の興味
ある研究開発を行ったり、中国の研究情報を把握
したり、国際協力の中で中国の巨大市場へアクセ
スすることを考えている。報告は以上だ。

【質疑･応答】
（林上席フェロー）
　それでは順次、ご質問を受け付けたい。

（フロア）
　中国に対する欧米の現状認識について紹介いた
だいたが、日本としては中国の科学技術の現状を
どう見ているのか、知財に対してどのように考え
ているのか。協力するとしたらのどこが重点的に
なるだろうか。

（林）
　日本の見方はいくつかあるかもしれないが、私
の見方は北京にいる大使館の人たちとそれほど変
わらない。研究開発費では中国は圧倒的に日本を
抜いているが米国ほどではないという状況だ。人
材についても、日本の研究者は60万人位いるが中
国は140万人位と倍以上いる。施設については、日
本は2000年代に第2次基本計画で研究開発費が増
額されたこともあって、いろいろな設備装置の更
新と導入が進んだが、中国はそれより10年、20年
遅れて購入したため、設備装置が世界最先端の状
況にある。しかし、それに見合うアウトプットが
無いというのが米国とヨーロッパの見方だ。数年
前までは、中国は論文数では米国に次いで世界第
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2位ではあったが、論文の質は低いというのが日
本の一般的な見方だった。ところがこの1、2年で
驚くような結果が出ている。文科省政策研のデー
タでは、引用数を勘案しても世界第2位となって
いるのだ。したがって、質を考慮した論文数にお
いても強い状況が見え始めている。しかし、私は
本当にそうなのかということに疑問を持ってい
る。今後、いろいろ調査しなければならないだろ 
うが、一番の問題は、そこに本当にオリジナリティ
があるかどうかだ。
　科学技術の、特に基礎科学の分野において、新
しい地平を切り開くものが中国から生まれたか
どうかは議論のあるところだ。分かりやすく言う
と、山中先生のiPS細胞は画期的研究成果だった。
iPS細胞によって一気に再生技術が広がったが、そ
ういったものが中国のライフサイエンスに生まれ
ているかというとそこまでいっていない。あるい 
は、東工大の細野先生は超伝導の材料実験におい
て鉄系で初めて超伝導現象を発見した。鉄という
人間社会に非常に親しみのある材料で超伝導現象
を発見したのは細野先生が最初で、新しい地平を
切り開いた。そして何が起こったかというと、中
国で非常にたくさんの人達が鉄系超電導の研究に
一気に参入し、猛烈な勢いでデータを出してきた。
これは中国の2つの面を表している。中国にはまだ
新しい地平を切り開く力はないが、それをサポート
して次々と新しいデータを出し、大きな体系を成り立
たせるポテンシャルや研究能力があるということ
だ。そういったところは日本よりはるかに強い。
　また、特に産業技術において、日本経済の生命
線となる企業の技術力についてどう考えるのかと
いうことがある。具体的なエビデンスはないが、
現在のところは、中国はイノベーションを起こす
格好での技術力の進展はないように思う。いろん
な問題があるが、一つにはやはり中国は物を製造
したりするときに自分で作る発想ではなく、場合
によっては買ってくればいい、結果として比較的
少ない労力と少ない力で技術が根付けば問題ない
という考え方をする。これはキャッチアップ型で
あれば早く進むが、次のス テップが無いかもしれ
ない。ある技術で一定のレベルまで行って、その
技術を飛び越えて次のステップに行こうとした場
合、いつもそこが障壁になる感じがする。従って、
私の感触では、中国は今、米国、日本、ヨーロッパ
の技術を使いながら世界一流の工業国家になりつ
つあるが、次のステップに進むには別のやり方を
考えなければいけないと思う。中国の施政者、政
府の人間もそう思っていて、例えば、温家宝元総
理も中国独自の技術開発とイノベーションを起こ

すべきだと強く言っていた。
　これは日本や米国も歩んできた道だ。まず真
似る。真似て行き詰ったら次のステップを考え
る。そして新しい技術を習得し、新しいイノベー
ションを起こしていく。私は、中国がそこに気付
いてシステムを作りだしていくようになれば、新
しいイノベーション国家になる可能性もあると 
思う。そうなったら人口が大きい分、ポテンシャ
ルのある中国は日本の敵ではないかもしれない。
ヨーロッパも日本と同じ立場で、中国の産業技術
のポテンシャルは圧倒的に高いと思っている。自
分達の技術的優位性と科学的優位性をできるだけ
長い期間、どうやって維持していくかというのが
常に頭の中にあるのではないだろうか。

（フロア）
　今日の話は欧州や米国との協力だったが、実際
の日中協力が、今回、紹介された国々と比較して
何番目くらいになるのか、協力関係の濃淡はどう
なのかということを伺いたい。

（林）
　量的な意味で言うと日本は相当頑張っていると
思う。少なくとも10年くらい前の日本はおそら
く１位だったろう。これまでの伝統と実績からも
日本は中国と深く繋がっていて、科学技術や研究
開発については特にそうだったと思う。しかし、
今世紀に入ってから、中国の科学技術は米国のシ
ステムに完全に組み込まれたように見える。中国
のトップレベルは米国を意識し、米国の研究シス
テムと一緒になってやっていこうという発想が
強い。例えば清華大学や北京大学のトップクラス
の人達は最初から米国の有名大学に留学し、学位
を取って、あるいは北京大学や清華大学で学位を
取った人間が米国にポスドクで行って研究すると
いうのが定着し始めている。そういった米国での
経験、もちろん一部ヨーロッパや日本も含まれる
が、そういった外国での経験を中心に教授、准教
授を採用するというシステムが確立しつつある。
　具体的には、協力推進のためのネットワークづ
くりが進んでいて、今や中国と米国の協力体制が
一番進んでいるのではないだろうか。実際、米国
には中国オリジンの人達がたくさんいる。米国の
方も自分たちが手を出したくないような研究業
務を中国人、日本人、韓国人、インド人等を中心
にやらせて、本種本流の白人はファンディングや
企業資金を取るために動くと聞く。実際、手を汚
して実験したりするのは中国、インドが多いよう
だ。そういうことを考えると、現況では米国との
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研究協力とネットワーキングが圧倒的だ。おそら
く日本は2位グル―プで良い所にいたのだが、徐々
に遅れをとっている。それは中国人が日本に行き
たくないということではなく、日本の国際化の遅
れが原因ではないかと思う。というのは、やはり
科学技術の世界は英語ができてナンボの世界であ
り、どれだけ良い英語誌に論文が掲載されるかが
大事だ。英語ができないと話にならない。そうな
ると日本に来て日本語でやるより米国に行った方
がいい。ヨーロッパも相当程度、英語化している
からそういったところで協力した方がベターだ。
そこを救うには日本国内でも英語で論文を書ける
ような環境を確立することだ。日本ではNIMS（物
質・材料研究機構）が結構頑張っていて、そうい
う前提でプログラムを作り、研究者を受け入れて
いる。NIMSには中国や東南アジアから結構な人
達が来ては自国に戻っている。しかし全般的には、
具体的な数字は無いものの、日本は劣化状況にあ
るように思う。
　もう一つ言えることがある。日本は従来、金を
出すという意味でドナーとしての立場を取り、中
国はそれを受けとるレセプターだった。ところが
この5年10年でそれが完全に逆転しているにもか
かわらず、それを日本人は素直に受け入れられな
い。ヨーロッパはイーブンを前提として研究協力
を始めるが、日本にはかつて受け入れてやった、
教えてやったという感覚が強く残っていると思
う。状況は変わったと認識した方がいい。むしろ、
日本の研究者が中国からお金をもらう可能性も考
えたほうがいいと思う。少なくとも、今の段階で
は全くイコールという前提でやるべきだ。日本の
大学なり研究所は中国と協力する場合、日本がお
金を出さないといけないという前提でいるからど
うも気後れしてしまう。しかし、中国はそんなこ
とを考えてはいない。一番良いところであれば自
分が研究資金を出してでもやる状況にある。そこ
を切り替えていかないと、米国やヨーロッパには
追いつかないと思う。

（フロア）
　2点質問がある。ドイツでは中国に対し基礎科
学が弱いというところで米国と認識が反対だと
説明されたが、分野の違いがあるのではないかと
思った。分野の違いであればそこを教えてほしい。
もう一つはイタリアの説明で、米国が取り組まな
くなったビッグサイエンスに巨額の投資を行って
いるということを言っているが、中国はそこに投
資して何を期待しているのだろう。

（林）
　最初の質問は、おそらく何を見るかで違ってく
る。まず、米国は論文数をみているのだと思う。
文科省の政策研究所のデータでは、論文数は米国
が断トツの１位で次いで中国、さらに論文の質を
表すと言われる引用数を勘案すると、トップ1％
の論文数、100本に1本の良い論文は米国が1位
で、2位は何と中国だ。昔は英国とドイツが高く、
中国は低かったが、去年のデータではそれが逆転
している。米国はそれを勘案して中国の基礎科学
は強くなったと言ったのではないだろうか。一
方、ドイツが何故、中国の科学が弱いと言ったか
というと、これは中身のことを言っているのだと
思う。論文数や引用数では高く見えるが、鉄系超
電導の細野さんのような研究者がそこに本当にい
るのか、新しい分野を切り開くようなブリリアント
な科学者を出しているのかということだ。私が属
するCRDSでは、論文の引用数と実際の日本人の
研究者に聞く中国の科学技術レベルのギャップが
あまりにも大きいので、そこのギャップを埋める
ための調査をしている。例えば、日本の材料研究
者に中国の材料研究者をどう思うか聞き、個別の
ヒアリング内容を足し合わせていくと、中国のレ
ベルが低く評価される。論文数では高いのに、実
際の面談で専門家に聞くと低いのだ。このような
ギャップが何故出るのかということで、非常に高
い論文引用数を誇る研究者が国際賞をどれくら
い取っているか調べてみた。国際賞というのは論
文の引用数ではなく、それぞれの専門分野の人達
が立派な研究に対して出すものだ。最たるものが
ノーベル賞だろう。そういった国際賞を20から30
調べてみたら明らかに違いがある。日本は過去20
年間で20人くらい、中国は同期間で中国本土から
5人と米国在住の5人。つまり過去20年でみると、
トップレベルのブレークスルーに近いような研究
は、日本の方がまだ勝っているようだ。私は、ドイ
ツが意味したところはそこだと思う。論文数で勘
案すれば中国のレベルは高く見えるが、本当にブ
レークスルー的なものは少なく、オリジナリティが
足りない。日本はそこで勝っているということだ。
国際賞で他国をみるとやはり米国が圧倒的に上に
いる。次が英国だが、これにはからくりがあり、英国
は昔から科学技術の世界、特にサイエンスの世界を
先導してきたので国際賞が日本の倍くらいある。ド
イツと日本は過去20年間で見るとそれほど変わら
ない。しかし中国はこれから伸びる可能性がある。
　2点目の質問だが、「米国が取り組まなくなった」
というのは言い過ぎで、「米国ができなくなりつつ
ある」とした方が適当だったかもしれない。巨大
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な装置や巨大な天文台、典型的なところでは加速
器だが、そういったものはコストに対しての成果
があまりにも低い。先日も重力波でノーベル賞ク
ラスという話が出たが、あれを実際に作るとなる
と、非常にコストがかかる。しかし重力波が何の
役に立つのかというと経済的な利益には直接結び
つかない。米国でそのような議論が起こり、そう
いった基礎研究の装置があまりできなくなりつつ
ある。そしてこれはひと事ではなく、日本もそう
なりつつある。典型的な例が南極観測だ。南極観
測船を作ろうとすると数百億円かかる。それを定
期的に5年なり10年なりで更新していく資金がな
い。ずっとやってきたのに金がないから船が作れ
なくなっている。あるいは、加速器も従来は日本
単独でつくってきた。加速器は1,000億、2,000億
というオーダーでお金がかかる。それをつくって
どんな良いことがあるかというと、成果の保証は
無い。それでも意味があると信じてやらないとい
けないのが基礎科学だ。中国はどうかというと、
少なくとも今のところはキャッチアップして、と
にかく世界一になりたいという発想が強いので、
天文台にしても加速器にしても本当に大きなもの
を作っている。場合によっては日本などはるかに
及ばない、米国に匹敵する、あるいは米国を超え
るようなものを作っている。イタリアの人はその
ことを言っていたのだと思う。 

　ここに私の個人的コメントを加えさせてもらう
と、それがきちんと使われているかということに
なると議論がある。中国が公共事業的に作ったも
のが世界のトップレベルの研究に直接結びつくか
どうかは今後の話だろう。大き装置をつくるだけ
では良い研究はできない。それなりの研 究者を育
て、慣らして、道具そのものをきちんと動くよう 
にした上で新しい発見が生まれる。例えば、日本
では海洋研究開発機構が「しんかい 6500」を20年
以上運用して、確固とした成果を上げている。中
国は7,000mまで潜れる「蛟竜」をつくったが7,000m
まで潜れることは分かっても何をしようとしてい
るのかよく分からない。それが中国の弱点かもし
れないと思う。一説には、軍事用の研究をしてい
ると言う人もいるが、7,000mまで潜っても軍事的 
な成果は限られるのではないだろうか。やはり科
学的なものを発見して積み上げていく力が足りな
いのではないかと思う。

（フロア）
　いろいろな協力ということだったが、今、取り
組んでいるテーマは本当に中国が欲しがっている

テーマなのだろうか。各国との協力において、中
国からみて論文以外の具体的成果は着々と出てい
るのだろうか。

（林）
　中国が本当にやりたいことはあると思うが、各
国との協力テーマが全てそうかといえばそうでは
ないだろう。しかし中国は基本的に研究人口が大
きく、いろんな人がいるので何でもやりたい。だ
からキャッチアップの仕方としては非常にいいと
思う。逆に、米国やヨーロッパには魂胆があって、
自分の考えを前提にして協力テーマを出してい
る。そういう意味では中国が欲しいというテーマ
とは限らないが、中国は基本的に大国だからいろ
いろなところでキャッチアップして、いろんなと
ころで世界一になりたいので、 それほど齟齬はな
いような気がする。

（フロア）
　今日の話では安全保障の観点での話が出なかっ
たのでそこを伺いたい。中国と共同研究をやろう
とすると、私の大学でもかなり厳格な安全保障貿
易のチェックが実施される。そういうことを必要
としない国と比べて非常に手続きが面倒なので、
中国とやることを躊躇する先生もいる。米国の大
学、アカデミアは公開を原則としているというこ 
とで、実態としては安全保障については日本の感
覚より緩い。ある大学では、公開原則なので安全
保障に係るところは共同研究契約書にインプット
しないとしている。ある種、 責任放棄ともいえる
が、その点についてはどうだろうか。

（林）
　この件に関連した議論になったのは、実は米国
だけだ。米国は非常にはっきりしていて、民間に
ついては一定ルールがあり、規制に抵触しなけれ
ば基本的には問題にはならない。しかし、宇宙と
原子力については厳格な規制をしている。一番厳
しいのは宇宙だ。基本的にはさせないという前提
でやっている。今や米国も金がなくなっていて、
宇宙は中国が画期的に伸びている分野なので、そ
こで協力できたらお互いにコスト削減できる可能
性があるが、それはできないとハッキリ言ってい
る。原子力は民生用と軍事用に分けて、民生用に
ついては問題ないと言っていたが、実際はそう簡
単には分けられないので殆ど進んでいないと思 
う。日本でもJAXAは相当ナーバスだ。他国は知
財権の話が中心で、軍事・非軍事の話はあまりな
かった。
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（フロア） 
　オリジナリティの問題について伺いたい。原子
物理学のリーダー的存在の人は、東洋人が物理な
どをやってもダメなのではないかと懸念し、中国
人がオリジナリティのあるものを出しているかど
うか徹底的に調べたところ、西洋に負けないもの
がたくさんあったという。羅針盤や火薬、紙にし
てもいくらでもあったので、オリジナリティで西
洋には劣らないと理解した。中国人にオリジナリ
ティがないわけではない。現実に、数学オリンピッ
クにしても中国の若い人達がトップになってい
る。何故、今、オリジナリティがないという見方に
なってしまったのだろうか。中国の政治体制やお
金に対する欲望といったことがオリジナリティを
阻害しているのではないかという気もする。その
点、どのようにお考えだろうか。

（林）
　全く同意する。ここには書かなかったが、実は
その議論を米国やヨーロッパの人達とかなりし
た。何故、今の中国の科学にオリジナリティがな
いのかという問いに対し、一番面白い答えをした
のはイタリアの参事官だ。「アートがないからだ」
と言う。最初はどういう意味かと思ったが、帰国
後よく調べたら、芸術というよりカルチャーに近
いようなことを言っていた。アート、あるいはカ
ルチャーという言い方をしてもいいのだが、要す
るに、基本的には蓄積だと思う。西洋文明や西洋
の科学技術に触れてから始まる蓄積、社会全体の
科学技術に対する蓄積だ。それをアートというか
カルチャーというかは分からないが、やはりそれ 
が全てだろう。日本はアジアの国で早くキャッチ
アップした例だと思うが、相対的に科学技術で欧
米と同格になったのはやはり戦後だ。それでは中
国はどうかというと、中国には能力がある。中国
には日本の10倍の人がいる。日本に山中先生のよ
うな人が1人いればあちらには10人いるのだ。そ
ういうタレントのある人が非常にたくさんいる
の に、何故、オリジナリティが正しく付いていか
ないかというと、時間的な問題ではないだろうか
とディスカッションした記憶がある。しかし、そ
れが正しいかどうかは分からない。いずれにして
も共産主義体制が良いとか悪いとかいう議論とは
違うと思う。例えば、ロシアはソ連時代にも非常
にオリジナリティがあった。だから多少の影響が
あったとしても、体制の問題ではないと思う。中
国の現在の体制は、科学技術について非常にある
意味、寛容だ。科学技術に対する一党独裁の締め
付けはそれほどきつくないと思う。そういうイ

メージで考えるとやはり元に戻って、勝手な思い
込みかもしれないが、蓄積や時間かと思う。いず
れにしても私は、相当早い段階で中国は日本を追
い抜き、米 国に迫っていくという感じがする。

（フロア）
　今日は医療と医薬品の話があまりなかった。米
国、ヨーロッパ、日本、特にヨーロッパ関係の研究
施設との連携はどうなっているか。

（林）
　周の方からもパスツールの話をしたが、中国も
ライフサイエンスの関係と、それに関わる医薬
品、医療技術を非常に大事にしている。重要な分
野と認識して一生懸命やってはいるが、現時点で
のライフサイエンスは一部の基礎研究も含めて非
常に低いレベルにある。これは世界的なレベルで
言っているので、低いといっても米国やヨーロッ
パに比べてだ。しかしこのままかというとそうで
はない。ポイントは、中国というものをある意味、
市場として見ている米国、ヨーロッパが激しい勢
いで参入してきていることだ。典型的な例は上海
で、いろいろなことを米国、ヨーロッパの研究所
がやっている。人間の数が多いので、米国やヨー 
ロッパでできない研究ができるからだ。米国の3
～4倍、イギリス、ドイツの20～30倍の人間がいて、
それに比例して症例がたくさんあり、それに対応
することで新しい技術や医薬が発展することが当
然、考えられる。上海ではそういったものが非常
に多くみられ、特にフランスが凄い。積極的に参
入していろいろなデータを一緒に取り、様々な論
文を出し、その次のステップとしておそらく薬を
開発する。実はこれは大変な脅威だ。何故かとい
うと、我々日本人と米国人とで体格差や体質差は
あっても、中国人と日本人では殆ど同じ、つまり、
中国人で確認され、中国人にきちんと効く薬は日
本と同じということになる。現在のところ、中国
にそれほど大きな医薬品メーカーは無いが、10年、
20年というオーダーで考えるとたいへんな力を
持ってくる可能性がある。そこを米国もヨーロッ
パも見ている。残念ながら、あまり動きが無いの
は日本だ。そこが今後の大きな問題になってくる
かもしれない。

【閉会】
（JST 石川フェロー）
　時間となったため、これで閉会する。林上席フォ
ロー、周フェロー、ありがとうございました

（了）
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【開会】
（JST 倉澤上席フェロー）
　これより第94回中国総合研究交流センター月例
研究会を開始する。
　今日は日本貿易振興機構アジア経済研究所で環
境問題を研究している大塚健司様に登壇いただ
く。これまで本研究会では、エネルギー問題や環
境政策といった様々な視点から、中国の環境問題
を何度も取り上げてきた。今回は、環境汚染がも
たらす健康影響という視点を中心にお話を伺う。

【講演】
（大塚）
　私は1993年にアジア経済研究所に入所してか
ら、ずっと中国の環境問題に関わっている。いず
れ他の地域や国のことをやるだろうと思っていた
が、中国は非常に広くて深く、20年やってもなか
なか分からない。
　中国の環境問題として、最初に皆さんが思い浮
かべるのはPM2.5ではないだろうか。サプライ
チェーンがグローバルに展開している今日、一つ
の製品がどこでどのように作られているか、メー
カーすら把握しきれていない状況にあるようだ。
その中で、中国がまだ世界の工場といった地位に
とどまっていることを考えると、どんな小さな工
場の汚染問題も、どこかで私たちの生活や生産活
動と関わっていると考えながら、中国の環境問題
を見ることが必要だと思う。昨年、天津で倉庫の
爆発事故があった。日本のサプライチェーンがか
なり影響を受けたらしく、研究所にも問い合わせ
があった。その問い合わせは日本の工業生産活動
にどういった影響があるかというものだったと記
憶している。
　中国の環境問題は決して対岸の火事ではない。
健康に影響を与えつつある環境問題は、実は1970
年代から始まっていたが、その健康リスクについ

て、最近になってようやく国民が声をあげられる
ようになった。政策課題となり、研究者も公表さ
れた資料を集め、関係者にインタビューすること
ができるようになった。そのようにして、ここ数
年、健康リスクといった観点から中国の環境政策
を見直そうという作業が始まったばかりだ。今日
お話する内容はまだこなれていないところもあ
り、研究としてもう少しという部分も多々あるが、
来場されている方々の多くは中国に詳しいという
ことなので、最近の情報を共有しながら、質疑の
中で私自身も学ばせていただきたいと思う。

　手元の資料は、これからお見せするスライドの
一部だ。著作権等の問題から、お渡しできない資
料もあるがご容赦いただきたい。
　この5月4日から14日まで私は中国にいたた
め、日本でどれくらい報道されたかチェックして
いないが、WHO（世界保健機構）が世界各都市の
PM2.5とPM10の数値データベースを公表した。
PM2.5は粒子が非常に細かく、肺の奥深くまで入
り、呼吸器疾患、心臓疾患を引き起こすと言われ
ている。このデータベースから、ワースト20と日
本のデータをひろってみた。最初にお断りしてお
くと、取得年次がバラバラになっている。日本の
データが2012年であるのに対して中国は2014年
と、中国の方が最新のデータとなっている。そう
いう制約がありながらも比較はできるので、見て
みると、ワースト20の中に中国の都市が4つ入っ
ていた。ワースト9位に刑台、10位に保定、14位
に石家庄、19位に邯鄲。全て河北省の都市だ。こ
こで注目されるのは、中国以外にもPM2.5の汚染
濃度が高い都市が非常にたくさんあるということ
だ。特にインドの各都市が上位を占めている。日
本はどうかというと、1013番目に福岡市があり、
東京都は1429位だ。これは世界2973都市のラン
クなので、PM2.5でみると日本の大気環境は良い
ということになる。ワースト20の中国4都市と比
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べると8倍程度の差だ。

　これは分かりにくい表だが、中国の大気汚染の
濃度を考えるにあたり、どうしてもこの3つをお
さえておかなければいけないと思い、理解できる
範囲で整理したものだ。AQGはWHOの推奨す
るガイドライン。それから日本と中国の環境基準
だ。少しずつ違う。WHOの研究から、PM2.5の濃
度をこれくらい抑えれば長期暴露でも際立った死
亡率の増加がみられないということが分かってい
て、リスクの多い少ないで段階的な基準値を示し
ている。よく見るとIT-3がAQGのガイドライン
に一番近く、IT-3、2、1と下がるにつれて濃度が高
まりリスクも高くなる。日本の環境基準はWHO
のガイドラインより若干緩めだ。その中でも一番、
低い値をとっているのが黄色の部分にあたる。中
国の場合はここを一級として、さらに二級環境基
準というものを設けているが、ここは35㎍/㎥で 
WHOのラインぎりぎりだ。中国で一級の環境基
準を達成した、二級を達成したという報道がある
が、こういう違いがあることを念頭に置く必要が
ある。さて、先ほどのデータに戻ると、横浜、京都、
沖縄はAQGのガイドラインをほぼ満たしていて、
福岡、鹿児島、大阪、名古屋市は濃度が少し高い
形になっているが、中国の場合は二級環境基準の
35㎍/㎥より大幅に、3倍くらい大きな値になって
いる。何故、この話を最初にしたかというと、環境
政策というものを、汚染状況からどれくらい良く
なったかという形で評価するのも一つの考え方だ
が、果たして改善された値が人々の健康への影響
という観点からどうなのかという問題があり、こ
ういった数値が後々、重要になるのではないかと
示した次第だ。

　中国の環境政策を健康影響の観点から考えるこ
とが重要だと確信を持つようになった一つのきっ
かけは、2013年4月に北京で行われた大きな国際
会議、China and the Global Garden of Diseaseに
参加したことである。医学系の国際ジャーナルで
もトップレベルのLANCETが後援する国際会議
だ。衛生部の傘下にある疾病コントロールセン 
ターの先生たちと米国の財団が共同で開催してお
り、知り合いの紹介を得て参加することができた。
会議では中国疾病負担リスク要因について主眼が
当てられていた。疾病負担というのは、人が病気
にかかり、その後、元に戻らない、少し不自由な
生活を強いられるということを含めて、生涯にわ
たって健康ではない状態がどれくらい続くのかと
いう概念だ。その原因や、心臓病、癌といった様々

なファクターを加味して、各国の疾病リスクとそ
の原因を研究している。その中に、環境研究者と
して興味深かったデータがある。中国の疾病負担
リスクの要因が公表されていたのだが、1位は食
生活に係る肥満、2番目が高血圧、3番目が喫煙で、
この3つは途上国の、特に都市型の生活様式が普
及しているところでよくみられる疾病負担リスク
要因だと思われるが、4番目に大気環境汚染－PM 
Pollutionが入っていたのだ。PM Pollutionとは衛
星写真で見たスモッグのことらしい。PM2.5を捉
えているとのことだが、衛星写真ということでカ
バー率が広い反面、本当にきちんと捉えられてい
るか心配がある。が、いずれにしても、大気環境汚
染というものが中国において生涯にわたる不健康
な主要因と発表されたことは注目に値する。
　ちょうど同じ年に、WHOの国際がん研究機関
が、大気環 境汚染、特にPM2.5を含むような粒子
状物質に発がん性が確実にあるとプレスリリース
した。こういうニュースが入る中で、中国ではス
モッグが頻発し、健康に影響はないのかと心配す
る一般の人々が増えている。それまで食品ではメ
ラミン事件などがあったが、人々の健康に対する
意識の高まりが環境汚染の意識の高まりに繋がっ
ているというのが今の中国の状況だと思う。

　最近の雑誌では、大気汚染と病気を掛け合わせ
たタイトルで記事が特集となっている。他にも、
中国中央テレビ局の元記者が、辞職後に自費で大
気汚染に関する長いドキュメンタリーを作って
出している。そこでは、大気汚染が改善しない背
景に石油産業等の利権があることも暴かれてい
るが、自分自身や自分の子供に対する健康影響を
切々と訴えていて、非常に衝撃をもって受け止め
られた。たった数日間で（インターネット上で）
2億回再生されたが、今は中国内からは見られな
い。英語版もすぐに作られ、国際的な動画サイト
に置いてあるので、国外からは自由に見ることが
できる。

　去年12月、パリで気候変動のCOP21が行われ
ていた時、中国は米国と組んで積極的にCO2の排
出規制をすると言っていたが、その頃の北京はス
モッグがひどく、初めて警報が出されるという事
態になった。スモッグ警報が出ると学校は休校と
なり、工場は止まり、自動車は普段よりさらに厳
しいナンバープレート規制を課される。
　中国は大変な所でとても住めないと言う人もい
るだろうが、北京では風が強いと一瞬にして空が
スカッと晴れる。これは3月2日、4日と撮った写
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真だ。2日の午後はちょっと外を歩くだけでかな
りザラザラしたような空気が、4日の早朝には大
風が吹いてスカッと晴れた。先ほど、国際比較の
話で年平均値を出したが、生活感覚としては、1年 
平均より、その日その日が良いか悪いかというこ
とが大事だ。北京には、一日一日というより１時
間１時間だと言う人もいて、午前がひどくても午
後がスカッと晴れたら出かけるというように生活
しているという人もいるようだ。
　これは2014年1月から12月までのデータだ。非
常に手間のかかる作業のため、2015年分がまだ出
来ていない。1級から6級までのガイドラインが設
定されているので、それにそって色分けしてみた。
北京では1月と7月に汚染のピークがあり、3月や 
11月、12月といった冬場は意外と良好な日が多い。
天津も1月や7月、12月にピークがあったり4月に
ピークがあったりする。山東省の省都である済南
市では、北京や天津に比べると比較的良好な日が
多く、ワースト20に入っていた都市の一つ、河北省
の石家庄では、ピークは1月だが、31日の内、3級
より悪い日が28日間もある。それでも、夏場から
秋にかけて比較的良好な日が増えている。同じ都
市でも月によって傾向が違うし、月によっても日
によって善し悪しがある。
　中国の指標に合わせて整理してみたが、これは
PM2.5だけではなくいろんな汚染物質を合わせた
指標だ。PM2.5については中国で良いとされるよ
うな70㎍/㎥でも、敏感な人には影響が出るし、
日本の基準では、それを超えると不要不急の外出
は控えた方がよいというレベルになる。WHOの
ガイドラインでも、短期間で死亡率の上昇が5％
と、かなりリスクが高い状況だと考えられるレベ
ルだ。それでも中国では良いという基準になって
いる。これについて中 国のある大学の学生に話を
した時、ヨーロッパからの留学生から、一体、どの
基準値をもって生活したらいいのかと質問された
ことがある。それには答えられなかったが、逆に
中国の人はどうしているかというと、例えばスマ
ホに大気汚染の指数アプリを入れて、自分の体調
と相談しながら自分の身を守っている。よくでき
たアプリがあって、中国ではこうだが米国大使館
ではこうだというように、ボタン一つで基準値や
実測値を変えることができる。いずれにしても、
どの基準がよいか誰も正解を持ち合わせておら
ず、そういうものを使いながら生活をせざるをえ
ない状況だ。基準値をどのように設定していくの
か、あるいは異なる基準値を合わせることができ
るのかというのは非常に難しい問題で、自然科学
だけではおそらく解決できない、もっと言えば国

際的な合意形成の仕組みまで考えなくてはいけな
いような問題になるだろう。

　次に、環境対策として、大気汚染物質の排出量
がどうなっているかというデータがある。2013年
までのものだが、大体の傾向は分かるだろう。硫
黄酸化物、窒素酸化物、粉塵・煙塵の指数を、全国
と河北の大気汚染重点対策地域、北京で整理した。
粉塵・煙塵、SO2、NOxの順番に対策が進み、NOx
がようやく着手されて、削減効果が上がりつつあ
ることが分かる。硫黄酸化物は、全国的には2006 
年くらいからだんだん削減効果があがっている。
北京や河北省を含む河北6地域はどうかというと、
ピークの時期はあまり変わらないが、北京で重点
的に対策が打たれて、少し早めに排出削減が進ん
でいる様子が分かる。北京から外に汚染産業が移
転している点がしばしば指摘されているが、その
ためか北京のほうが早く大気汚染対策が進んでい
るようだ。
　PM2.5はいろいろな汚染物質が合わさってでき
た二次汚染物質だが、その中で最も汚染源として
割合が高いのは、石炭燃焼に伴う物質だと言われ
ている。石炭消費量がどう推移してきたかを見る
と、いわゆる石炭経済のような状況で、全体的に
経済が上向きになると石炭消費が上向きになると
いうように進んできた。それが2011年、第11次五
か年計画あたりになって、ようやく少し抑えられ
るようになった。パリ協定でも示されたように、
二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスを減らさ
なければならない。中国もやらなくてはいけない
ということで、経済を底上げするために石炭を燃
やすというやり方を変えようということが、ここ
数年、行われている。それがしっかりしたトレン
ドとして定着してくれば、スモッグもかなり解消
されてくるのではないだろうか。今後の大気汚染
対策の強化と産業構造の転換に伴って、PM2.5を
含むスモッグの発生に密接に関係すると考えられ
る石炭消費量の今後の推移が注目される。

　今の中国の大気汚染対策は非常に多岐にわたっ
ている。大気汚染防治法が改正され、また、第13 
次五か年計画がスタートし、その中でPM2.5基準
未達成都市の濃度を低減させるということが指標
として入れられている。各都市における大気汚染
対策の様々な業績評価をしたり、北京・天津・河
北省というような広域対策に法的根拠を持たせた
り、石炭生産が過剰だということで過剰生産能力
を削減し、石炭の消費削減に着手すべく、汚染型
産業の構造改革をしようとしたりしている。130 
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万人の配置転換が必要と公表されているあたり、
本気でやる気なのではないかと期待したいところだ。
とはいうものの、130万人もの配置転換を行って、
石炭産業に依存していた地方都市が新しい産業を
見つけて持続していけるかというと、日本を見ても
他の先進国を見てもなかなか難しいだろうと思う。

　中国の報道では、ロンドンのスモッグ事件や日
本の四日市ぜんそくの話が歴史的な参照事例とし
て出ることがある。中国の大気汚染対策は、先ほ
ど話したような構造改革や中長期的な対策が必要
だが、このまま放っておくと人が死ぬかもしれな
いというような本当にひどい時は、緊急対応でき
るような仕組みができた。企業に生産停止を求め
たり、自動車のナンバー規制をしたり、子供が外
で遊ばないようにしたり、そのようなことを国が
地方にさせるような仕組みだ。しかし、赤色警報
が出たときに、実は出さなくてもよかったのでは
ないかとか、あまりそれを出されると社会経済が
混乱するのではないかという議論が出て、警報発
令基準が緩和されるかもしれないという報道が
あった。この辺りは難しい判断だと思う。例えば、
今年は杭州でG20が行われるが、あるタクシーの
運転手によると市民は12日間、休みになるという。
産業活動を停止して大気汚染を防ぐことが健康に
良いとしても、社会経済活動が停滞してしまう。
社会経済活動と健康の確保をどうやって進めてい
くのか、中国の各都市は今、非常に難しい状況に
あるのだろう。

　水汚染に関しては、私自身がここ20年近く注目
している淮河流域というフィールドがある。健康リ
スクという観点において、非常に典型的な流域だ。
いわゆる“癌の村”と言われる地域がたくさんある
ことがCCTVによって報道され、有名になった。
　中国全体の河川流域地図を見ると、このように
7大流域がある。中国全体からすると小さく見え
るが、淮河の流域面積は27万㎢で人口は1億4,200
万人、日本の本土くらいの大きさに日本をはるか
に超えた人口がいる。この流域で河の水を飲む人
たちの健康が蝕まれたということで、1999年には
中国で『淮河の警告』という公害ドキュメンタリー
が出版され、また、米国のエリザベス・エコノミー
という外交委員は“The River Runs Black”とい
う、水汚染問題の本を書いた。日本語訳も出版さ
れている。

　“癌の村”と言われる地域で活動するNGOがあ
る。フォトジャーナリストであるその方にコンタ

クトをとって、2004年に初めて現地を訪れ、短期
間ではあったが、その後も何度か現地を訪れた。
以前『アジ研・ワールドトレンド』に写真を提供
してもらったが、これは淮河の大きな支流で泡が
ブクブクしている様子、その横は臭くて鼻や口を
塞いでいる子供たちだ。河の近くは刺激臭が強
く、マスクをしないと授業を受けられない。硫化
水素が垂れ流されていた時代もあったようだ。写
真を撮る時もガスマスクを付けて写真を撮ってい
た。そうしないと倒れてしまうからだ。当時の村
の党支部書記の言葉がある。癌で死ぬのは毎日起 
きて顔を洗うのと同じで慣れてしまったという、
ショッキングな言葉だ。この発言は、こうした問
題状況が長年続いていて、誰も効果的な対応をし
てこなかったことを示唆している。

　統計を見ると、劣V類－社会経済的機能を喪失
するような河川の範囲は年々、多少の揺り戻しが
ありながらも小さくなっていて、2014年の時点で
ようやく2割を切るようになり、概ね改善の方向
がみられるようになった。これは毎年、6月5日の
世界環境の日に環境保護部が公表するデータで、
もうじき2015年のデータが出るだろう。2014年 
のデータを各河川の支流ごとに水質の類型で色分
けした地図を見ててみると、赤い部分がまだ結構
残っている。これはどういうことかというと、支
流のさらに支流の小さい河川では、社会経済的機
能を喪失した河川、どぶ川のような河川といって
もいいが、そういった河川がまだ少なからず見ら
れるということだ。細かく見ていくと、まだまだ
問題が残っていることがわかる。全国の河川で平
均値はどうかということを整理してみると、2014
年時点で一番黒いところが多い流域は、北京、天
津という首都圏を流れる海河だった。4割以上の
流域範囲で社会経済的機能を喪失した河川があ
り、中国の河川の水質状況の一端を示している。

　大気汚染防治行動計画としての「大気十条」と
同様に、「水十条」というものがある。劣V類の水
質断面比率を15％前後までにすることが目標と
されているが、今、40％以上あるものを、ここま
で下げられるのかどうか。できることは限られて
いて、小規模の汚染源を取り締まったり、重点汚
染産業の排水処理をしっかりしたり、都市生活排
水処理率を上げたりなど、今までの水汚染対策を
粛々とやるしかない。その中で注目されるところ
が、飲み水に関する水質の安全情報を、殆どの都
市で2018年から四半期ごとに公開しなければいけ
ないということがある。健康影響という観点から
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の環境対策とすると、飲み水の情報公開の方が社
会の関心が高く、対策の進捗に対する人びとの監
視が厳しくなると考えられる。どういうやり方で
進むかということは別としても、飲み水の安全を
確保するという点で注目される。このように、水
の問題にしても、人々への健康 影響を勘案した形
で、評価方式を取り入れながら進めていこうとい
う動きが、最近ようやく始まった。他にも、衛生
部などが2005年あたりから農村地域などで飲み水
の水源を改善しようとデータを取りながら、いろ
いろな対策をしているが、2010年の段階で、未だ
2億人近い人たちが、汚染だけでなく、水が少ない
とか水源が遠いという問題も含めて、飲み水の安
全問題を抱えている。簡易水道についても少し問
題があるので、後で少し紹介したい。
　都市の水道汚染についても、2012年7月の基準
に照らし合わせると、およそ20％が未達成だとい
うデータが公 表されている。飲用水基準は何年か
ごとに見直され、厳しく設定されているが、全ての
飲用水の基準値を達成させることができていない。

　2004年の“癌の村”の報道などをきっかけに、よ
うやく国の衛生部を中心にした調査が行われた。
260万人の死 亡率や個別訪問調査を含めた本格的
な調査を行い、水汚染の激しさと消化器系癌の死
亡率の相関関係が認められたということを、2010
年に専門家が雑誌で報告している。調査リーダー
を務めた専門家は、2013年に科学技術プロジェク
トの成果として、水環境の状況と消化器系癌の死
亡率の相関関係を一目で分かるような地図をつく
り、DVD出版した。ただ、この中でも指摘されて
いるように、まだまだ分からないことがたくさん
ある。一体、何が汚染源になっているのか、その中
のどういう物質がどういうメカニズムで癌を引き
起こすのか。そこは非常に難しい課題で、まだま
だ解明しないといけないことが多いということが
指摘されている。このような流れの中、環境保護
部は2013年になってようやく“癌の村”というよ
うな地域が出現していることを認め、水汚染に伴
う健康影響が公の政策課題として議論できるよう
になり、対策についてもモニタリングできるよう
になった。

　さて、土壌汚染については、つい最近、常州外国
語学校というところで中国版ラブキャナル事件か
とも言われるような大きな問題が起きている。こ
の写真は、何百人もの学生たちが病気になったこ
とについて怒った親が、学校の近くでデモをして
いる様子だ。お手元の資料はブログなどの情報を

整理してまとめたもので、ここにある以上のこと 
は分かっていないが、2,451名の内、493名が何ら
かの病気、リンパ腫や白血病を抱えていて、元々
あった3つの農薬工場が有毒な化学物質を埋めた
のではないかと言われており、環境保護部をはじ
めとする政府部門が調査を始めている。
　米国で土壌汚染回復のための費用負担等を定め
る‘スーパーファンド法’が成立するきっかけと
なったのがラブキャナル事件だと言われている
が、これに倣って、汚染された土壌の回復をしっ
かりするための法的根拠と資金的根拠を、制度と
してきちんと整備すべきだという声が高まってい
る。最近では、“自然の友”というNGOが、去年か
ら施行された新しい環境保護法に則り、公益訴訟
を起こしたというニュースもある。それを受理す
るかしないかを決めなければいけないということ
だったが、5月の連休を挟んだせいか、その後の動
きが確認できない。果たして受理されたのか、受
理された場合はどう裁判が進むのか分からない
が、中国のあちらこちらで起こっている土壌汚染
事件の一端として、今後の推移が注目される。

　天津の爆発事件も土壌汚染と無関係ではない。
去年8月12日に爆発事故が起こり、その跡地は大
きなクレーターのようになっていた。ここは公園
にするということだが、倉庫に積み上がっていた
シアン化合物等が爆発で吹き飛び、しみ込んだ有
毒物質もかなりあって全てを除去できず、せいぜ
い除去したとしても公園にしかできないという、
消去的判断ではないかと推測している。土壌汚染
の跡地をどうするかということを考える上で、この
ような対処をしたという事例の一つになるだろう。

　現在、公なデータとして出されているのは、
2014年4月に環境保護部・国土資源部が公表した
“全国土壌汚染調査公報”のみだと思う。この中に、
全国にどういった汚染地域があるかというデータ
がある。例えば重汚染企業用地だったり工場跡地
だったり、工業園区、固形廃棄物の処理施設、石油
や鉱物の採掘地域、それからこれは中国で非常に
長い間行われてきたのだが、工場の排水を水不足
の農地に引き入れる汚水灌漑というものがあり、
そういった地域で重金属やヒ素などが汚染物質に
なっている。また、縦横無尽に張り巡らされた道
路脇の土壌を計測すると、2割くらいが基準値を超
過している。これら8つの地域では2割から3割が
現行の環境基準値を超えていて、その中には重金
属汚染が含まれていることが公表されている。環
境NGOが全国的な汚染地図の公表を要求してい
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るが、まだ未公表のままだ。

　大気汚染や水汚染に比べ、土壌汚染対策は調査
状況報告が公表された程度で、対策が遅れてい
るところである。国際的な環境政策のコンサル
ティング・コミッテイ、チャイナカウンシルでは、
日本も含めた先進国の環境専門家が、中国の専門
家や行政当局と一緒に研究しており、1991年あた
りから、比較的独立した立場で政策提言するよう
な仕組みができている。その調査報告が2015年11
月に出された。土壌保護を基本国策としてしっか
りした上で、法制度をきちんと整備すべきだと提
言している。大気は大気汚染防治法があって何度
も改正され、水は水汚染防治法があるが、土壌汚
染防治法はまだない。これを何とかしないといけ
ないが、むしろ土壌環境保護法として、対象範囲
を拡げて法制度を整備すべきではないかというこ
とだ。先ほど、スーパーファンド法に触れたが、汚
染土壌を誰が責任をもって汚染除去するのか、そ
の資金は誰が負担するのかという責任制度と資金
制度をしっかり確認すべきだという政策提言もさ
れている。しかし、中国の現状にあった仕組みを
どのように作っていくかということは非常に難し
い問題だろう。清華大学の元学長で環境専門家で
もある環境保護部長によると、現在、環境保護部
を中心に土壌汚染防治行動計画、いわゆる“土十
条”を策定しており、今年中には出すという。土壌
汚染が直接、健康に影響を与える例では常州の外
国語学校があったが、土壌汚染は食品の汚染にも
関係する。非常に身近に人々の健康に影響を与え
る問題だ。カドミウム米の問題などもよく広東で
指摘されているが、今後の対策がどう進んでいく
のか注目していきたい。

　さて、環境問題を健康被害という観点から、ど
のように串刺しして政策として取り組もうとして
いるのだろうか。第13次五か年計画が始まったが、
第12次五か年計画の“環境・健康工作規劃”がもっ
とも、具体的な計画になっていて、第13次五カ年
計画としてこのバージョン2が出れるかどうかが
注目されるところだろう。
　土壌汚染問題についてチャイナカウンシルが提
言したことを紹介したが、環境・健康対策につい
てもチャイナカウンシルは2008年に既に中国政
府に対して政策提言をしている。そこでは日本の
環境専門家が中国の専門家と一緒に共同研究し、
日本の経験がかなり取り入れられていると聞いて
いる。実際に読んでみると、損害賠償の仕組みも
日本の事例が参照されている。これをどうやって

中国のシステムに落としこむかということが課題
だ。いずれにせよ、2007年からここ10年くらいで
環境汚染による健康被害に向き合うような行政の
取り組みが始まったというところだと思う。そし
て、中国政府自身がどうみているかというと、非
常に深刻な状況であるということや、面的な広が
り、時間的な長さといったことを考えた時、簡単
には解決しないだろうということが認識されている。
　科学的な研究はいろいろなところで行われてい
るが、政策と結びついた研究成果の活用不足が指
摘されている。そういったところにも問題があっ
たと思うし、やはり政治的な意思が必要とされる
のではないだろうか。健康被害というものを考え
て環境対策するのか、それとも単なる環境対策を
するのか。日本の経験から考えると、水俣病やイ
タイイタイ病、四日市ぜんそくといった深刻な公
害被害を受けて公害対策が始まり、そこに自然保
護の問題や地球環境問題が重なっていった。中国
の場合、環境対策は1970年代から行ってきたが、
健康対策は2000年代から始めたというように考え
るべきかもしれない。

　対策に関する予算配分をみると、25億元の内、7
割程度を調査に充てるとしている。第12次五か年
計画時に、まず調査費を付けたということだ。淮
河流域をはじめ、いろいろな地域で調査をしてい
るだろうし、これまでもかなり調査研究がされて
きたと考えられる。汚染大気や汚染水について、
どれくらいの曝露で病気が発生するか係数を計算
するような調査プロジェクトの報告書も出てい
る。こういった調査をどのように政策に結びつけ
ていくかは第13次五か年計画で問われることにな
るだろう。その上で、どういう法律体系をつくっ
ていくのか、その中には非常に難しい損害賠償の
問題、あるいは訴訟の問題というのも出てくるか
もしれない。人々の健康、民生というものを大事
にしない政権が長続きするのかということを考え
ると、やはり対応せざるを得ないだろうし、そう
いった意味においても、この5か年計画は非常に
難しい。今度は調査以上のことをしなければなら
ず、国民から非常に厳しく対応をみられていくと
思う。

　少し細かいが、行動計画に対して各行政部門が
どういう役割をしたのかについて、表に整理した。
非常に多くの部門にまたがる取り組みがあること
が分かる。2013年の国際会議で、専門家や行政の
元幹部の方々が口々に、健康第一ということを全
ての政策に掲げていくべきだと発言していた。エ
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第
93
回

第
94
回

第
95
回

第
96
回

第
97
回

第
98
回

第
99
回

第
100
回

第
101
回

第
102
回

ネルギー政策や環境対策、社会保障政策、何をや
るにしても健康第一に考えてやるかどうかで、評
価の仕方も必要な費用も変わってくるが、その中
で、環境政策についても、特に、人々の健康への影
響を考えながらの行政 が必要とされるようになっ
てきている。

　最後にNGOの話をしたい。淮河流域の水汚染
地域で様々な取り組みをしてきたNGOと現地を
回っていると、このNGOの取り組みが、メディア
や様々な人々を通して政策に影響を与え、政策か
らも影響を受けていることが分かってきた。例え
ば、中央で決められた政策が地方でどのように実
施されているか、あるいはNGOがやっていること
が中央政府の政策にどうして反映されないのか、
あるいは何故、一部反映されたのかということだ。
このNGOは、現地にNPOとして2003年に登録
された小さな団体で、フォトジャーナリストであ
る代表者とその息子さん2人の3人で運営してい
る。はじめは水汚染被害の深刻な状況を写真に撮
り、各地で展示するといった普及活動のようなこ
とをやりながら、その後医薬品を配ったり井戸水
の浄化に取り組んだりするようになった。日本の
信州大学の中本信忠・名誉教授が提唱した生物浄
化装置を、中国のエンジニアの協力を得ながら自
分たちなりに改良したものを使い、すでに一つの
県で40基設置している。癌の発症率を下げるべく
汚染された井戸水を浄化して村民に飲み水として
提供している。効果について医学的調査をやって
ほしいという要望をもっているが、これによって
どれくらい疾病が減ったのかというデータはまだ
取られていない。しかし、行く先々で病気になら
なくなったという話を聞くことは事実だ。浄化装
置は掘立小屋のような中にあるが、そこにはコン
クリートの水槽があり、その水槽に砂利を入れ、
砂利の上の方で繁殖した微生物が汚染物質を浄化
するという非 常にシンプルなメカニズムだ。この
村人は、親戚も家族も癌で亡くなったということ
をメディアで証言してきた有名な老爺だが、生物
浄化装置から供給される飲み水を高く評価してい
て、他の村の人たちにもそのことを話したところ、
うちの村にも作ってくれないか、などという相談
がNGOに寄せられるようになったという。

　ところで、政府の疫学調査において、資金も時
間も限られた中、現地調査のエリアが広すぎてど
こから手をつけていいか分からないといった時に
探し当てられたのがこのNGO、“淮河衛士”の代表
だった。彼らは毎日、あちらこちらの村に出かけ

てヒアリングをしているので、どこにどういう患
者がいるか知っている。簡単な地図も作っていて、 
国の調査グループの人たちの疫学調査の設計に役
立ったということだ。小さなNGOの地道な活動が、
国の疫学調査のベースになったことが重要であ
る。こういった地道な活動が大事なのだと思う。

　さて、飲み水の改善だけでなく、企業が排出す
る汚染物質の処理もしっかりしないといけない。
政府だけに任せていると、立ち入り調査の頻度も
限られてくるので、このNGOが企業と信頼関係を
結び、いつでも排水処理状況を見られるようにし
ている。今は、元“味の素”の子会社の化学調味料
企業と革なめしの企業と提携して、環境情報公開 
と市民による立ち入り調査のような活動を進めて
いる。なかなか面的な広がりにはいたらないが、
この2つのケースを見る限り、こういった対話を
通してモニタリングを補完するというやり方はう
まくいっているようだ。この写真の人は、昔は垂
れ流していたのだが、と語っていた。当時はそれ
がどれほど健康被害をもたらすかということまで
は思い至っていなかったようだが、こうして自分
たちの考え方を変える企業が増えてくることが望
まれる。

　中本教授が執筆した『おいしい水の作り方』と
いう本に、生物浄化装置の簡単なしくみが解説さ
れている。中国語にも訳され、科学出版社という
有力な出版社から出版されていて、中国の書店で
も流通している。
　これは、日本の大使館の草の根無償資金協力を
得て建てられた7基の内の１つだ。小学校に建て
れば、子供達も使えるし村の人達も自由に使うこ
とができる。普及という意味では非常に効果的だ。
5月の連休に現地へ行ってみたところ、村ではご飯
時の前に水を汲む習慣があるようで、よく使われ
ているようだった。しかし、思わぬ使い方や管理 
の仕方で問題が発生することもある。やはり巡回
して、村の人たちや装置を管理する人たちと対話
しながら管理していくことが大切だろう。彼は１
号基を指揮したエンジニアだ。最初は太陽の光が
透過するよう、透明のアクリル板のようなものを
使っていたが、勝手に普通のトタン板に変えられ
て中が暗くなってしまったせいで、生物活性が弱
くなってしまったようだ。これを変えるように村
人に指摘していた。

　政府でも飲み水の確保に対するプロジェクトを
進めているが、そこでは深井戸を使っているため、
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地下水位が下がっているという話を聞いた。また、
地質上の問題もある。フッ素が多く含まれる地質
があちこちにあるようで、その水を長期間、飲み
続けるとフッ素病になるのではないかと懸念さ
れている。そういったこともあり、NGOでは生物
浄 化装置を使った対策が良いと考えているが、政
府側との対話がまだあまりできておらず、ようや
く担当者とのコネクションができたところだそう
だ。生物浄化装置が政府事業に採用されれば、さ
らに装置を普及させることができるだろうが、依
然、政府は政府、NGOはNGOでそれぞれ別の対 
策をしているのが現状である。

　今日の話を一言でまとめるのはたいへん難し
い。中国そのものと同じで、非常に広くて深い。
政策は進んでいるし、産業構成や都市構造も時間
が経てば改善されていくだろう。しかし、政策を
補完するような活動であっても、NGOに対する抑
制や、海外NGOに対する規制は厳しい。社会各 
層からの幅広い参画も必要だが、どう保障してい
くかということも考えなければならない。いろい
ろと難しいところがありながらも、お金のかから
ない、しかも効果をもたらす取り組みをしている 
NGOもある。そういった内容を政策に取り入れた
り、あるいは政策が支援したり、また海外からも
同じような支援を受けていくことで、健康リスク
を真に考えた環境対策が実現していくのではない
だろうか。雑駁になったが、これで閉めさせてい
ただく。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）
　現場のことをたくさん紹介いただいた。会場か
らの質問の前に、私から一つだけ質問させてほし
い。医師はこういったNGOの活動に参加している
のか。

（大塚）
　NGOが現地で状況を調べる際は、まず衛生所－
日本で言う保健所に赴き、どんな病気が最近多い
か、環境の変化と病気の関係を医者がどう考えて
いるかといったヒアリングをして状況把握に努め
ていて、医者はそういう形でNGOに協力しながら
関わっている。2005年11月、日本の専門家を入れ
た9名で現地を訪問した際、水俣病研究の第一人
者である故原田正純先生にも来ていただいた。当
時は水汚染がとてもひどい状況で、先天性奇形や
心臓病の子供がいる村々を回りながら、先生が“淮
河病”と言われていたのを覚えている。

（倉澤）
　水俣病も、公害との因果関係が認められるまで
それなりに時間がかかった。特に因果関係におい
ては医者が重要ではないかと思い、中国ではどう
なっているのかと伺わせてもらった。
　会場からはいかがだろうか。

（フロア）
　中国では農産物の増産が大分できるようになっ
てきた。農薬や肥料による土壌汚染、水汚染につ
いて何かあれば教えてほしい。

（大塚） 
　今日は十分に紹介できなかったが、今、北京に
健康・環境・発展フォーラムという、主に研究者
の集まりで中国科学院地理研究所に拠点がある
フォーラムがある。そこでは農業部の専門家や環
境専門家、医学の専門家を含めて、食品の安全問
題に関する調査研究をしている。去年、英語と中
国語の報告書を公表したばかりだ。私も何度か研
究集会に参加させていただいた。例えばお米で
は、ある一定の銘柄にカドミ濃度が高いものがあ
り、年齢や収入別に統計調査をしてみると、特に
低収入の人がそういうものを接種しやすいという
研究が報告されたことがある。また農村に行くと、
禁止されているような農薬の袋が落ちていたりし
て、禁止リストがあっても、果たしてそれが末端
まで浸透しているのか疑問が残る。研究者が政府
に協力しながら一生懸命、調査研究している一方、
人々が政府の規制を本当に守っているのかという
問題もある。

（フロア）
　3つ質問がある。大気汚染の話ではPM2.5を中
心に取り上げられていたが、PM2.5は空中を飛ん
でいる粒子なので個体汚染だ。NOxやSOxという
いわゆるガスによる汚染との健康被害の関係はど
うなのだろう。PM2.5だけを取り上げすぎではな
いかと思った。インドのデリーに駐在していた人
の話では、PM2.5は中国より6倍くらい高いらし
く、政府は中国のPM2.5をニュースにしないよう
にしているらしい。自分の足元が揺れるからでは
ないかと冗談交じりに言っていたが、そういうこ
ともあるのかと思った。
　2つ目に、第12次五か年計画における環境関係
の予算配分が非常に面白かった。第13次は8月な
ので、まだ出ていないと思うが、第12次と第13次
の予算配分を比較、統計分析したら面白いと思う。
できたら見てみたい。
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　3番目は漠としたもので申し訳ないが、大気汚
染、水質汚染、土壌汚染の健康被害への原因究明
は、中国ではどの程度なされているのだろうか。
健康被害にはいろいろな要因があり、原因究明に
至るまでは非常に難しいと思う。日本のカドミウム
にしろ、水俣病にしろ、非常に長い時間がかかった。

（大塚）
　PM2.5に注目しすぎではないかということだが、
PM10やNOx、SOxなどは割と早くから統計が公
表されている。NOx、SOxは第11次五か年計画か
ら、政治的にも厳しい評価対象になっていて、か
なり削減が進んでいる。しかし、PM2.5について
は、2013年に米国大使館が公表した数値が社会的
に大きく注目され、中国で、ようやくPM2.5の基
準値が政策ターゲットになったばかりだ。PM10 
やNOx、SOxは比較的トレースしやすい。研究も
たくさんあり、行政も情報化しているが、それま
でPM2.5についてはあまり分かっていなかった。
調べてみたら濃度が高かったということだ。また、
WHOが、粒子の非常に細かい大気汚染物質が癌
の原因になるとプレスリリースしたことが非常に
大きいファクターにもなっていると思う。健康影
響という観点からすれば重要な指標だ。ただし、
極端な話をすると、北京のPM2.5と上海のPM2.5
では粒子の組成が違う。PM2.5一つをとってみて
も非常に多様で、季節によっても変動があるので、
例えば冬場は石炭燃焼が原因の粒子ができるが、 
夏場は都市部だと排ガスのNOxが多いのではない
かという研究もある。扱いにくい物質であること
は間違いない。
　原因究明について、疫学調査はされているが、
淮河流域の事例でも、どの物質がどういう反応を
して癌を発生させるのかは公表されていない。水
俣病やイタイイタイ病における政府の公式発表以
前の状況なのかもしれない。もう一つ難しいこと
に、原因の究明と責任の追及がどうしてもパラレ
ルになるということがある。責任の追及に及ばな
いよう、原因の究明を慎重に進めているのかもし
れない。中国の環境健康行政史を辿っていけば見
えてくるものがあるかもしれないと思い、今、資
料の整理をしているところで ある。

（フロア）
　今のお答えにも関係するが、中国政府は、今、 
“緑色”という言葉をたくさん使いながら、環境に
力を入れているように発言しているが、実際は非
常に難しい問題がたくさんある。具体的な法律を
作っても、上に規律あれば下に対策ありという国

だ。特に、環境問題と鉄鋼、石炭は大きな問題に
なっているが、国有企業の施設の関係もあるので、 
どこまでやるのかという疑問がある。政府側とし
てはこれ以上、この問題を放っておくわけにはい
かないと動き始めているし、国民側は、例えば化
学工場の近くは非常に問題があるとして、新設に
対する反対運動などをしている。そこで、中国の
住民パワーは、環境問題、健康問題にどう影響す
るのだろうか。

（大塚） 
　常州の外国語学校の事件はまさに住民パワー、
親御さんパワーだ。中国版ツイッターを通して拡
散され、環境保護部まで動かしたようにみえる。
特に、SNSを通じた住民パワーは侮れないという
のが今の中国だと思う。ただ、それは一つの問題
をフォーカスするには大きな力になり得るが、構
造を変えるような力になるかというと、そこは非
常に難しい。問題は単純ではないからだ。エネル
ギー供給をどうするか、地域の社会経済をどうす
るかという話にもなるし、そこまで踏み込むと住
民パワーが政府を動かすという単純なメカニズム
では政策が進まないと思う。住民パワーの効果は
あるし、政府も無視できないが、決して万能では
ないというのが現実ではないだろうか。

（フロア）
　土壌対策について伺いたい。以前、工場が退去
する際には、土地の浄化責任をその企業が負うと
いう政策が発表された記憶があるが、本当にその
汚染をその企業がもたらしたものなのかというこ
とや、特に周囲が汚染され、地下水がしみ込んだ
ような複合的な汚染になると、浄化も大変だし費
用もかかる。どういう責任をどこまで取るのだろう。
今後、土十条で明らかになるだろうと思いつつも、
非常に懸念される。ご見解はいかがだろうか。

（大塚）
　今、ご指摘いただいた以上の見解は私にも出せ
ない。淮河の件も本当に難しく、表流水の汚染物
質はどこからきているのか、あるいは地下水の汚
染はどこからかとなると、限られた統計で判断す
るしかない。例えば、表流水であれば、環境保護
部が把握しているところがいくつかあって、そこ
の排出量をみると、どの企業が最大の排出源であ
り、その次に大きいのは都市の処理場の排水とか、
そこまでは分かるが、それでは汚染物質をもたら
すのがそこだけかというと、農薬や化学肥料、あ
るいは農村でも排水処理はされていなかったし、
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昔あった企業もあるので、汚染の履歴が非常に複
雑だ。しかも汚水灌漑していたとなると、四日市
では共同不法行為が認められたが、それもよりも
もっと複雑な関係になるだろう。そういう意味で、
責任の追及と原因の究明、資金技術的な対応は、
少なくとも初期段階で分けてやらざるを得ないか
もしれない。本当はセットでやらないといけない
が、既にもう被害が起きている、何とかしてほし
いという人たちがいる時に、責任追及の論争をし 
ている間にも被害がどんどん大きくなるのではな
いか。そういう意味でも、戦略的に分けていくし
かないかもしれない。最後が責任の追及だろうと
予想しているが、結局は技術的な資金的なものだ
けになるかもしれない。いずれにせよ、責任問題
が一番難しいだろう。

（フロア）
　中国では国際標準を積極的に取り入れながら規
格を作ってしっかり守っている。工場の立ち入り
もそうだし、税関でも化学物質のデータがきちん
としていないと通過できない。企業にとっては、
今の中国は厳しいイメージがある。環境規制のと
ころでも規格が整備されていると思うが、今日の
話を聞く限り、問題企業に当局が立ち入って調査
をしているイメージがわかなかった。政府の対応
についてもう少しお聞かせいただけないだろうか。

（大塚）
　NGOが問題対策に取り組んでいるということが
一つの裏返しだ。政府がしっかりやっていないか
らNGOがやらざるを得ない部分がある。政府が
全くやっていないわけではないが、この問題を考
えるにあたり、きちんと効果的な頻度でインスペ
クションができるようなマンパワーや、それを 支
えるような資金手当てがされているのかという点
が重要であろう。別の現場の話だが、某工業経済
開発区の管理事務所の職員、厳密には公務員に準
ずる一番末端の行政官だが、彼は車代も出ないと
言っていた。それでもやらないといけない。それ
は沿海部の非常に経済発展が進んだ地域だった。
制度はできても、それを動かすためのメカニズム 
と保障するための人とお金がついていない。あち
らこちらを見ていると、机上においては素晴らし
いものも、現場に行くとギャップがある。こういっ
た現実的な側面がある。 腐敗や汚職の問題もある
だろうし、規制逃れもあるだろうが、マンパワー
と資金の欠如の方が大きい問題かもしれない。

【閉会】
（JST 倉澤上席フェロー）
　行政も含めて、草の根で対処することもなかな
か限られているという、非常に規模の大きい問題
だということを改めて考えさせられた。今日はあ
りがとうございました。

（了）
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項目 必要経費（億
元）

1.環境・健康問題調査 18.50
2.環境・健康総合モニタリングパイロット事業 2.10
3.環境・健康データベース及び情報管理体系の確立 1.00

4.環境・健康調査技術支援体系の確立 0.92
5.環境・健康リスク評価技術支援体系の確立 0.60
6.環境・健康リスク対応技術体系の確立 0.30
7.環境・健康法律法規体系の確立 0.30
8.環境・健康重点実験室の建設 0.40
9.環境・健康能力建設 0.70

10.環境・健康宣伝教育計画 0.50
合計 25.32

「国家環境保護“十二五”環境・健康工作規劃」より作成

24

18

藍藍天碧水研究｜Research on Ecology and Our SocietyさんがGreenpeace 
China (English version)さんの投稿をシェアしました。
4月19日 21:58 ·
CCTVが４月17日夕方に伝えたところによると、同校の2451名の生徒のうち493
名、すなわちおよそ5人に１人がリンパ腫や白血病と診断された。China Dailyに
よると、ここは農薬を生産していた3つの工場の跡地に建てられており、以前雇
用されていたものがメディアに有毒化学物質を工場の近くに埋めたと証言した
という。環境保護部は1月に調査を行い、有毒化学物質が見つかったことを報告
、地元政府は同月下旬に土地の浄化を始め、２月には大気、土壌ともに環境基
準に達したとされていたという。現在もなおほとんどの生徒（2,441名）が同キ
ャンパスで勉強しているという。

Greenpeace China (English version)
4月18日 19:24 ·
China woke up to the horrifying news this morning that nearly 500 students have 
fallen sick, some with leukemia, after their school was moved to a former toxic...
もっと見る

藍藍天碧水研究｜Research on Ecology and Our SocietyさんがBBC中文网さ
んの投稿をシェアしました。
4月19日 22:09 ·
グリーンピース中国の記事と同じく常州外国語学校の健康被害事件について
BBC中文網が伝えたもの。ここには、CCTVの調査によると地下水も汚染さ
れていたこと、また１月に中国新聞網が伝えた記事で「城市普通中小学校校
舎建設標準」に違反しており、政府の環境アセスメントに問題があるとの指
摘がなされていたことも書かれている。---〉土壌汚染の実態については専門
家やNGOから情報公開が不十分との指摘が以前からなされており、土壌汚染
防治法などの法制度も未整備であるのが現状。

BBC中中文网
4月18日 15:12 ·
中国江 “ ”数百学生，中国官方称已成立
跟
家 http://bbc.in/1qSiC70

藍藍天碧水研究｜Research on Ecology and Our SocietyさんがBBC中文网さんの投稿をシェ
アしました。
4月20日 22:16 ·
環境NGO代表の馬軍氏は、常州外国語学校の土壌汚染事件をアメリカのラブキャナル事件に
似ていると指摘しているという。
（ラブキャナル事件については下記参照：
http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=2648）
また環境保護部は今週同校の学生の心身健康についての緊急視察を行う（*BBC中文網ではこ
のような表現だが、下記環境保護部の記事では単に調査をするとしか書かれていない）との
情報も。（http://www.mep.gov.cn/zhxx/hjyw/201604/t20160418_335242.htm）
中国環境問題研究会MLで提供いただいた情報では常州日報で常州市が報道内容に真っ向から
反論する記事を掲載したようだが、真相はいかに。

BBC中中文网
4月20日 21:43 ·
《 4月20日）
名昭著的 Love Canal Tragedy）非常相似。

藍藍天碧水研究｜Research on Ecology and Our Societyさん
がBBC中文网さんの投稿をシェアしました。
4月29日 0:31 ·
常州外国語学校の土壌汚染問題の続報。環境保護部と江蘇省
の合同による環境調査チームと国家衛生計画委員会と江蘇省
衛生計画委員会の合同による医療衛生専門家チームがそれぞ
れ調査中。学校と常州市政府は汚染の存在を否定しているが
、地下水と土壌のサンプル調査はなお継続されており結果が
出ていないという。また健康被害の人数についてCCTVの報道
＞＞常州市政府であるが、これも調査中の模様。

BBC中中文网
4月26日 15:44 ·
官方的
以及学生患病是否与常外新址“染毒”有直接 系。
http://bbc.in/1SLaTUH
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行政部門 役割
衛生部 国家環境・健康行政の先導，国家環境・健康行政の組織化と調整，環

境・健康関連法律法規及び基準の制定，環境・健康モニタリング，情報
管理，リスク評価及び環境汚染による突発的公共事件の緊急対応

国家環境保護総局

国家発展改革委員会 環境と健康の協調的発展に関するマクロ管理と政策調整のための制度形
成

教育部 環境・健康に関する知識の関連課程及び専門教育への組込，環境・健康
宣伝教育活動の展開

科学技術部 国家環境・健康重点科学技術事業の国家科学技術発展規劃・計画への組
込

財政部 環境・健康行政に要する資金の手配及び管理・監督の強化
国土資源部 地質環境保護及び地下水の汚染と過剰採取に対するモニタリングと監督

建設部 環境・健康発展の都市農村規劃，都市給水の水質保障，都市環境衛生監
督管理，都市汚水処理に対する指導と監督の強化

交通部 環境保護と健康保護を促進する交通発展規劃及び政策策定
水利部 水資源保護規劃の策定，水機能区の区分と飲用水区域等水域への汚染排

出抑制，水資源（大気中，地表，地下水を含む）の統一管理及びモニタ
リング，監督，水域の環境容量の審査，汚染排出総量制限に関する意見
の提起

農業部 農業環境と農業生物安全に関するモニタリング
商務部 環境・健康発展に関する貿易発展規劃・政策
国家広播電影電視総局 環境・健康に関するラジオ・テレビの宣伝業務
国家統計局 関連データベースと情報共有プラットフォームの構築
国家安全監督管理総局 職場の環境・健康保護規劃及び実施
国務院法制弁公室 関係部門への協力による環境・健康関連法律法規の研究
国家気象局 気象モニタリング・予報予測，重大気象災害の共同防止，大気環境質の

予測，気象関連研究の組織と関連資料の提供
国家中医薬局 環境・健康領域における中医薬の応用研究
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【開会】
（JST 石川フェロー）
　これより第95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「中国の科学技術は日本を追い抜いた
か？」をテーマにお送りする。講師の科学技術振
興機構中国総合研究交流センター沖村上席フェ
ローは、中央大学法学部卒業後、1966年に科学技
術庁に入庁され、研究開発局長、科学技術政策研
究所長、科学技術振興局長、長官官房長、科学審 
議官を歴任した後、2003年より当機構の理事長に
就かれた。2007年からは中国総合研究交流セン
ターの上席フェロー、特別顧問となられ、2014年
からは「日本・アジア青少年サイエンス交流事業
（さくらサイエンスプラン）」推進室長として事業
を指導されている。昨年、「中国国家友誼賞」を、
今年は「中国国際科学技術協力賞」という非常に
大きな賞を受賞され、その模様は中国の全国ネッ
トでテレビ報道された。
　中国の科学技術はもの凄いスピードで発達して
いる。様々なデータと数字と共に、具体的なお話
を伺う。

【講演】
（沖村）
　本日はお忙しい中、お集りいただきありがとう
ございます。
　演題を「中国の科学技術は日本を追い抜いた
か？」としているが、私は5、6年前から中国の科
学技術は日本を抜いたと断言している。
　JSTの理事長時代から15年にわたり、中国と
の国際交流を延々と進めてきた。自分で考えられ
るありとあらゆることをやってきたが、その動機
は 16年前に遡る。当時、JSTの国際共同研究事業
に「フォトンクラフトプロジェクト」というもの
があり、上海光学精密機械研究所と京都大学の平
尾先生が希少金属に関するプロジェクトを行って

いた。当時、中国はまだ貧しかったが、プロジェク
トのサインのために訪れた中国に潜在的なパワー
を感じ、歴史的なことを考えても、絶対に中国と
付き合っていくべきだと考えた。ところが、誰に
聞いても中国の科学技術のことが掴めない。そこ
で、15年前にJSTの北京事務所を立ち上げ、その5
年後、今から10年前に今の中国総合研究交流セン
ターをつくった。中国という特定の国名がついた
センターは他にはない。名付けるにあたっていろ
いろなところに訴えて実現することができた。こ
の2つの組織を窓口に、中国の教育部、科学技術部、
科学院、科学技術協会など、いろいろなところと
繋がり、協力を重ねている。

　今年で9回目になる「日中大学フェア＆フォー
ラム」には、日本と中国から50～60の大学が参集
した。それまで、東大や清華大学など一流の大学
間での交流はあったが、もっと多くの大学が交流
するには面でやる必要があると考え、たくさんの
大学に参加してもらっている。今年は5月に北京
で開催したが、東大からは副学長、他の旧帝大か
らは全ての学長が揃い、世界最高の大学を目指し
ていくにはどうしたらいいか、日中の大学間交流
はどうしたらいいかということを議論し、中国メ
ディアにも大きく報道された。
　もう一つ、3年前から「さくらサイエンスプラン」
という事業を始めている。尖閣列島問題があった
ところに安倍政権と習近平政権が成立し、両政府
が睨み合っていた。そんな時に、日本人の9割が
中国人を嫌い、中国人の9割が日本人を嫌いとい
うデータが出て、これは日中交流を進める者とし
ては何とかしないといけないと思い、有馬朗人先 
生と共に、中国から1万人の若い人達を招く構想
を当時の文部科学大臣に直訴した。下村文科大臣
から、その構想を中国だけではなくアジア全般で
やるようにとご指導いただき、紆余曲折はあった
が、初年度は3,000人分の予算が付き、去年は4,000

中国の科学技術は日本を抜いたか？

PROFILE
沖村 憲樹（おきむら かずき）氏　国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）特別顧問
中国総合研究交流センター上席フェロー　日本・アジア青少年サイエンス交流事業推進室長

1963年（昭和38年）3月 中央大学法学部法律学科卒業、1966年 科学技術庁入庁、1994年 同庁研究開発局長、1995
年 同庁科学技術政策研究所長、1996年 同庁科学技術振興局長、1996年 同庁長官官房長、1998年 同庁科学審議官、
1999年 科学技術振興事業団専務理事、2001年 同理事長、2003年 独立行政法人科学技術振興機構理事長、2007年 同
顧問、2007年 独立行政法人科学技術振興機構中国総合研究交流センター上席フェロー、2013年 同特別顧問、2014年 
同日本・アジア青少年サイエンス交流事業推進室（さくらサイエンスプラン）室長、現在に至る。2010年 瑞宝重光章(日
本内閣府)、2015年 中国国家友誼賞（中国）、2016年 中国国際科学技術協力賞（中国）受賞。

2016年6月24日（金）　15：00～17：00開催日時
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人、今年は5,000人と規模が大きくなってきている。
アジア各国の評判も良く、中国も非常に感謝して
くれて、先の賞に繋がったのだと思う。
　受賞式の写真だが、私の隣にいる1位の人は習
近平さんから、2位の私は李克強さんから授賞し
た。この様子は中国のCCTVで延々と放送され、
中国の主な新聞の一面トップも飾った。この賞
は毎年、外国人が7人もらうのだが、私は習近平
政権下で初めて日本人として受賞し、また、この
賞始まって以来、研究者ではない行政官がもらっ
た唯一の例となった。日中関係が厳しいにも関わ
らず、日本政府が科学技術の面でお金をかけた活
動を続けてきたことを評価してくれたのだと思
う。しかも、習近平さんは中国国 内でも日本に厳
しいことで有名だ。それにも関わらず、日本人へ
の受賞を国民に知らしめるべく、テレビや新聞に
流してくれた。私が2位を受けたことで、中国に
いる日本人 の方々は、「習近平の隣に日本人がい
る」と驚いたらしい。それほど珍しいことだった
ようだ。私は、これは習近平政権の日本に対する
サインだと受け取っている。賞をもらった後、在
日本中国大使館の程大使が祝賀会を開いてくれ、
また、日本の政治家の方々が発起人になって、関
係大臣も参加した祝賀会では安倍総理からもメッ
セージをいただ いた。中国のメディアも、習近平
主席からの賞に対して日本政府が盛大に祝賀した
と報道した。日中関係はいろいろあるものの、科
学技術分野における日中交流はうまくいっている
ということで、互いの謝意を交換し合えたのでは
ないかと思う。

　さて、中国は日本の先を行っていると確信を持
つにいたったデータについて説明したい。私は学
者ではないので、少々、話は粗いだろうがご容赦
いただきたい。
　近年、中国の大学数は急激に増大している。短
大や専門学校のようなものを含めると、2014年の
中国では4,442校、日本は1,113校で、2004年当時
と比べると日本は横ばい状態だが、中国は1,000 
校以上も増えている。学生数は、中国では2000年
に340万人だったものが2014年には2,547万人、特
に大学院生は30万人から184万人にも増えている。
ここも日本は横ばいだ。中国では特に大学院生の
比率が高く、研究開発指向型の大学が多いと捉え
ることができる。大学進学率も39.4％と急増して
いて、中国教育部は2020年までにこれを42％に
すると言っているが、それを遥かに越すペースで
進んでいるので、大学も大学院生も大学生もます
ます増えると考えていいだろう。

　大学に対する投資額をみると、2003年当時は日
本と中国は同じくらいの額だったが、2014年には
中国では25.5兆円と、日本の3倍以上の投資がさ
れている。これは購買力平価－為替だと今は17円
だが、購買力平価では29円の換算で計算された数
字だ。

　中国の教育施設は非常にしっかりしている。以
前から「選択と集中」という政策を取っており、
その一つに1993年に始まった「２１１工程」があ
る。「２１１工程」では世界的レベルの大学を目指
すということで、これに選ばれた112の大学は、平
均して一大学あたりおよそ30億円が通常予算にプ
ラスされる。さらに1998年、江沢民さんの提唱で
「９８５工程」ができた。ハーバードやオックスフ 
ォード、東大並みの世界超一流大学を39校作ると
いうもので、これに選ばれると、一大学あたり平
均して60億円の投資が行われる。つまり「９８５
工程」に選ばれると、平均で、通常より30億円＋
60億円＝90億円も余分に予算がもらえるという
ことだ。非常に集中的だ。「９８５工程」に選ばれ
た大学は世界最先端の機器を備え、世界一流の研
究開発力を得られるようになる。後で申し上げる
が、研究環境が非常に良くなっていて、一旦、外に
出た中国人もどんどん中国に帰ってくる。先週、
青海大学を訪問した際、いろいろな設備機器を見
せてもらったが、日本より遥かに進んでいた。

　中国の人材政策は非常にアグレッシブだ。留学
生数も1990年には3,000人しか海外へ出せなかっ
たものが、2015年には52万4千人も出している。
毎年20数％ずつのアップだ。この先、もっと増え
ていくだろう。一旦、外に出た中国人が中国に戻
る数も多い。2015年には40.9万人もいた。これは
「海亀政策」として注目を集めていて、海外に留学
した最優秀の留学生を中国に引き戻すために、共
産党も各大学も教育部も科学技術部も、特別な収
入やいろいろな特権を与えるなど、様々な策を取
りながら、どんどん呼び戻している。海外で研究
してきた人々は英語も流暢でグローバルネット
ワークを持っている。彼らは大学だけでなく、役
所や企業にもいく。中国では最優秀な人を海外に
出して戻すという大環流政策を取っているのだ。

　優秀な中国人留学生は米国に一番多く、2011年
時点では12万人を数えた。この時、日本は約8万
人で2位だ。かつて中国人留学生は日本に一番多
かったが、今は豪州、英国、ニュージーランド、カ
ナダといった英語圏に増えている。参考として、
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米国で取得される外国人の博士号の29％が中国人
で、インド人が15％、韓国人10％、日本人は2％だ。
白人ではなくアジア系が活躍していて、米国の研
究社会は中国人とインド人で保っていると言われ
るほどである。ちなみに、日本でも東大の大学院
などでは中国人が5、6割を占めている例が多い。
　それでは反対に、中国にどういった国々から留
学生が来 るかというと、一位が韓国だ。韓国の人
口が日本の約半分 であることを考えると、日本の
およそ10倍の人が中国に行く計算になる。北京
大学や清華大学での比率はもっと高い。地政学的
なところや将来の展望を睨んで、韓国は軸足を中
国に重く置いているようだ。外交ではよく問題に
なっているが、こういうところでしっかりやって
いる。一方、中国に行く日本人留学生の数は、タイ
やインド、ロシアやパキスタンよりも少ない。私
は、中国との経済関係や将来を考えると、日本も
もっと留学生を増やしていくべきだと思う。中国
は202の国から40万人の留学生を受け入れている
が、この数字も急増していて、アフリカのスーダン
やケニヤなど、政治的なところも含めてありとあ
らゆる国から受け入れている。

　大学間では欧米との交流が非常に活発だ。「国際
共同教育機関」として共同大学が30あり、リヴァ
プール大学と西安交通大学で西交リヴァプール大
学、デューク大学と武漢大学で昆山デューク大学
というようにやっている。日本はというと、立命
館大学が情報工学部を大連理工大学に作ったの
が唯一の例で、本格的な大学の進出はもとより学
部の進出さえできておらず、アジア周辺で一番遅
れているかもしれない。先月、浙江省の寧波を訪
問したが、ノッチンガム大学と寧波の大学がノッ
チンガム寧波大学をつくっていた。広大なキャン
パスで、授業も英語で行われており、卒業生はオッ
クスフォードやケンブリッジなどへどんどん出て
行く。その大学を通じて、中国はイギリスに強固
な地位を築いているようだ。
　共同大学院は12、国際共同プログラムも582本
が走っている。中国の大学は世界中の優秀な大学
とネットワークを組んでグローバル化を強化して
いるのだ。
　学長の経歴を見ると、留学経験者が68％もいる。
日本は22％だ。年齢は60歳以下が90％なのに対
し、日本は60歳以上が95％、つまり、中国の大学
はグローバル化した若い大学と言えよう。日本は
年寄りの地域の大学だ。酷い言い様だが、日本の
大学は世界の潮流から離れているということだ。
それを顕著に表しているのがイギリスのタイムズ

誌（教育専門誌：The Times Higher Education）
によ る大学ランキングだろう。2004年にランキン
グ入りしたのは中国が5校で日本は10校だったが、
去年は中国が12校、日本は8校だった。アジアラン
キングもあり、中国の大学の勢いがますます強く
なって日本のシェアがどんどん落ちていることが
分かる。
　大学の性格にしても、日本は長い間、研究と教
育に限られていたが、10数年前にようやく社会貢
献が加わった。それ以来、産学連携が盛んになっ
ている。

　そもそも、中国の大学のミッションは社会貢献
にあり、共産党国家に貢献することが最大の目的
とされている。5月に開催した日中大学フェア＆
フォーラムでは、日本側は旧帝大の学長達がそれ
ぞれの大学のユニークな運営方針について述べて
いたが、中国の方は、国家のため社会経済のため
どう貢献していくかの一色だった。大学に対する
考え方が根本的に違うのだ。特許の保有や技術移
転、サイエンスパークといった多彩な産学連携活
動が、社会における大学の意義となっている。中
国のサイエンスパーク制度の中には大学サイエン
スパーク制度もあり、例えば、清華大学の脇に建
つ巨大なサイエンスパークビルには世界の超一
流企業が入っている。そこに大学の先生や学生が
行って一緒に研究を行い、売り上げは大学にも入
るというシステムだ。現在、主要な94の大学に「大
学サイエンスパーク」があり、総売り上げは7,794 
億円にものぼる。また、中国の大学には、「校弁企
業」という一種の子会社がたくさんある。北京大
学の「方正集団有限公司」が一番有名で、年間売上
げは2兆2762億円にものぼる。清華大学の「同方
股份有限公司」も売上高は1兆円を超える他、数
千億オーダーの売り上げを誇る校弁企業がたく
さんある。これらの校弁企業を通じて社会や産業
界に貢献しつつ、収益を大学経営に充てている。
現在、552の大学に5,279のベンチャー企業がある。
中国の大学には日本と桁違いの世界があるという
ことを認識してほしい。中国には日本とは全く異
なった巨大な大学群ができていて、それは国際的 
なネットワークを持ったレベルの高い若い大学で
あり、社会をリードするアクティブな事業体だと
いうことだ。

　中国のハイテクパーク政策は中国科学技術部の
中の「タイマツハイテク産業開発センター」が展
開している。スタンダードは「国家ハイテク産業
開発区」で、北京の中関村にあるハイテクパーク
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が一番有名だ。いろいろな業種が集まり、114か所
に71,180社が入っている。従業員数は1,460万人、
売り上げ186.3兆円、成長率は中国の一般成長率よ 
りはるかに高い15.3％だ。非常に優秀な企業群が
この中で助け合っていて、政府も優遇措置を取っ
ている。
　このようなハイテクパークとして、先ほど説明
した「国家大学サイエンスパーク」やバイオ専門
の「国家バイオ産業基地」、「国家イノベーション
パーク」など、分野に特化したものや外国と一緒
につくったハイテクパーク、地場の特殊産業的な
ハイテクパークなど、10種類のハイテクパークが
ある。また、国だけでなく、各省もそれぞれが省立 
のハイテクパークをつくっている。一番大きい省
の人口は1億人程度、普通の省は5,000～7,000万
人くらいと国家規模だ。それぞれ大胆なハイテク
パーク政策をとっている。

　最先端の技術を要するビッグプロジェクトにつ
いてはどうだろう。はじめに原子力を見ると、少
しデータは古いが、2008年の世界の原子力発電量
は米国が１番多く、日本が2番目、中国は非常に少
ない。日本は震災があって以降、数字が小さくなっ
ている。現在、国際原子力機関に届けられている
長期計画や建設段階にある準備中のものを推計す
ると、2030年には中国は、米国を抜いて世界一の 
原子力大国になると予測され、2060年にはその差
がますます開いていくと思われる。今の中国の最
大のエネルギー源は石炭火力だ。大気汚染が酷く、
中国政府もそれをよく分かっていて、原子力政策
をやっているということだろう。
　中国では、原子力技術を最初はロシアから入れ
ていた。ロシアと縁が切れてからはフランスや米
国の世界最高水準の140万Kw級の炉を導入し、そ
れを勉強しながら技術を高めて自主技術をものに
しようとしている。中国の原子力開発政策では「核
燃料サイクル政策（プルトニウム利用政策）」を
とっている。再処理しながらプルトニウムを抽出
するというもので、これは実は日本と同じ政策だ。
しかし、日本ではプルトニウム利用の最大の眼目
である「もん じゅ」が止まっている。「もんじゅ」
が再開するかどうかで政策がどうなるかという瀬
戸際にあり、フランスにおいても「スーパーフェ
ニックス」という高速増殖炉が止まっている。一
方で中国はこの政策を堅持しており、ウランの50
～60倍と言われているプルトニウムをきちんと
使う原子力燃料サイクル政策を世界で最初に確立
するのではないかと思う。そのために必要な高速
増殖炉は今、実証の段階にある。ちなみに、「もん

じゅ」は実証段階だった。高温ガス炉も実証段階
に入っているが、これは日本には実験炉しかなく、
トリウムを使った溶融塩炉についても日本は全く
やっていない。こういったことを大胆に進めてい
るのが中国だ。核融合もITER（国際核融合計画）
にも入り、国際チームできちんと進めている。
　原子力政策は工業情報化部の中の「中国国家原
子能機構」という原子力専門の役所が、計画の策
定、審査、輸出管理、管理行政等を一元的にグリッ
プしている。「中国核工業集団公司」は実務ベース
の事業体だ。企業や事業体等が100社以上、集合し、
職員は十数万人規模になる。その他にも、実際に
これを使ったり燃料を作ったりといった企業など
があり、膨大な数のメーカーが原子力開発を支え
ている。日本と桁違いの原子力開発推進事業体が
出来上がっているということだ。研究については、
日本には原子力研究開発機構があるが、中国には
「中国原子能科学研究院」という非常に強力な研究
機関がある。日本との一番の違いは人材養成のた
めの大学だ。日本には東大の原子力工学科は廃止
になり、京大等に、関係学科があるが、中国には 
44大学に原子力関係学科やプログラムがあり、在
校生も１万人と、人材養成を非常に手厚く行って
いる。

　宇宙開発レベルではアメリカには及ばないもの
のロシアに追いついてきたように思う。毛沢東は
「2弾1星」政策として、原子力爆弾、水素爆弾と人
工衛星をやるとし、軍事開発としても最重要事項
になっている。今は、ロケットの性能は欧米より
少し劣るかもしれないが、平成28年6月25日打上
げ予定の長征7号は、13.5トンの静止衛星を打ち
上げることができ、欧米のロケットを凌ぐ。年間
の打上げ回数は20～30回と日本よりはるかに多
く、安全率も非常に高い。インフラ面では打上げ
場を4か所持っている。利用面では測地衛星を独
自でやるとして、「北斗」では既に20機を打上げ、
2020年までに30機全てを上げ終わるという。また、
中国では人工衛星をいろいろな国と一緒に打上げ
たり観測したりと、国際協力という形で外交にも
利用している。
　宇宙科学分野については、「嫦娥3号」という探
査機が月面着陸に成功し、現在、「玉兎号」が活動
中だ。この後も有人着陸、有人基地と非常に壮大
な計画を立てていて、それらを着々と実行しよう
としている。火星についても2018年に探査機を
打上げ、2050年には有人探査をするという。有人
宇宙活動では「神舟」という宇宙船で2003年から
6名が船外活動を行っていて、2010年に打ち上げ
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た無人宇宙ステーション「天宮」に「神舟」をドッ
キングさせ、2020年には宇宙ステーションを完成
させるとしている。日本は宇宙ステーションを米
国、ロシア、ヨーロッパと一緒にやっているが、現
状でいくと2020年には終わるという予定で、中国
の宇宙ステーションがそれに代わる形になるかも
しれない。
　宇宙開発の体制は先ほど話した原子力と似てい
る。工業情報化部の中の、宇宙開発を一元的に行
う「中国国家航天局」の下に膨大な開発、製造セク
ションがあり、それぞれが10数万人オーダーの非
常に大きな事業体になっている。研究開発も科学
部をはじめ、いろいろな大学がやっている。人材
育成、研究を担ういくつかの航空航天大学は情報
化部が持っている大学だ。

　海洋開発も非常に活発だ。1964年に専門の役所
ができて、きちんとした計画と法律のもとに進め
られている。潜水調査船では、日本の「深海 6500」
が世界最高深度を誇っていたが、今般、中国の「蛟
竜」がそれを上回り、さらには11,000ｍ級を目指
した船を作ろうとしている。いろいろな事業体が
あり、海洋観測や技術開発、資源開発などをやっ
ているが、人材養成についても各大学が強力に進
めている。

　科学技術のインフラともいえるスパコンでは、
「神威太湖之光」という仰々しい名前のスパコン
が、今年の世界スパコンランキングで一位を取っ
た。チップも中国国産で今までとは明らかに異な
る。設置台数も、今年、初めて米国を抜いて一位
になった。スパコンを使うような科学技術研究が
それだけ行われているということであり、ある種
のメルクマールともいえる。遺伝子解析のための
シークエンサー（次世代DNAシークエンサー）設
置数も中国が一番多い。

　科学技術指標において、中国の研究開発はどの
ように分析できるだろうか？2000年に日本の3分
の1程度だった中国の研究開発費総額は、2013年
には日本の倍という異様なスピードで増えてい
る。研究開発人材、いわゆる研究者数だが、これも
以前は日本より少なかったものが、今はこれほど
までに急増している。中国では日本と違い、博士 
号を取っていないと研究者に数えらないが、この
伸び率で既に人材数は世界一だ。アウトプットと
しての論文数も日本を抜き、論文の質を表す引用
数でも日本を抜いている。国際共著論文も、かつ
ては日本が米国に次いで2位だったが、今や中国

の方がはるかに多い。質が非常に高くなっている
ということだ。
　特許もすごい勢いで伸びているが、海外特許は
まだ少な い。

　これはOECDのハイテクコンセプトに則ったハ
イテク製品の輸出入の統計だ。中国がいかに急増
して断トツの1位になったか、あからさまに見て
取れる。緑色の部分は電子機器で、ハイテクでは
あるが一般的に競争しやすい分野だ。航空宇宙に
なるとハイテク度が高いのでそう簡単には伸びな
い。ここは米国やドイツ、フランスが高く、ハイテ 
ク国家としての質を考えると、日本はまだまだだ。
先端のところは医薬品で、これも米国、ドイツ、フ
ランス、英国が多く日本は非常に少ない。中国は
数字としては日本に追いついてきたが、漢方が多
いのかもしれない。

　中国にとって科学技術政策は最重要政策だ。政
権が変わってもそこは絶対に変わらない。1949年
に毛沢東が政権を取った時、まず何をしたかとい
うと中国科学院を作った。外国に侵された100年
の屈辱を跳ね返すには科学技術が絶対に必要と考
えたからだ。そのため、中国の幹部には理工系の
人が多く、しっかりした政策を取っている。
　日本では尾身幸次先生の下、科学技術基本法が 
1995年に作られ、現在、第5期科学技術基本計画
に入っている。中国では昔から計画的に進めてい
て、今は第13次五か年 計画にある。このための行
政組織が多数存在していて、専門家集団の層も非
常に厚い。長年の経験を持つ専門家達が政策を推
進している。一方、日本では政策を決めるのは公 
務員であり政治家だが、彼らは必ずしも専門家で
はない。政治家も含めてくるくると変わっている。

　中国国務院は2015年5月に、「中国製造２０２５」
という政策を発表した。イノベーション能力の向
上と情報化、工業化の融合的推進を目標とした政
策だ。ドイツの「インダストリー4.0」に近いかも
しれない。ハイレベルな産業体を目指して強力に
やっていこうというものだ。

　行政組織の一番上に「全国人民代表大会」があ
る。これは日本の国会のようなものだ。中国は共
産党の組織と国の組織が分かれていて、国の組織
には必ず共産党の組織が張り付いている。あら
ゆる分野で二重構造になっていて、大学の場合で
言うと、学長よりも党から派遣された書記が一番
偉い。行政ベースでは国務院の下に国家科学技術
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教育指導者グループがある。これは日本の科学技
術・イノベーション会議のようもので、李克強総
理が指導している。国家発展・改革委員会はシン
クタンク、工業情報化部は先ほど話したように、
いろいろな技術開発を担当している事業組織だ。
さらに科学技術部、教育部。また、各省には必ず研 
究院というものがあり、膨大な数の研究所がある。
中国科学院と国家自然科学基金員会は国務院直属
だ。科学技術協会も直属になっている。各省の下
に市や県があるが、段階ごと全ての地方自治体に
科学技術庁があり、協会があり、科学技術の組織
がある。

　科学技術部は中国の今日の科学技術行政をコア
になって進めている組織だ。人員は所属機関を含
めておよそ5,300人、予算は9,856億円。計画の策
定と産学連携、イノベーションシステムを所管し
ている。かつての日本の科学技術庁は、海洋、宇
宙というようなビッグサイエンスを担当していた
が、科学技術部は計画や産学連携といった横並び
のところをしっかりやる役所で、非常に立派な仕
事をしていると思う。

　中国科学院は世界最大の研究機関で、研究所が 
104ある他、科学技術大学と科学院大学、子会社を 
21保有している。研究者は5.6万人、大学院生や
ポスドクを合わせると、全体で12万人が所属して
いる。日本で一番大きい理研では数千人、ドイツ
のマックスプランクでも1.5万人くらい だ。中国
科学院はとてつもなく巨大な研究所だが、戦略的
な科学技術分野ができると新たな研究所をパッと
つくる。日本では重要分野が策定されるとまず政
策を書くのだろうが、中国科学院ではそこに500
人、1,000人と充ててどんどん実行していく。予算
は1兆円。論文数も世界トップで、世界的にも評
価されつつある。院士という制度があり、出身者
は役所や協会に入って中国の科学技術全体を牽引
している。産学連携も旺盛で、地方政府のイノベー
ションもやっている。先週、青海省を訪ねたが、青
海湖の下の方の成分には非常にいろいろな資源を
含んでいるということで、省がそのための研究所
にお金を出し、そこに科学院の研究者が来て研究
している。このように、科学院は実務的なことを
各省と行っていて、基礎研究のレベルも非常に高
い。中国の科学界にとって宝物のような、他国か
ら見たら羨ましい組織だと思う。

　中国科学技術協会に該当する組織は日本には無
い。民間組織と言われているが、共産党の組織で

はないかと思う。1,000万人以上の会員がいて、学
会等下部組織は7,174、予算は403億円。全国の各
省に支部があり、中国の学会を全てサポートして
いる。また、科学技術を推進するには青少年の意
識を変えていく必要があると考え、非常に熱心に 
科学館行政を行っている。上海、北京、広東に巨大
な科学館がある他、各省の省都、県都にも科学館
を作っている。しっかりした政策を着々と実行し
ている協会だ。

　国家自然科学基金は、日本のJST、JSPSと文科
省を合わせたようなファンディング機関だ。私が
中国センターを立ち上げた時、ここの総裁－主任
がメインゲストとして来てくださった。当時は 
JSTの10分の1くらいの予算規模だったが、年間、
25％くらいずつ予算が増え、今やいろいろなとこ
ろに潤沢な資金援助をしている。
　地方にも国と同じように科学技術庁があり協会
があり研究機関がある。キーになる組織を中央に
設けて、地方、各省自体が非常に熱心に科学技術
を推進している。

　中国の行政機構はバラバラではない。国務院が
中心になって一致団結、協力して推進している。
先の賞をいただいた時、証書は李克強さんからい
ただいたが、メダルは別室で副総理の劉延東さん
からいただいた。劉副総理の下には、科学技術大
臣、科学院長、科学技術協会のトップが集まって
いた。国務院が科学技術関係の調整機関として機
能している。強力な科学技術部が存在し、国務院
や科学院など、他国にはない組織がある。国をあ
げて科学技術行政を推進しており、科学技術に取
り組む熱意や力の入れようは日本と中国とでは大
きく異なるように見える。もちろん、日本は基礎
研究の面で優れているところがたくさんあるし、
日本企業も技術面で非常に優れているが、中国の
伸び率と勢いを考えると、早晩、必ず抜かれてし
まうように思う。

　財政歳出で中国と日本を比較すると、中国は教
育支出に68.3兆円で15％、科学技術支出に15.7兆
円で3％を支出している。一方の日本は、文教・
科学、これは財務省のくくりだが、両方合わせて
も 5.4兆円で5.7％だ。何故かというと、日本は社
会保障に31.8％、国債費に24.3％と、両方で56％
も使われているからだ。中国では社会保障に11％
しか充てていないので、そもそものベースが全く
違う。科学技術関係だけの歳出をみても、中国は 
15.7兆円、日本は3.5兆円と、既に4.5倍の差がある。
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　それでは将来、どういうことになるだろうか？
いろいろなシンクタンクの数字を並べてみた。
シンクタンクによって数字は違うものの、どこ
も中国のGDPが2050年には世界一位になると予
測している。米国のシティグループとゴールド
マン・サックスでは数字がバラバラだが、日本と
中国では10数倍違うとの見方で一致している。い
ずれにしても中国が一位で日本はシェアを落とす
という予測だ。

　中国の「科学技術進歩法」においては、「国が科
学技術の経費に投入する財政資金の増加幅は、国
家財政における経常収入の増加幅を超えるものと
する」としている。科学技術に平均より多く投資
しなさいということだ。日本にそのような規定は
ない。GDP＝国会財政とは言い難いが、現在、す
でに中国は日本の4.3倍を出している。どれほど
のお金が科学技術に注ぎ込まれているかというこ
とをマクロに考えると、もう日本が追いつこうと
いうような段階ではない。日本は科学技術に余程
しっかり投資すると同時に、企業や大学、役所全
体が賢く効率よくやっていかなければ、どんどん
取り残されていくだろう。片や中国は進んでいく。 
だからこそ、日中は科学技術面での交流をますま
す深化させ、仲良くしていかなければいけないと
思う。
　そういう考えから、この15年間、日中交流を進
めてきた。「さくらサイエンスプラン」では人がさ
らに繋がっていく。人間同士が仲良くなれば交流
も進んでいくと信じている。
　ご清聴ありがとうございました。

（【閉会】
（JST 石川フェロー）
　これにて本日の研究会を終了する。

（了）
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【開会】
（JST 石川フェロー）
　これより第96回中国総合研究交流センター月例
研究会を開始する。
　今日は福岡女子大学の尹豪先生に、「中国の少子
高齢化と人口政策」をテーマにご講演いただく。
尹豪先生のご略 歴を簡単に紹介する。1985年に中
国の吉林大学で修士号を取られた後、同学で人口
研究所の専任講師となられ、1989年に中央大学経
済研究所の客員研究員として来日。1994年に博士
号を取得、1994年にエイジング総合研究センター、
1997年には吉林大学に戻られ、東北アジア研究 
院でご活躍された。2001年、日本貿易振興機構
（JETRO）のアジア経済研究所客員研究員、2004
年には東北大学東北アジア研究センターの客員教
授になられ、2009年より韓国国立昌原大学校経商
大学の客員教授、2011年から福岡女子大学国際文
理学部の教授として現在に至る。
　近頃、テレビや新聞で、中国は日本よりさらに
進んだ高齢化社会になるのではないかという話題
を目にする。最近では一人っ子政策のさらなる緩
和という情報も出ており、今回じっくりとご専門
の立場から今後の展望について伺いたい。

【講演】
（尹）
　紹介いただきました福岡女子大学の尹豪です。
宜しくお願いします。

　中国では建国初期にあたる1950年代、社会が安
定するにつれて、高い出生率が続くと同時に死亡
率が低下し、人口が急激に増加した。この現象は
1960年代まで続き、1970年代から人口抑制が始め
られることとなる。改革開放という大きな政策転
換で新たな経済時代に入るのとほぼ同時期に、厳

しい人口抑制が始まったということだ。これは非
常に大きな効果をあげ、出生率は持続的に低下し
て少子化が進んだ。現在は低出生・低成長という 
状況にある。

　“人口転換”とは多産多死社会から少産少死社会
に至る一連の過程のことをいう。歴史的には、ど
の国においても出生率と死亡率が高く、時によっ
ては人口が減ることもあった。第2次世界大戦以
降、経済が発展するとともに死亡率が低下し、人
口がどんどんと増えていく。さらに経済が発展す
ると出生率も下がりはじめ、場合によっては出生
率が死亡率を下回り人口が減少していった。今、
日本はまさにこのような状態にあり、中国もこう
いった状況に近づきつつある。このような歴史過
程を“人口転換”というが、“産業革命”にちなん
で“人口革命”とされた。日本は“人口転換”を既
に終え、中国も終えつつある。

　これは1950年以降の中国の人口に関する基本
データだ。総人口数と出生率、死亡率、自然増加率
が示されている。1960年は自然増加率がマイナス
だが、これは自然災害が主な原因で餓死者がたく
さん出て、死亡率が出生率を上回ったことによる。
それ以外はずっと人口が増えており、特に1965年
には28‰という非常に高い増加率を示している。
人口が年に2％増加すれば、およそ35年で人口は
倍になる。28‰というのは凄まじく高い。1970年
代に入ってか らは、自然増加率は下がり始めて出
生率も下がっている。
　人口規模をみると、1950 年の 5億 5千万人が
1981年に10億人になり、その後は7年というスパン
で1億人ずつ増えている。つまり、11億人になっ
たのが1988年、そこから1億人増えるのにまた7
年かかって1995年に12億人。それから10年かけ

中国の少子高齢化と人口政策について

PROFILE
尹 豪（いん ごう）氏　福岡女子大学国際文理学部 教授
1982年  中国吉林大学卒業
1985年  中国吉林大学大学院卒業（修士学位取得）
1985年  中国吉林大学人口研究所 専任講師
1989年  中央大学経済研究所 客員研究員
1994年  中央大学大学院経済学研究科博士後期課程修了（博士学位取得）
1994年  エイジング総合研究センター 客員研究員
1997年  中国吉林大学東北亜研究院 副教授
2000年  中国吉林大学東北亜研究院 教授
2001年  日本貿易振興機構（ジェトロ）アジア経済研究所 客員研究員（～2002年）
2004年  東北大学東北アジア研究センター 客員教授（～2004年）
2009年  韓国国立昌原大学校経商大学 客員教授（～2011年）
2011年  福岡女子大学国際文理学部 教授（現在に至る）

2016年7月15日（金）　15：00～17：00開催日時
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て１億増え、今は13億人を超えている。人口増加
率が低下したことが分かる。

　人口には年齢構造と男女構造という2つの属性
がある。これらの図はその2つの属性によって人
口構造を示す“人口ピラミッド”だ。これから説明
する人口高齢化は年齢構造の問題だ。建国以来、
中国では6回の人口センサスを行っている。1953 
年に始まり、1964 年、1982 年、1990 年、2000 年、
2010年だ。1953年と1964年はピラミッド型をして
いる。人口ピラミッドは発展途上国型と言われる。
出生率が高く下の方が膨らむとピラミッド型にな
るからだ。少子高齢化になるとピラミッド型では
なく壺型に変わる。形を見ることで中国の年齢構
造も変わってきていることが分かる。

　これは去年の中国の人口動向だ。総人口は13
億 7,462万人で出生人口は1,655万人。自然増加で
680万人増えた。総人口の13億7,462万人の内、都
市人口が56.1％と半分を超えている。2010年時点
の中国の都市化率は50％で、逆に言うと、まだ半
分が農村人口ということになる。高齢化に関して
は、6歳以上の人口は割合的には 16.1％だが、実数
としては2億人を超えている。一般的に、高齢化問
題では65歳以上をカウントするので、65歳以上と
すると10.5％、1億4,386万人になる。日本の人口
よりも多い。

　“少子化”とは1992年の「国民生活白書」で最初
に使 われた言葉のようで、漢字から理解すると
子供が少なくなることと理解されがちだが、専門
的には出生率が人口の“置換水準”より下がって
いる状態だと定義されている。余談だが、中国で
“子”というと男の子を意味する。以前、中国の人
民大学で少子化という言葉を使ったら、男の子だ 
けじゃないかと質問されたことがあった。
　出生率とは、出生力の指標のうち、ある期間に
おける出生の頻度を率として示したものだ。いろ
いろな指標や尺度があり、その総称として出生率
という言葉を使う。特に、分母となる観察対象の
捉え方により多くの種類がある。例を挙げると、
“租出生率”－“普通出生率”ともいう－は全ての
人口を分母とするため、大まかな数字になる。“総 
出生率”は15歳から49歳までの再生産年齢、つま
り子供を生める年代の女性数を分母にしている。
“普通出生率”より具体的だ。もっと具体的なのは
“年齢別出生率”だ。出産頻度は年齢によって違う。
昔は10代後半にたくさん子供を生んでいたが、現
在の日本では第１子を生む平均年齢が20代後半か

ら30代初めとなっている。つまり、“年齢別出生率”
が実際の状況を反映することになる。“合計特殊出
生率”、あるいは“合計出生率”は一番よく使われ 
る指標だ。日本の去年の出生率は1.46だったとい
う記事が出たが、それは“合計出生率”によるものだ。
　コーホート出生率はさらに専門的な指標なの
で、あまり聞くことはないが、ある期間に同じ指
標、同じイベントを経験した集団をコーホートと
する。例えば、同じ年に生まれた人を出生コーホー
ト、同じ年に結婚した人を結婚コーホートという。
「団塊の世代」も一つのコーホートだ。“累積出生
率”は30代、40代までに生んだ子供の数。“完結 
出生率”は、実際、生涯に何人の子供を生んだかと
いうものだ。このようにいろいろな指標がある。
　いろいろな指標があるが、一番使われる指標は
“合計出生率”だ。繰り返しになるが、“合計出生
率”とは、ある期間において測定された女性の年
齢別出生率を再生産年齢（15～49歳）にわたって
合計したものだ。「当該の年齢別出生率にしたがっ
て子供を生んだ場合」、という点がポイントとな
る。それは仮定だからだ。例えば、去年の日本の
出生率は1.46だが、去年の日本の年齢別出生率に
よって、一生涯に子供を生んだ場合、一人の女性
が1.46人の子どもを生むということになる。最終
的に生む１人当たり平均の子供数だ。日本の女性
が1.46人しか生まないというように誤解されがち
だが、それはあくまでも仮定で、年齢別出生率に
従った場合の数字だ。この指標は便利なので代表
的な指標としてよく使われる。

　“人口置換水準”とは、子ども世代の人口が、親
の世代 の人口と同じ規模になるために必要な人
口再生産の水準を意味する。指標としては“純再
生産率”や“総再生産率”、“合計出生率”などが使
われることが多い。専門的には“純再生産率”が
多く使われる。これは、女性が生む女の子の数の
ことで男の子は含まれない。何故、男の子を含ま
ないかというと、生まれた女の子が結婚して、母
親が自分を生んだ年に出産するとなると人口規模
は変わらないからだ。皆が男の子と女の子、2人の
子どもを生み、死亡率を考えなければ、また彼ら
が2人の男女の子どもを生んで、それがまた結婚
するという繰り返しになる。人口規模は変わらな
い。それが置換水準の出生率ということになるが、
“純 再生産率”では死亡率も考慮している。事故
等で死亡が発生することを考え、出産年齢まで生
き残った女性が平均的に生んだ女の子の数を“純
再生産率”とする。よって、それが1であれば置換
水準になる。
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　人口置換水準に対応する合計出生率は先進国で
は2.1弱と言われている。これも勿論、死亡率を考
慮した数字だ。日本の場合、今、これは2.07と言わ
れている。もし、日本の合計出生率が2.07あれば、
人口置換水準で考えると、長期的に日本の人口が
減ることはない。しかし、合計出生 率は1.46なの
で人口は減っていく。

　中国の出生率の推移をみると、1950年～1960年
代は高く、6近くあった。平均して5人以上の子
供を生んでいたが、1970年代から徐々に下がり、
1980年代には改革開放で人口抑制政策が実施さ
れ、1990年代に2.25となる。これは人口センサス
の結果だが、2000年は1.71。この時、既に置換水準
以下になっていて、このあたりから中国の出生率
が置換水準を下回りはじめたことは間違いない。
少子化が進んだということだ。中国の政策当局は、
出生率を1.8くらいと言っていたが、最近は1.5く
らいだと言っている。ちなみに、日本では毎年、出
生率が発表されるが、中国では発表されない。
　国連では2年に1度、世界の人口推計を発表して
いる。ここでも1950年代、1960年代の出生率は高
く、6以上ある。それが1970年代、1980年代以降
と下がって、1990年代前半に置換水準を下回るよ
うになった。現在は1.5となっており、将来的には
人口が減少すると予測される。

　よく“少子高齢化”といわれるが、高齢化は少子
化の結果で、少子化は高齢化の原因だ。人口の中
で高齢者人口の割合が高まることを高齢化、高齢
者人口が総人口に占める割合を高齢化率という。
現在、高齢化率は65歳以上で表されることが一般
的で、日本の高齢化率は26％と非常に高い。昭和
30年代は日本でも60歳以上をラインとしていた
が、平均寿命が高まり、65歳以上で計算されるよ
うになった。
　“高齢化社会”とは、人口の高齢化が進行しつつ
ある社会のことで、進行形の“Ageing Society”、
“高齢社会”は高齢化された社会のことで“Aged 
Society”。つまり、人口高齢化がある段階まで進
み、人口全体の中で高齢者が占める割合がある水
準で安定している社会のことだ。65歳以上人口の
割合が7％を超えると“高齢化社会”で、14％を
超えると“高齢社会”とされる。何故7％なのかは
よく分からないが、1950年代初め頃、国連の報告
書で7％が使われて以降、7％としている。これが 
14％になると高齢社会、20％を超えると超高齢社
会とされる。日本はとっくに20％を超えているの
で超高齢社会ということだ。

　これは中国の人口センサス結果による65歳以
上の割合だ。1950年代、1960年代は非常に低く、
1982年でもまだ5％未満で、この時はまだ途上国
型の人口ピラミッドだった。それがどんどん変化
し、2000年時点で6.9％、2010年の人口センサスで
は8.9％となっている。中国も2000年過ぎから高
齢化社会に入ったということだ。2001年の65歳以
上は7.1％、去年は10.5％で、実数でいうと65歳
以上が1億4千万人以上いることになる。今日は
60歳以上の統計も出したが、これは中国の定年年
齢とも関係する。

　人口の高齢化に関して、“倍加年数”という概念
が使われる。高齢化率が7％を超えてから、その倍
の14％に達するまでの所要年数、つまり高齢化社
会から高齢社会になるまでの年数のことだ。“倍加
年数”が一番長かったフランスは115年かけてゆっ
くりと高齢化した。フランスでは19世紀終わりご
ろから少子化が進んだが、１世紀以上かけて高齢
化率が7％から14％になった。スウェーデンでは
85年、イギリスで46年、ドイツが40年。日本は一
番早く、1970年から24年後の1994年に14％になっ
た。世界に類を見ない早いスピードだ。中国は今
後、日本を上回るスピードで高齢化が進むと予想
されており、今の趨勢で進めば、中国の“倍加年
数”は23年だと推測されている。 韓国はもっと早
いスピードで高齢化が進むとも言われている。出
生率が日本より低いからだ。
　高齢化が短期間で急激に進むと、対策や制度を
整える時間も短くなることが問題だ。

　中国の人口高齢化の特徴の一つはそのスピード
だ、“倍加年数”は23年とあったが、数十年にわ
たり行った人口抑制政策で出生率が急激に低下し
た。今後、さらに急速に高齢化が進むだろう。
　もう一つ、「未富先老」と言われる問題がある。
社会がまだ十分に豊かではなく、社会保障制度も
完全に整備されていないのに先に老いていくとい
うことだ。
　「四・二・一家庭」とは家族構成のことだ。一人っ
子政策が奨励され、多くの都市家庭では一人っ子
が増えた。一人っ子同士が結婚すると、その親が
健在な場合、親は4人になる。そして結婚した2人
が持つ子供は一人。若い夫婦が子供一人を育てな
がら4人の親の面倒をみるということだ。最近の
中国社会も競争が激しく、コストがかかるので、
家庭負担が非常に重い。特に介護負担は大きく、
高齢者の急激な増加に伴って、高齢者の年金、医
療、介護に関わる社会保障制度の整備が急務とな
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る。介護問題は家族にとっても社会全体にとって
も大きな課題だ。中国では文化的背景に家族の繋
がり、あるいは子供が親の面倒を見るという意識
が未だ強い。今後、介護問題は大きな課題となる
だろう。

　少子化と高齢化の趨勢が鮮明になるにつれて、
数年前から人口抑制政策の見直しの必要性の議論
が現れ始めた。近年、人口高齢化の急激な進展へ
の懸念と出生性比、出生性比というのはここで初
めて出てきた言葉だが、その出生性比の不均衡問
題への関心から、出産抑制政策の見直しと緩和を
主張する動きが活発になり、従来の人口政策を調
整したり見直したりすることが必要になった。
　人口政策では出生性比－1年間に生まれた男の
子と女の子の数の問題－へと繋がる。歴史的ある
いは統計的には、女の子が100人生まれると男の
子は105人生まれると言われるが、男の子は死亡
率が高いので、5歳あたりで男女比が同じくらい
になるという。出生性比が107くらいまでは正常
とみなされるが、中国では近年、これが高くなっ
ていて、1981年の第3回人口センサスのときは107
～108くら いだったものが、今では120を超えて
いる。女の子が100人生まれたところに男の子が 
120人生まれるということだ。いくら男の子の方
の死亡率が高いといっても、20年後の結婚適齢期
にお嫁さんが不足することは明らかだ。安徽省、
陝西省や江西省などでは130を超えている地域も
ある。出生性比の問題は将来の結婚市場、あるい
は人口構造に問題をもたらすおそれがあり、中国
では大分前からこの問題が議論されていた。
　出生性比の高さは人口政策に関係する。農村で
は働き手となる男の子が欲しい。そのために何ら
かの性別選択をする。その結果、出生性比が不自
然に高くなるのだ。

　1950年代の建国以来、中国の人口政策はいろい
ろな変化を経てきた。高い出生率、急激な人口増
加が1950年代に現れ、その時、既に人口抑制思想
が唱えられていた。その中心的な人物は北京大学
の学長だった馬 寅初（ば いん しょ）氏で、1957年
に人民日報で論文を発表し、中国の人口増加が早
すぎる、抑制する必要があるという考えを示した。
その時は馬寅初氏だけでなく、社会学者や経済学
者などといった有識者による人口抑制の機運が高
まっていた。ところが、毛沢東は、人手は多い方が
いい、手がある分だけ物が作れる、価値が作れる、
生産できると考え、人口が増える分、消費も増え
ることは考慮しなかった。人口抑制を主張した人

は迫害され、その後、1970年代に人口抑制政策が
実施されるまで、人口抑制はタブーとなった。

　“計画生育”とは出産を抑制するために晩婚が望
ましいとして、優生・少産を勧めるものだ。政策
の目的は、数を抑えて質を高めることにある。量
は数なので比較的簡単だが、質を高めるとなると、
人的資源にも繋がる教育水準を高める必要があ
る。“計画生育”においては、出産の計画化と管理
化を行う。これは他国ではなかなか見られない政 
策だ。インドでも1950年代初めに出産抑制をした
が、中国ほど徹底的かつ強力に推進している国は
他にない。“計画生育”という言葉は改革開放以前
の“計画経済”時代に生まれた言葉だ。物を作る
“経済”だけでなく、人を作る“生育”も計画的に
行うというものだ。

　人口政策の推移を表にまとめた。先ほども話し
たように、1950年代の主張は否定されたが、1960 
年代前半に自然災害による死亡率が高くなったこ
とで一時、人口が減少し、翌年から人口増加の勢
いが加速的になった。1962～1963年頃、出生率は 
7.5まで上がり、人口の急激な増加をみて、中国政
府も抑制する必要があると気が付いた。当時、特
に人口密度が高い地域に対しては抑制する必要が
あるということで、中央に計画生育部門という専
門役所を置いたのだが、文革が始まり、対応でき
なくなった。1970年代初めになって“晩・稀・少”
という政策を打ち出し、実際にはここから人口抑
制政策を始めることになる。“晩・稀・少”の“晩”
とは晩婚、つまり結婚年齢を遅らせることだ。“稀”
は2人の子供の出産間隔を4年前後に延ばすとい
うこと。“少”は少産で、2人以上の子どもを生ま
ないようにするということだ。周恩来主導の下、
この政策を始めたと言われている。社会的背景と
して考えられるのは、文化大革命のときに多くの
青年が都市から農村へ出て行ったことがある。知
識青年という言い方をするが、都市で高校を卒業
した学生が農村に行く。文革の影響で、都市では
工場も稼働できず、労働力を吸収できなくなった。 
そこで、毛沢東は、若い人は農村へ行って学んだ
知識を活かし、農村開発に貢献するようにとした。
これは1968年から始まり、多くの若い人が都市か
ら農村へと移動し、農村に若い人がどんどん増え
ていった。
　1978年に改革開放政策が導入され、一組の夫婦
には1人の子供が望ましい、多くて2人という具
体的な計画生育方針が出される。そして、1980年
に明確な一人っ子政策が提唱された。日本では一
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人っ子政策は言葉のままに理解されがちだが、実
際には一人っ子政策ではなく、一人っ子“奨励”政
策である。1982年、計画生育は中国の基本国策と
して憲法にも書き込まれ、義務となった。“奨励”
ではあるが、都市の場合にはほとんど一人っ子し
か認められない。しかし、農村では子どもが一人
だけとなるといろいろな問題が起こる。そこで、
1984年頃、出産政策の調整が行われた。農村で女
の子を出産した場合、第2子を認めるというもの
だ。山東省から始めたといわれている。農村での
社会保障制度は十分ではなく、特に老後は子供に
頼らざるを得ない。農村の場合、仕事に体力を使
うことが多いから男の子が欲しい。伝統的な考え
方もある。男の子が欲しいが一人しか生めず、そ
れが女の子だと困るという社会的背景もあり、農
村では女の子が生まれた場合に、4年くらい間隔を
置いてもう一人生んでいいと調整された。これが
段々と他の地域に広まり、最近までずっと続いて
いた。

　2001年、“人口と計画生育法”が制定される。こ
こでは、国家は一人っ子を奨励するが、2人目を生
む場合は各地域で決めるという基本的原則が謳わ
れており、その先の具体的なところは各地域の計
画生育条例で決めることになっている。どういう
ときに2人目が生めるかという制約について一番
多いのは先ほど説明した例で、農村戸籍に限り、 
最初が女の子の場合は4年あけてからもう一人生
めるというものだ。あるいはまだ出産していない
状態で再婚した場合、あるいは親が一人っ子同士
で結婚した場合、あるいは職業が炭鉱などきつい
仕事の場合、他にも海外から帰ってきた華僑の場
合などがある。少数民族については大体において
2人生むことができるが、それも地域で決められて
いる。中国には56の少数民族がいるが、人口1,000 
万人を超えるものは4つだけだ。1,000万を超える
少数民族には一人っ子を奨励しているが、同じ少
数民族でも地域や都市によって違う場合もある。
いずれにせよ、具体的な条件は地方の条例に定め
られている。それが最近になって、「単独両孩」、
「全面両孩」政策が打ち出された。これは大きな変
化だ。

　1970年代頃に“晩・稀・少”政策、1980年に一人っ
子政策が提唱された。当時、「30年後、現在の厳し
い人口増加問題が緩和されると、異なる人口政策
が可能になる」という考えがあり、それが現実に
なっている。そして1980年代、「2000年までに12 
億人」を目標に、強い人口政策を実施し続け、著し

い効果を得た。それは中国の経済発展にも寄与し、
一人当たり所得も上がったが、一方では少子高齢
化が進んだ。急激な少子高齢化を憂慮した人口政
策の見直し論においては、出生性比問題も重要視
され、数量を抑制する政策から構造を調整する政
策に転換する方針が打ち出された。
　先ずは2013年に「単独両孩」という政策が始ま
る。一人っ子同士が結婚した場合は2人目が許さ
れていたが、夫婦のどちらかが一人っ子であれば
子供を2人生めるということになった。「単独両孩」
政策を打ち出した翌年（2014年）、出生人口は少し
増えたが、去年（2015年）は前年より32万人減っ
てしまった。この現象について、国家衛生・計画
生育委員会の責任者は「去年は未年だから」だと
答えている。中国でも地方によっていろいろな考
え方がある。羊年の子供は弱いからあまり好まれ
ないというものだ。日本の丙午のようなものだろう。
　そして去年11月の共産党大会において、「全面
両孩」政策が決定された。全ての夫婦が2人の子供
を生もうという、それまでと180度転換した政策
だ。12月末、直ちに「人口と計画生育法」が修正さ
れ、今度は2人生むことを奨励している。各地域で
も条例が変えられ、今年一月から全国で実施され
るようになった。全く新しい政策をもって一人っ
子政策が終了したことになる。

　今の中国政府の見解では、「人口問題は中国社会
が直面している全局的、長期的、戦略的問題であ
り、将来相当長い期間において中国で人口が多い
という基本事情に根本的な変化はなく、ずっとこ
の状況が続く。また、経済社会発展への圧力に根
本的な変化もなく、人口と資源環境との緊張関係
においても根本的な変化はない」としている。“計
画生育”という基本国策は今後も続けるべきだと
考えられており、どれくらい続けるかというと、
計画生育委員会の見方としては、少なくともまだ 
20～30年は続けるだろうと言っている。今は「全
面両孩」で2人生んでいいとされているが、全面自
由化するのはいつになるかということに関心が向
けられており、それについては、政策当局は、その
タイムスケジュールはまだないとしている。
　今までの人口政策はいわばハードランディング
で非常に強い手段を講じてきたが、それがソフト
になりつつある。特に最近はそうだ。ソフトラン
ディングになるべきだと思うが、案外これは早く
訪れるかもしれない。この例えは適切ではないか
もしれないが、中国で1980年代前半まで続いてい
た食の配給制度が有形無実的になくなっている。
それに似たような感じで人口抑制も弱まるのでは
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ないだろうか。今は計画生育部門でも人口抑制よ
り健康や少子高齢化、福祉に関心が向いている。
そう遠くない時期に政策はソフトランディング的
に変わっていくのではないだろうか。
　政府の見通しでは、今後、毎年、新生児は250万
人増え、2050年までに労働年齢人口が3,000万人
増加する。人口のピークは2030年頃で14.5億人に
達し、その後は減少して2050年には13.8億人にな
るという。しかし、社会の変化や意識の変化もあ
り、厳しいところがあるかもしれない。

　国連の予測では、人口規模は2030年頃にピーク
に達して14億を超え、その後はだんだん減少し、
2065年には12.4億くらいになるとしている。一方
で高齢化率は上昇し、2065年には33％まで上がる。
3分の1が高齢者というような状態に進むという
ことだ。
　これも国連のデータで、60歳以上と80歳以上
の高齢者人口が出ている。現時点でも60歳以上
は2億人を超えているが、2055年には5億人にな
る。介護問題や社会保障などは大きな課題になる
だろう。また、平均寿命が延びるため、80歳以上
人口は2055年で1億4千万になると推測されてい
る。建国当初、中国の平均寿命は50歳未満と言わ
れていたが、今では全く違う。一般的に、発展途上
国は 経済水準も平均寿命も低く、乳児死亡率は高
い。しかし、中国は他の途上国とは異なる。平均
所得は低くても平均寿命は短くなかったとする研
究もあるが、いずれにせよ、今後、さらに平均寿命
は延びていくだろう。2025年から2030年頃には女
性の平均寿命は80歳を超え、2040年頃には男性も
80歳を超えるものと思われる。今まで数量的問題
だった人口問題は、少子化が進むことで構造問題
へと変わっていくのだ。

　今後、中国は超高齢化社会と人口減少社会に向
かっていく。今までも人口大国ではあったが、膨
大な規模の高齢人口大国になることは明らかだ。
急速な人口高齢化と人口減少は、経済社会の持続
的発展に多大な影響を及ぼすと思われる。年金、
医療、介護を含むセーフティネットを構築するこ
とが喫緊の課題である。
　今後の課題は、
（１ ）年金、医療、介護を含む社会保障制度の整
備。実際、中国では社会保障制度が整備され
始めた。年金制度や都市と農村の統合、高額
医療費制度もある。特に、農村では貧困層の
ための医療普及の強化が必要だとみられてい
る。介護問題も重要だ。

（２ ）年金双軌制問題の解消。中国には、公務員
用と企業用の2つの年金制度があり、それを
双軌制と呼ぶ。ここで何が問題かというと、
公務員の場合、企業年金の3倍から5倍の額を
もらうため、格差が開きすぎるというところ
にある。同じ大学を出た同い年の人でも公務
員か民間企業かで、もらえる年金額がまるっ
きり違うのだ。加えて、公務員の場合、保険料
を払う必要がない。そこで、この2つの年金を
統合し、公務員にも保険料を負担させる。

（３ ）定年年齢の延長と年金支給年齢の延長。こ
れまで中国では、男性60歳、女性50歳が定年
年齢だった。ただし、公務員であれば、女性で
も課長職以上は55歳とされている。それを延
長しようということで、今年中に案を出すと
いうことだ。時間をかけてゆっくり延長させ
るため、1年に数か月ずつ延長しようとしてい
る。日本を含めて多くの先進国が定年年齢を
延長している。定年を延長するということは、
年金の支給年齢も先に延びるということだ。 

　少子高齢化に伴う課題に対して、財政負担への
懸念はあるが、今後、このような方向で進められ
ていく。

【質疑･応答】
（JST 石川フェロー）
　これより質疑応答としたい。ご質問のある方は
挙手を。

（フロア）
　3点伺いたい。一つは、高齢化率を全体的に見る
と、都市の高齢化が高いようだが、現況はどうなっ
ているか。二つ目は、近年の激しい環境汚染－犠
牲者の大半は高齢者や子ども達だが、環境汚染が
高齢化率にどのような影響を及ぼしているのかと
いうこと。三点目に、少子高齢化問題の影響のと
ころで社会経済の発展に圧力があったということ
だったが、子どもが少なくなり、大切に贅沢に育
てられ ると、人の教育や倫理観、道徳観など、今
後の文化にかなり影響するのではないだろうか。
それは、今後、社会を立て直すときの産業創出力
や都市デザインにも大きく関わ ってくるようにも
思う。それについてはどのようにお考えか。

（尹）
　都市の高齢化の状況だが、データでは確かに都
市の方が高齢化率は高い。上海は前から高かった。
一方、十数年前、学生を連れて農村調査に行った
が、農村の人々も高齢化していた。若い人は戸籍
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を農村に残したまま都市に出てしまっている。そ
ういった流動人口や農民工は統計に反映されない
場合もある。農村の高齢化も厳しい。
　環境汚染については専門ではないので、この問
題が直接、高齢化や高齢者に具体的に関係してい
るかどうかは分からない。
　最後の件については難しく、私も今後の様子を
みていきたい。最近はあまり聞かなくなったが、1 
人の子どもを4人の祖父母と両親が大事にし過ぎ
たことで、わがままに育ち、小さな皇帝と呼ばれ
るようになった。倫理的、文化的に違うところも
出てくるかもしれないが、その辺はなかなか分か
りにくい。私も勉強させてもらう。

（フロア）
　政策と人口との関係を説明してもらったが、国
が一人っ子政策をやめるといっても、なかなかそ
う都合よくはならないのではないだろうか。子ど
もを生むより仕事をしたいという女性も多くなっ
ているだろう。日本では短時間労働や在宅勤務、
保育園といった育児との両立問題がいろいろとあ
るが、中国では子どもを生むことに対して、どこ
まで国が応援しているのだろう。具体例があれば
教えてほしい。

（尹）
　残念ながら具体例はない。確かに、政策は変わっ
たが、おっしゃる通り、実際はそう簡単に生まな
くなっている。若い人の意識も変わったし、中国
社会もコストがかかるようになり、2人の子どもが
大学に通うのは経済的にとても大変だ。政策効果
が出なければ、早い段階で自由化するかもしれな
いが、出生率を下げるのはある意味簡単でも、逆 
にそれを上げるのは難しい。ヨーロッパ、フラン
スで上がったといってもほんの僅かだ。今後の成
り行きをみていき たい。

（フロア） 
　一人っ子という環境で育った人が親になって子
どもを持つとき、兄弟/姉妹がいる環境を経験し
ていないので、一人っ子以外の家族の成り立ちに
挑戦しづらいのではないかという気がする。そう
いうことは中国で話題になるか。

（尹）
　一人っ子は協調性が低いということがあるかも
しれないが、実際には、一人っ子政策に対応する
のは3、4割程度というデータがある。ということ
は、6割以上の人には兄弟/姉妹がいるということ

だ。都市部では一人っ子が多いが、農村では兄弟/
姉妹がいる。大分、前の話だが、日本と中国の小学
生が一緒にサマーキャンプに行った時、日本の子
ども達は自分でできることが中国の子どもはでき 
なかったと聞いたことがある。中国では小学校の
送り迎えから何から全部、親がやるからだという
ことだった。

（フロア） 
　一人っ子の子どもを亡くした親の問題など、一
人っ子政策の負の部分について政府はどう対応し
ているのか教えてほしい。

（尹）
　農村では、親に対して計画生育扶養手当という、
年金のような形で経済的に保障するという制度が
大分前からできている。政策通りに子どもを生ん
だ親の老後のためにというものだ。

（フロア）
　4月に深センに行ったが、地方のお金持ちの親
たちが子どものために土地を買っていた。子ども
を留学させたが、留学先で職が見つからず、経済
発展の可能性が高く、環境も良い深センなどに親
がお金を出して新築マンションを買う。相続税も
贈与税もないので、100平米で2億くらいの物件が
どんどん売れる。初任給が10万に満たない新入社
員がいきなり億ションを持つ。若い人のモチベー
ションが失われていきそうで怖い。そういうこと
が社会問題化しないか心配だ。

（尹）
　一人の子どもにお金をつぎ込むことは先ほど
の教育問題にも関係する。高いマンションがどん
どん買われているのは不思議な現象だ。普通の給
料では買えないようなマンションなのに買われて
いる。車を買えるような給料ではないのに車を買
う、そういう現象が起きている。それでも、一人っ
子が成長して競争社会に入れば、生存のために頑
張るかもしれない。

（フロア） 
　労働力の確保という面では、人口政策や戸籍政
策はどのように考えられているのだろうか。

（尹）
　政府の見通しでは、3,000万人の労働人口が増え
るとしている。労働力人口が減っていく懸念もあ
るが、戸籍制度との関係では、戸籍制度の改革を
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かなり実質的にやっている。人口政策は戸籍制度
とも関係するので、農村と都市を分ける二重社会
問題をなくそうとしている。農村戸籍と都市戸籍
を区別しないようにと進めている地域もある。未
だ都市戸籍には社会保障という目に見えない価値
があるとされているが、今、流動もかなり自由に
なっているし、戸籍制度の改革はもっと早く進ん
でいくと思う。中国では“3億”というスローガン
を出している。その内の１億は農村人口1億を都
市戸籍に変える、つまり都市化を進めるというこ
とだ。

（フロア）
　2040年からは人口が減るという国連の“将来の
人口規模と高齢化率”の表において、ベースとな
る出生率は何パーセントか。また、今年から始まっ
た、子どもを2人生む政策では、出生率が2.0にな
るように思うが、それでも2040年から人口が減る
のか。

（尹）
　人口予測は、低位、中位、高位という3通りの予
測をする。低位は出生率が低い場合、高位は高い
場合だ。将来のことなので仮定で予測する。国連
のデータは中位予測だ。あくまで予測として、出
生率と死亡率を仮定している。将来、どうなるか
は「神のみぞ知る」だが、人口推移は大きな戦争や
流行病などが無い限り、トレンドが分かりやすい。
出生率、死亡率、移動率を考えればよいからだ。こ
こでの合計出生率も仮定の数字になる。
　2番目の質問についても仮定の話だ。政策が浸
透すれば、出生率は勿論、上がるだろうが、現時点
では出生率は2.0にはならないだろうと考えられ
ている。国連の推計でも1.8位だったと思う。今の
政策が緩和されて効果があったとしても1.8程度
だ。高位水域だともう少し高く、ピークは少し後
になるかもしれない。それでも、今の状況からす 
ると2.0となるのは難しいと思う。これらはあく
までも仮定の下の推計だ。

（フロア） 
　現在でも中国は格差社会で、特に農村や都市で
の格差は大きい。高齢者に対する年金・医療・介
護といったセーフティネットの充実があまり進ま
なければ、今度は年代別格差が出てくるのではな
いだろうか。国内でも子どものための移住が増え、
その延長線として、富裕層の国外移住が進んでい
る。人口の流出という内圧が高まることが予想さ
れるが、それについてはどうお考えか。

（尹）
　格差社会は大きな社会問題であり経済問題でも
ある。中国の格差は大きすぎる。年金など制度的
問題が原因で、公務員と企業の待遇差が5倍もあ
るというのはたいへんな格差を生む。それが今、
大きな問題になっている。中国は広くていろいろ
な民族がいるため、日本では見られないような不
思議な現象が起こっている。

【閉会】
（JST 石川フェロー）
　丁度時間となった。これにて本日の研究会を終
了する。

（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
を開始する。
　第97回目となる今日は、「アメリカから見た中
国」というテーマで、外務省研修所長である泉裕
泰様にお越しいただいた。ご略歴はお手元の資料
の通り。中国の大使館、米国の大使館に勤務され、
現在は外務省研修所所長に就いておられる。
　これまで月例研究会では、中国に関する様々な
テーマをお送りしてきたが、中国に対する見方、
あるいは中国で起きていることを紹介していく
と、どうしても歴史問題や領有権問題といったと
ころにいきがちだ。今日はそこから一歩離れて、
米国からは中国がどう見えるのかということにつ
いて伺いたいと思う。
　最近行われたNPOの世論調査では、中国を嫌い
とする日本人の割合がまた90％を超えてしまっ
た。中国のあり方を客観的に正しくみていくこと
が、ますます重要になっていくのではないだろう
か。そこで、今、起きていることも含めて、ご経験
の長い泉さんにお話をいただきたい。

【講演】
（泉）
　皆さん、こんにちは。初めに自己紹介をしたい。
私は1981年に外務省に入った。35年間のキャリア
になる。その内、北京に4回、上海に1回、計5回
の大陸勤務をした。本省においても中国関係に3
度就いている。ずっと中国をみてきたようなもの
だ。最近では2006年から北京に4年間、2010年か

ら上海に3年間、2013年から米国に2年半と中国
を見る機会に恵まれてきた。今日はこの期間に私
が見てきた中国がどういったものだったかを皆
さんに紹介したいと思う。これから申し上げるこ
とは日本政府の見解とは全く関係はなく、私個人
の考え方によるものであることを予め明らかにし
ておく。
　延べ7年間を北京、上海で過ごした後、2013年
からワシントンに赴いた。大使館のナンバー2と
いうポストで、大使が出られないパーティなどに
出たり、要人対応をしたりしていた。その他、大
使館の全体の流れをマネージメントするなどして
いたが、私はそれまで中国をずっと見てきていた
ので、北京人脈や上海人脈のような米国人脈を作
る ために、ワシントンにおける米国の中国研究
者全員に会おうと考えた。ところが、ワシントン
には自称、他称含めて300人から400人の中国研
究者がいるという。その全てに会えるかどうか
は別として、とりあえずは一人一人会っていこう
と、著名人はもとより若いポスドクにもこちらか
らアポを取り、大体が1対1で、最低1時間から
1時間半のインタビューを重ねていった。ところ
で、ワシントンには中国の研究者が300人以上も
いるというが、日本の研究者は何人いるのかとい
うと、その10分の1、30人から40人くらいだとい
う。要するに、ワシントンにおいては中国研究者
の需要が高いということだ。しかも、中国研究で
は非常に幅広い分野をカバーしている。対中戦略
は勿論、内政、外交、経済、経済の中でもエネル
ギー、通信、交通、金融、地方財政、中国共産党史、
党組織、中国軍事、安全保障、中国文化、中国と他

アメリカから見た中国

PROFILE
泉 裕泰（いずみ ひろやす）氏　外務省研修所長 
昭和55年10月　外務公務員採用上級試験合格
　　56年３月　東京大学法学部第二類卒業
　　56年４月　外務省入省
　　60年６月　米カリフォルニア大学バークレー校東アジア研究修士課程卒業
　　62年７月　経済局 課長補佐
平成元年７月　大臣官房領事移住部邦人保護課邦人特別対策室首席事務官
　　３年７月　アジア局中国課 首席事務官
　　５年７月　大蔵事務官 主計局法規課課長補佐
　　６年７月　主計局主計官補佐
　　８年７月　外務事務官 在連合王国日本国大使館 参事官
　　10年８月　在中華人民共和国日本国大使館 参事官
　　13年４月　総合外交政策局国際社会協力部人権人道課長
　　15年４月　大臣官房在外公館課長
　　16年４月　アジア大洋州局中国課長
　　18年８月　在中華人民共和国日本国大使館 公使
　　22年８月　在上海日本国総領事館 総領事
　　25年９月　在米国日本国大使館 特命全権公使
　　28年４月　外務省研修所長　　

2016年9月28日（水）　15：00～17：00開催日時
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国－例えばロシア、インド、欧州、中央アジア、中
南米、アフリカ、中東、東南アジア、韓国との関係
まで、あらゆる分野において専門家がいるのだ。
中南米の専門家までがいると聞いて驚いたが、実
際、確かにいた。私はこれまでロンドンにも勤務
したことがあるし、北京、上海、香港にもいたが、
中国研究に関して、これほどリソースの存在する
都市は他に知らない。ワシントンは中国ウォッ
チャーにとって、まさに宝の山のような都市だと
思う。

　ワシントンには世界有数のシンクタンクが密集
している。ほぼ毎日、ワシントンのどこかで中国
についての討論会や出版会、座談会が開かれてお
り、その全てに出席するのは不可能だろう。さら
に、ワシントンでは政府機関、大学、ビジネス、メ
ディアの横の連携が非常に密接だ。私が注目して
いるところに、『American Mandarin Society』と
いう、ワシントンだけで3000人くらいのメンバー
を有する横の連携の組織がある。さらに、ワシン
トンには、政権入りを睨んでシンクタンクに入り、
政策研究を進めている人材が山のようにいる。官
民間の流動性が非常に高い。シンクタンクで良い
研究をして認められ、Political Appointeeとして政
権に入ってくるということだ。そのようなワシン
トンでシンクタンクと研究者を巡っているうち
に、幾つか気づいたことがある。

　最初の点は、彼らの研究視野が良く言えば実践
的、悪く言えば近視眼的だという特徴だ。これを
ある研究者に指摘すると、まさにその通りだと言
う。彼らはせいぜい4年タームで国際情勢を見て
いて、それは大統領の任期に合わせた視野なのだ
そうだ。大体が4年から8年単位だと言っていた。
日本の中国ウォッチャーは、大抵、1989年の天安 
門事件の辺りから中国を見ているが、天安門事件
から見ている米国の中国ウォッチャーはあまりい
ない。そういう意味で非常に視野のスパンが短い。
21世紀に入ってから見ている。中国共産党の数十
年来の歴史を踏まえて、中国共産党の現状を分析
するという人は本当に少なかった。
　その一方で、彼らはいろいろな政策提言をする。
それこそ様々な提案だ。例えば、今、南シナ海でこ
ういう問題が起こっていて、それに対してどうし
たらいいかとした時に、玉石混合ではあるが山の
ようなアイデアが湧いてくる。実践的なアイデア
が出てくるところに米国は優れていて、競って出
てきたアイデアが政策に用いられる。

　二点目は、どうも米国の研究者は往々にして、
中国を外から見てその内を判断するということ
だ。米国の研究者と中国の内政について議論して
いると、彼らは私の言う推測に対する証拠を求め
てくる。中国については、証拠など滅多に出てく
るものではないし、大体が経験に基づく推測だと
言っても納得しない。そこで気がついたのは、彼
らの言うエビデンスとは、外交の場で誰が何と
言ったかとか、習近平主席がスピーチで何と言っ
たかとか、公船がどう出てきているかということ
で、実際に起きたことの積み重ねで中国を判断す
るということだ。外の出来事からみて中を判じる。
他方、日本の研究者はというと、例えば尖閣に漁
船が山のように来たときに、これは一体、どうい
うことなのか、国内で何が起こっているのか、ど
う解釈したらいいのかと考える。外の出来事を証
拠として見るのではなく、むしろそこから中の状
況を憶測する。内に原因を求めて外の状況を理解
しようとするのだ。反して、米国は外の状況から
内を判断しようとする。
　双方の見方の違いから、導き出される理解が異
なることがある。例えば、南シナ海における中国
の行為について、米国は計画的に着々と戦術的に
やっていると見る。それは習近平主席の意図的な
命令下でなければできないことで、つまり、習近
平主席は非常に強いリーダーだという結論にな
る。ところが日本流で見ていくと、杭州でのG20
を控えた時期にこうなっているのはおかしいと考
え、東シナ海の行為は習近平主席がしっかり把握
していないからではないか、立場が弱いのではな
いかと見る。同じ現象から導き出される結論が、
米国の見方では習主席は強い、日本の見方では習
主席は弱いとなるのだ。果たして、一体、どちら 
が本当なのか。
　日本と米国の中国の見方においてはこのような
特徴と違いがある。私は自分の経験から、中国の
外交は大抵において内政の延長だと見てしまう
が、中国を見るにあたっては、常に一つの視点で
見ないよう、二つの可能性をキープして、もしか
したらどちらも正しいのかもしれない、両方を解
決する解があるのかもしれないという態度で見て
いる。

　三点目に気が付いたことは、ワシントンには
シンクタンクの間を吹く風があるということだ。
数多くのシンクタンクが集中しているワシントン
では、研究者同士がお昼のついでのようにすぐに
交流できるので、研究者間の風通しが非常に良い。
先ほども言ったように、彼らはPolitical Appointee
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を目指している。いずれは政権に入ろうと、政策
提言で競合している。そういった中で、シンクタン
クの世界における物の考え方、発言の流行といっ
たものが見えてくることがある。
　これには少し恐ろしい面もある。ある種の見方
が出てきたと思うと、段々、皆が同じようなこと
を言い始めて、突然、物の見方がガラリと変わる
ことがあるのだ。私が赴任していた2年半だけで
も、それが4度あった。最初は2013年12月、安倍
総理が靖国参拝した時に起こった。それまでは、
日本経済がアベノミクスで復活してきて良かっ
た、やはり日本は経済だという調子だったのだ
が、突然、安倍総理が靖国を参拝したということ
で、戦後70周年を控えて日本は歴史の修正をしよ
うとしているのではないかと囁かれ始めた。経済
だけをやっていればいいのに、どうして歴史修正
主義に走ってしまうのだというような見方が湧き
上がってきて、日本に対する批判めいた状況が生
じてきた。ところが、この状況がまた変わる。そ
の契機は翌年2月のロシアによるクリミア侵攻だ。
ロシアがクリミアに侵攻した途端、既存の国際秩
序を無視して力で無理やり現状を変更しようとし
ていることが批判された。そこから、クリミア半
島だけではない、尖閣を見ろ、同じような行動を
取る中国を許すべきではないという論調になっ
た。日本の尖閣問題について、米国は中国を牽制
すべきだという議論が出てきたのだ。結果、オバ
マ大統領が訪日した時に日米安保条約第5条に言
及して尖閣への明確なコミットメントを述べ、中
国は牽制される。これが2番目の動きだ。その後、
安倍総理がワシントンの議会で70周年談話を演説
したところ、ワシントンにおける日本の歴史修正
神話が一切、影を潜めた。そして、中国と韓国は歴
史問題に行き過ぎの面があるのではないかという
方向に風が吹く。それが3番目の動きだ。次に、習
近平主席の夏の訪米直前に、南シナ海やサイバー
の問題に関する米国の懸念を中国は本気で捉えて
いないのではないかという感じが出始め、今度は
習政権に対する非常に厳しい見方が出てきた。こ
れらはいずれも、ワシントンにあるシンクタンク
に吹いていた微風が段々と大きな風になっていっ
た例だ。あえて言えば、大使館の仕事は、このワ
シントンのシンクタンクの間に吹く風をいち早く
見極めて、米国はどちらを向いているのかという
ことを探ることにあるのではないかと思う。

　シンクタンク巡りで気付いた最後の点は、ワ
シントンにおける思いがけないほどの中国の浸透
だ。丁度、私がワシントンに行った2013年11月に

三中全会が開かれたが、ワシントンの著名な研究
者は中国政府の招待を受けて中国に三中全会を見
に行っていた。そこで皆、ブリーフィングを受け
て帰ってくる。様子を聞くと、誰もが目を輝かせ
て、習近平主席は過去数十年来、最強のリーダー
だと言う。私は鄧小平氏がどんなリーダーだった
かよく知っているが、彼らは習近平主席は鄧小平
と並ぶ強いリーダーだと言い切る。今から考える
と、当時、習主席は反腐敗闘争、権力闘争の非常
にクリティカルな時期に入ろうというところだっ
た。強い指導者のイメージを対外的に打ち出した
かったのかもしれない。同時に、彼らは、胡錦濤氏
の10年間は全くの無駄（Waste）であり、いかに
胡錦濤氏が無能で習近平主席が有能かを言う人た
ちもいた。また、日本との関係においては、尖閣諸
島は人の住めない小さな5、6個の岩だと言う。そん
な無価値なもののために米国は日中の対立に巻き
込まれるのかということを言わせたいがために、
中国はこういう言い方で伝えているのだ。アメリ
カの研究者達に、何故同じようなことを言うのか
と問うと、それは自分のオリジナルのアイデアだ
と言うのだ。彼らが自分のアイデアだと考えると
ころが不思議だが、同じことを同じタイミングで
言うことから、どうも刷り込まれているのではな
いかと感じられた。

　米国の中国研究者の多くは中国語ができない。
China Dailyのような、英語で書かれた中国情報を
読んでいる。しかし、それよりも、中国からワシン
トンを訪ねる中国政府の人たちが大きな情報源に
なっている面があり、三中全会のドラフトを書い
たのは自分だから、この意味はこういうことだと
いうように、研究室に赴いて説明をする。そして、
それが非常によくコーディネートされている。勿
論、ワシントンには日本からも学者や政治家がた
くさん来るが、皆、言うことがバラバラだ。一方、
中国の方には統一メッセージがうまく入ってい
る。その違いを非常に感じた。

　私は、ワシントンのシンクタンクで会った中
国専門家に、常に三つの質問、「中国で今、何が起
こっているか？」、「中国は一体、何処に向かおう
としているのか？」、「習近平主席とは一体、どの
ようなリーダーか？」を投げかけていた。結論か
ら言うと、これらの答えは誰も分からないという
ことだ。いろいろな人がいろいろなことを言うが…。
中国で今、一体何が起こっているのかということ
は、比較的に推測しやすい。だが、中国が一体、ど
ちらに向かうのかは本当に分からない。それは習
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主席が何を考えているか分からないということで
もある。しかし、200人に質問して分かったことも
ある。それは、米国が中国をどう見ているかとい
うことだ。これからその話をしようと思う。

　勃興する中国は、軍事的にも経済的にも政治的
にも、日本が一国で対峙するには手に余る大きな
存在になりつつある。勃興する中国に対して、日
本が国益を確保し、かつその最大化を目指すため
には、日本の側に立ってくれる米国の存在が必要
だ。しかし、我々の歴史を振り返ると、ニクソン
ショックに始まり、ジャパン・パッシングを受ける
など、ケースによっては、日本は米国の対中政策に
翻弄されてきた節がある。それでは、米国、中国と
日本はどのように付き合っていけばよいのだろう。

　これは全く検証されていない私の仮説であり、
政府の見解ではないだが、米国は「4つの目」で中
国を見ており、米国の対中政策はそのバランスの
上に成り立っているのだと思う。対中政策におい
て米国が四重人格を持っていると言い換えてもい
い。米国の有するこの4つの人格は、いずれも米
国と中国の歴史に根深く関わっている。それぞれ 
が固定のシェアを持ち、この4つの見方のバラン
スの上に立って決められているというのが私の見
解である。そして、そのバランスが容易に崩れる。
だから米国の対中外交はシフトする。

　第一の目は、「ミッショナリー」、つまり「宣教
師の目」である。米中の最初の接触は、1784年、
Empress of China号が広東に着いた時らしいが、
1784年といえば、1776年の米国建国から8年後の
ことだ。それ以降、米国からは多くの宣教師が中
国に渡った。彼らには、若い米国の理想や民主主
義こそが普遍的な価値だということを伝道して、
暗黒の中国を米国のイメージ通りに作り替える、
アメリカナイズするという使命感があったように
思う。そして、1911年に辛亥革命が起こり、長い
封建国家、古代帝国の歴史を有する中国は、アジ
アで最初かつ最大の共和国として生まれ変わっ
た。帝国主義列強に出遅れた米国は、列強に中国 
が独占されないよう、門戸開放宣言を出し、米国
が中国の保護者であったというような自己イメー
ジを有していた。生まれたばかりのアジアの共和
国を、日本からの侵略、共産主義者の侵攻から守
る。蒋介石はまさにそのアメリカのイメージに合
致したヒーローであった。宣教師の家に生まれ、
幼い頃から米国の教育を受けて英語が堪能だった
妻の宋美齢と、キリスト教の洗礼を受けていた蒋

介石の存在は、中国の未来に対する米国の期待を
大きく膨らませたのだろうと思う。しかし、内戦
の結果、蒋介石は敗北して台湾に逃れる。その時
アメリカでは「中国は失われた」と言われた。その
後、中国においては朝鮮戦争、大躍進などが発生
し、文化大革命が起こり、米国の抱く中国のイメー
ジがどんどんと壊れていった。しかし、やがて、
1971年10月の中国の国連加盟、翌年のニクソン訪
中で、米中関係がガラリと変わる。これには中ソ
対立という要素が働いていたかもしれない。毛沢
東は、ソ連が本気で中国を核攻撃するのではない
かと恐れ、ウルトラCを仕掛け、逆に米国の有す
る伝統的な対中感情を利用したのではないか。
　要するに、宣教師の目とは、中国を国際社会の
中に位置付けて根気よく先導していけば、中国は
自然に、自由で民主的な体制に平和的に変化し、
米国の強力かつ忠実なパートナーになるという夢
を見る目だ。この神話こそが、その後、長く米国
の対中外交政策の根底にあったのではないかと思
う。米国が中国の政治を語る時、すぐに民主化と
いう言葉が出るが、その理由もここにあるのでは
ないか。これは米国の対中外交の主流でもあった。
しかし、最近ではある種のリアリスト、戦略家達
は、そのような対中外交政策は米国の誤った幻想
であり完全な失敗だと切り捨てている。

　第二の目は「ミリタリー」、「軍人の目」だ。勃
興する大国は地域のパワーバランスを自分の有利
な方向に転換させようとし、地域覇権国としての
立場を確立するまでそれを続けるだろうという見
方だ。かつてのソ連は膨大な核兵器を所有し、世
界を東西陣営に分断して米国と冷戦対立したが、
それはある意味、軍事力のみの一次元の脅威だっ
た。しかし中国の場合、軍事力と経済力、膨大な人
口が結びついて三次元の脅威となる。中長期的に
はソ連より大きな脅威だと見る人たちもいる。グ
ローバル化する世界経済の中で、中国経済はどん
どん発展し、いずれ米国に追いつき、追い越すか
もしれない。かつて中国大使をつとめたウィンス
トン・ロード氏は「米国にとっての脅威はイスラ
ム世界と中国だが、長期的に見て米国の地位を脅
かすのは中国」と述べている。衰退しつつある既
存の覇権国、米国に対して、新興覇権国家である
中国は平和的な勃興によって、巧妙に覇権の交代
を求めており、中国のいう「新型大国関係」とはそ
ういうことなのではないか、中国は新たな覇権国
家として、既存の国際秩序に挑戦し、国際ルール
を自分の都合の良いように書き換えようとしてい
るゲーム・チェンジャーなのではないか、米国と
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の軍事衝突を当面は避けながら、グレーゾーンに
おいて、徐々に「サラミ戦術」によって、侵食して
いるのではないか、経済的に米国を追い越して、
米国の覇権に取って代わるというような、長期的
な陰謀を持っているのではないか、という見方で
ある。
　マイケル・ピルズベリー氏は「China 2049」の
中で、中国陰謀説、「100年マラソン説」といった
見方を示しているが、中国が米国を地域から排除
することを許容すべきではない、そのような地域
覇権国家の出現を阻止するべきであるというのが
このカテゴリーの見方である。ただ、「対中ヘッジ
論」は一見、強く見えるが弱さの表れでもある。中
国を何とか抑えたいということは、今、抑えてお
かないといずれやられるのではないかという自信
の無さの表れであり、米国が南シナ海で中国と激
しくやり合ったとしても、東南アジアの国々は米
国に付いてこないのではないかという懸念でもあ
る。対中政策は非常に複雑である。

　第三は「ビジネス」、「商人の目」だ。中国を世界
最大の潜在的市場として評価し、中国市場を席巻
することを目的としている。より深く広く中国政
府に食い込んで、対中利権のネットワークを作っ
てきたのは彼らであり、米中正常化の最大の推進
力でもあった。
　彼らの態度は非常に明確だ。彼らは中国の人権
や民主にはあまり関心がない。米国政府に対して
は、自分たちのビジネスを邪魔するような口出し
はするなとしながら、米中関係の良好な維持と発
展を求め続けてきた人たちだ。私が米国でこの種
の人たちと議論して感じたのは、中国経済につい
て非常に楽観的な見方をしている人が多いという
ことだ。しかし、最近、「ビジネス」は大きく変わ
りつつある。中国経済が頭打ちになって、潮目を
迎えて下降し始めたからだ。米国企業についても、
勝ち組と負け組に分かれ始めている。かつて、ビ
ジネスグループは米国政府に対して、中国と関係
をこじらせるのはやめてくれと言っていたが、最
近は、中国政府が外国企業に対する制限を強めて
いることもあり、反対に中国政府に一言、言って
くれないか、あるいは、中国はどうもサイバーを
通じて政府ぐるみで自分たちの技術やノウハウを
盗っているのではないかと言うようになってき
た。これまで米国政府に対して黙っていろと言っ
ていた「ビジネス」が、今度は文句を言えと言う 
ようになってきたのだ。これは大きな変化だと思
う。習近平主席が先日、訪米した際、シアトルから
米国入りしてIT関係者を集めて大きな会を開い

た。IT業界は勝ち組なので、それを意識していた
のだと思う。

　第四の目は「リバタリアン」、外交的孤立主義と
でも表現したらよいだろうか。両者は厳密には必
ずしも同義ではないが、要するに米国の伝統的な
考え方で、「モンロー主義」に例えられる。四つの
目の中で、日本としては一番警戒するべき見方だ
と思う。最近では、トランプ候補のTPPや移民受
入れ反対の議論、あるいは「同盟国はもっと負担 
するべきだ」、との主張にも見られる。決してリバ
タリアンとは思わないが、オバマ大統領ですら「米
国は世界の警察官ではない」と述べたことがある。
あるいは、中国との関係はまず同盟国に任せてお
いて、米国は一歩下がって状況をコントロールす
るというオフショア・バランシングの議論もこれ
に通じる。あるいは同盟国による巻き込まれ論と
して、例えば、イスラエルや日本が勝手なことを
すると米国が巻き込まれる、そういうことは極力
避けるべきという考えもこれに含まれる。中国と
の関係においては、幻想も警戒も期待もなく、む
しろ無関心である。巻き込まれることを避けるた
めに、台湾の放棄論ということを唱える人もいる。

　米国の対中政策はこの四者のバランスの上に成
り立っていて、これら4つの人格が、時と状況に応
じて現れたり消えたりしながら形成されるのが米
国の対中政策だ。逆に 言えば、米国の対中戦略は
これら4つの変数から成る方程式である。この関
係を押さえておけば、米中関係の変化を、より構
造的に理解できるのではないかと思う。
　問題は、4つの人格のどれもが真実であるという
ことだ。そして、単独で中国と対抗できない日本
は、米国と共通する利益を認識しながら、4つの人
格を相手に、その都度、調整を迫られる。日本は米
国の4つの人格のどれが出てきても、日米の共通
利益に基づいた対中共通戦略というものを持つべ
きである。

　日米間の共通利益の第一は、やはり中国のマー
ケットではないだろうか。世界地図を見ると分か
る通り、日本は世界最大のマーケットである米国
と世界最大の潜在マーケットである中国の間に挟
まれている。地理的に見てインドやヨーロッパの
遠く及ばない有利なポジションだ。やはり、大き
く伸びていく中国のマーケットから稼ぐことが、
日本の将来の繁栄につながるように思う。その
ためには、中国のマーケットが我々のマーケット
に似た形に変わっていくことが大事だろう。今の
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ような、既得利益集団がマーケットを押さえてい
るという状況を変えるべきだ。より競争的でオー
プンかつ公正なマーケットを中国に作ることは、 
日本と米国の共通した対中アプローチ、一つの共
通基盤になると思う。中国がそのようなマーケッ
トを発展させていくために、日本と米国が中国を
支援するということが一つにあるのではないか。
　第二に、中国がアジアにおける覇権国家となる
ことを認めないということである。
　米国がTPPを作った理由は、アジアが今、世界
で最も活気があって発展していくマーケットだか
らだ。そのマーケットから米国を追い出して、ア
ジアのことはアジアでというような発想は、米国
の国益とも衝突するだろう。一つのドミナント、
支配国の言うことを皆が聞かなければいけないと
いうことは、ASEANは勿論、日本も米国も反対
だ。中国はそうはならないと言ってはいるが、本
当にそうならないよう、アジアにおいてそのよう
な覇権国家が出てくることを阻止することが日米
の共通利益だろうと思う。
　「中国の勃興は歴史の必然である。何者も中国を
包囲できないし、時の流れに反して中国の発展を
止めることはできない。中国を変えることをでき
るのは中国人自身である。他の何者でもない。」こ
れもまた、中国の唱える一つの神話だろうと私は
思う。現代世界を見渡した時、中国の将来にとっ
て最も大きな影響力を行使できるのは日米をおい 
て他にない。日米にできなければ、ヨーロッパに
もできないし、他に出来る国はないだろう。日米
がそれを絶対に出来るとは言わないが、やってみ
る価値はあると思う。地域の覇権国家の出現を抑
制しつつ、中国をイコール･パートナーとして開
かれた自由な競争力のある市場の形成へと導いて
いくこと、それは実は中国人が望む方向でもある
と思う。開かれた自由な市場の形成に影響力の行
使を試みる必要性と価値はあるのではないか。新
たなエンゲージメントと言えるかもしれない。米
国はよく「中国をシェイプする」という言い方を
するが、そのための一つの有効なツールがTPPだ。

　今後共、対中政策において、米国は米国の利益
に基づいて行動していくだろう。けれど、その中
で、日本としては米国が4つの人格のどれになっ
ているかを見極め、日米の共通利益に基づきなが
ら、共通ポジションを取れるように努力、調整し
ていかないといけない。よく、日米中の関係は「悪
夢の三角関係」にたとえられる。米中のハグは日
本の悪夢、日中のハグは米国の悪夢、日米のハグ
は中国の悪夢だというのだ。そういう国際関係の

世界において、次にどのような状況が生じるかは
定かではないが、ゼロサム的な仮定が正しいかど
うかは別として、それを一つのゲームとして捉え
る場合、このゲームの必勝法はあると思う。三角
形の二等辺、その二辺の間でそれなりに良い関係
にしておくということだ。いずれか一方と決定的
な対立関係に入ってしまえば、裏で相手同士がハ
グをして、こちらが悪夢をみる可能性がある。そ
うならないために、両方とうまくやっていかなけ
ればならない。単純な話だが、悪夢に立つリスク
を減らすためにも、それなりの関係を維持する必
要がある。すなわち、日本として日米同盟を強化
し、日米経済連携を強めて、人的交流を促進する
こと、それと同時に、中国との関係においては決
定的な対立を回避しながら、常に関係改善に努め
る。それこそが、覇権国家である米国と挑戦者で
ある中国の間に立つ日本の取るべき戦略ではない
だろうか。中国に対して、日米の共通戦略を練り
上げながら、他方において、中国との決定的対立
を避けながら関係改善に努めるということは全く
矛盾することではない。

　以上が本日のメインの議論である。以下、時間
の許す限りにおいて、私の独断と偏見による中国
の状況の見方についてお話したい。

　習近平主席が権力のバトンタッチを受けたのは、
中国の経済が曲がり角に入った非常に微妙な時期
だった。その中で、何故、中国共産党が政権につ
いているのかという正当性（レジティマシー）の
問題が出てきている。中国共産党支配のレジティ
マシーについて、共産主義を進めるというイデオ
ロギーが意味をなさなくなっているのは明らかで
あるが、だからといって、ナショナリズムだけで
政権が正当性を持つということもできない。結局、
今の政権が何故、支持されているかといえば、国
民生活の向上を持続的に実現してきたからではな
いだろうか。しかし、習主席がリーダーになった
ときは経済が潮目をむかえ難しくなってきた時期
だった。中国経済がどんどん発展していく時であ
れば、個人の収入が増えて生活条件は良くなるが、
中国経済が頭打ちになって下降すれば、それは実
現できない。そこで経済体制改革が必要となる。
　「中国の夢」とは、“China”Dreamで“Chinese”
Dreamではない。しかし、「米国の夢」であれば
“America”Dreamではなく、“American”Dream 
というだろう。つまり、私の勝手な解釈を言えば、
「中国の夢」とは「個々の中国人」が豊かになると
いう夢ではなさそうだ。中国という「国」が豊か
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で強くなっていく、あなたはその一部なのだから、 
それで満足しなさいという「中国の夢」だ。これは
明らかに、個人の豊かな生活を実現させることが
難しいことの表れではないだろうか。李克強総理
は、政権に入ってすぐに、中国が経済発展をさら
に継続させるためには経済改革が必要だとした。
経済改革の中心は、マーケット、市場の改革で、競
争力のある比較的公正な市場をつくるのだと。今
の中国のマーケットには特権がはびこっている。
特権、あるいは既得権益がはびこっていて、必ず
しも公正ではなく、競争力の無いマーケットだ。
それを競争力のあるマーケットにするには、特権 
の問題を解決しなければならず、それは経済改革
を超えて政治改革の問題になる。つまり、習近平
主席は、経済改革と同時に政治改革に向かわざる
を得ない状況に置かれているのだ。これが最初の
問題設定となる。先ず、これを申し上げた上で、話
を25～30年前に戻したい。
　天安門事件以前は「異化論」というものが議論
されていた。「異化」とはなにか、例えば「母と子」。
母の中に属していた子供が生まれ、外在化して成
長すると、今度は反対に母に対してあれを食べろ、
こちらへ行けなどと支配し命令する。あるいは、
「神と人」。神は元々、人間が考え出したものだっ
たが、その神が外在化して宗教となり、人間はそ
の神のために死をも厭わない、神が人間を支配す
るようになる。あるいは、「自然と人類」。人間は
自然の一部であったが、外在化して文化文明を発
展させ、今や自然を征服し汚染している。これは
人間の「異化」ではないか。マルクスは、労働は、
元々、労働者の一部であると言った。しかし、それ
が外在化し、資本として蓄積されていくと、労働
者がそれに支配されるようになった。これは労働
の「異化」ではないか。そして、当時、中国の中で
議論されていたのは、我々の革命は人民の人民に
よる人民のための革命であった。この革命が成立
して共産党が外在化し、今や人民の支配者となっ
た。これは革命の「異化」ではないか。こういう議
論が公然とあったのだ。
　あるいは、「苦恋」という映画があった。一人の
知識人が中国に新しい国ができたと喜んで海外か
ら帰ってきたが、故郷は逆に自分を迫害し、自分
は祖国をこんなに愛しているのに祖国は私を愛し
てくれていない、と、最後にクエスチョンマーク
を書いて亡くなる話だ。つまり、祖国は変わって
しまったというような議論が、文革の経験を通じ 
て様々に行われていた。当時は、それは人道主義
によって克服しないといけないと言っていた。人
道主義によって「異化」を克服するということだ。

人が皆、人として尊敬される平等な社会をつくら
ないといけないといっていたと理解している。
　それは裏返していえば、特権の問題であり、中
国における共産党員の特権を無くしていかないと
いけないというのが議論の本質だったように思
う。その議論の中で、胡耀邦氏は失脚し、天安門事
件が起きる。天安門事件の後、政治改革は一切、タ
ブーになった。残ったのは経済改革だけだ。結果、
中国は経済発展したが、それが頭打ちになったと
ころで今度は市場を改革しなければいけない。し
かしそれには、やはり特権の問題が付いてくる。
つまり、経済を発展させるために、特権問題、ひい
ては政治改革に至る問題に触れざるを得ない状況
になっているのだと思う。これが私の独断と偏見
による中国を見る目だ。江沢民時代、胡錦濤時代
から習近平時代へと移ったが、今、私はそういう 
観点から習政権を見ている。

　習政権の性格とはどのようなものだろう。核を
成す習近平氏、李克強氏、王岐山氏の3人の仲はど
うなのだろうか。私は、3人の仲は良く、ガッチリ
とスクラムを組んで、それぞれに共通の役割を分
担していると思う。

　習近平主席は左を向いていて、文革礼賛の言葉、
あるいは文革的な行動を取っているが、いずれも
左からのサポートを得るためのパフォーマンス
のようにみえる。毛沢東氏の権威を借りようとし
ているのではないだろうか。しかし、彼が本当に
左かというと、そうではないと思う。北京の民家
を訪れ冷蔵庫を覘いたり、餃子レストランの前に
並んで庶民と一緒に餃子を食べる姿を見せたり、
自宅の前で自転車を漕ぐ姿を見せる習主席は、ポ
ピュリストであるが、彼は反腐敗の闘争を展開し
ているが、そのターゲットは、やはり、反既得権
益、特権という方向にあると思う。
　李克強総理は経済の運転手だ。習主席が反腐敗
闘争をしていく中で、中国経済がこけてはどうに
もならない。非常に難しい中国経済の運営を握っ
ている。最近も、習主席と李総理の考え方が対立
しているなどと言われたが、私はそうではないと
思う。経済改革の成果を挙げるのは李総理にしか
できないのではないか。例えば、国有企業改革だ。
大きな国有企業が倒産などしたら、労働者がただ
解雇されるだけではすまない。国有企業の従業員
は、親類縁者の集団で雇用されていて、その土地
にしっかり定着している人たちだ。もし、国有企
業を潰したら、組織的、持続的な抵抗が生じるだ
ろう。だから、国有企業改革においては、例えそれ
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がゾンビ企業になったとしても、潰さず合体ある
のみだと思う。つまり、李総理は実際にやらざる
を得ないことをうまくやっている。
　王岐山氏は、党規律検査委員会のトップとして、
「反腐敗」の名の下に仕事を着々と進めている。そ
れは、習近平主席の政敵を一人一人排除していく
ということでもある。最近では、「反腐敗」自体が、
ある種の政治改革ではないかと思うようになっ
てきた。反腐敗闘争の中で自由に特権が使えなく
なってきた面があるからだ。

　中国は、非常に長期のプロセスにおいて、国民
国家の形成の上にあるのではないかと感じること
がある。日本は明治維新によって、不平等条約の
改正の為に、議会を作って憲法を作り替え、武士
は丁髷を切って刀を捨てて四民平等と、曲がりな
りではあるが国民国家の体裁を作った。真の国民
国家はおそらく戦後に実現したのだと思うが、中
国はどうかというと、辛亥革命があり、共産主義
革命があり、今は国民の中に特権を持つ一等国民
と持たない二等国民が混在する。これは国民国家
ではない。しかし、鄧小平氏は改革開放によって
中産階級の成長を生みだした。中産階級の人々は
教育を受け、力を得、経済も良くなって、段々と増
えてきた。私が思うに、国民国家形成のプロセス
とは、中産階級が増えてくるプロセスなのではな
いだろうか。例えば、三中全会で出された市場改
革は、中産階級がお金儲けをする場である市場を
まともなものにしてくれということだ。四中全会
では法の支配を論じた。中産階級が稼いだお金や
財産を保護し、保証する法制度を整備しようとい 
うことであった。ところが、今、中国からの資本逃
避が起きている。年間、一兆ドルもの資本が逃避
している。中産階級はまだ、今の中国の市場や法
制度を信頼していないということだろう。日本の
中にもいろいろな中国からの投資が入ってきてい
るが、自分の資本の投資によって、利益をより多
く求めようというよりも、どうやって自分の資産を
保全しようかという発想が強いような気がする。

　こういった状況の中、将来、中国はどういう方
向に向かっていくのだろうか。今の習近平政権は、
いろいろな海洋問題などで、対外的にはかなり強
い態度を示している。国内的には、これまた強い
態度で言論統制を行っている。これをどう評価す
るべきか。
　さきほど話したような見方から言えば、習政権
は、政治改革の舵取りを国民国家形成の方向に切
らなければ、中国の将来は見えないような気がす

る。しかし、その方向に行けずに、やはり対外強硬
路線を行く、あるいは一部で言われているように、
中華帝国の復活を考える方向に行ってしまう可能
性もある。やはり、日米が中国との関係において、 
中国が健全な発展をするように善導、影響させて
いくことが大事で、必要になってくることなので
はないかと思う。
　以上、雑駁ではあるが、思うところを申し上げた。

【質疑･応答】
（JST 倉澤上席フェロー）
　ありがとうございました。非常に幅広いお話を
いただいた。それでは、これより会場から質疑を
受けたい。いかがだろうか。

（フロア）
　ランド研究所が米中戦争、日中戦争の可能性を
シミュレーションしたランド・レポートについて
伺いたい。ご自身としてそれをどのように受け取
られたかということが一つと、当然、中国の政治
中枢もランド・レポートに注目したと思う。どの
ような影響があったのだろうか。

（泉）
　それは、尖閣で戦争になったら日本が5日で負
けるというレポートのことだろうか。
　戦争が起きたらこうなるかもしれないというシ
ナリオについて、非常に限定された考えで書いた
レポートで、発生確率が70％、80％という話では
ないと理解している。一方で、今後、日中間で衝
突の危険があるかといえば、武器を持った船や飛
行機が近づいたりしているから、リスクはあるだ
ろう。しかし、これはお互いがコントロールしな
ければいけない。日中が戦っても共に利益はない。
意図的に戦争することはないと思う。ただし、ゲー
ムの理論的にマトリックスを作って考えてみたら
いいいと思うが、日本と中国が、尖閣を巡って共
に強硬であった場合、そこには戦争のリスクがあ
る。中国がその戦争に勝った場合、中国はプラス
100点。中国が強く出て日本が弱く出た場合、中国
はプラスが70点。中国が弱く出て、日本が強く出
た場合、中国はマイナス50点。あるいは、両国と
も弱く出た場合、中国にとってはマイナス。この
ようなマトリクスで考えると、中国は常に強く出
た方がいいということになる。ましてや中国が勝
つ可能性があるのであれば、中国はどんどん強く
出て行った方がいいという論理になる。そうなら 
ないために、戦争になってしまった場合、どうな
るかというところで、米国が来て日本の防衛力が
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強化され、中国が負けるマイナス200点のリスク
があるかもしれないということになると、強硬論
はやめておこう、中国も日本も共におとなしくし
ていようということになる。そうなれば日中の経
済関係がより改善して、中国にはプラスのメリッ
トが出てくるという方向にいくかもしれない。リ
スクを想定して、日本の力をきちんとつけておく、
米国の協力を得ておくというのは、抑止力として
は非常に良い態勢だと思う。けれども、戦争する
ようなことにはならないと思う。

（フロア） 
　今日のお話を伺って、それまで疑問に思ってい
たことに対する答えを得られたように思う。例え
ば、TPPは米国の経済政策というより、対中政策
の面が強いのではないかと思っていたが、その回
答をいただいたように思う。
　質問は3点。一つ目は、中国は共産党革命によっ
て、宗教を表向きに無くすということで、例えば
迷信などといった、古い足かせのようなものを一
挙に取り払った面があるように思う。世界情勢を
見ていると、宗教が先に立ったものは結果として
ロクなものではないと感じられるが、その点はど
うなのだろうか。
　2番目は、米国人は歴史がある国を非常に尊敬す
ると聞く。その点において、とりわけ中国は米国
人にとって尊敬すべき国だというが、本当にそう
なのだろうか。
　最後に、今日は触れられていなかったが、中国
の高齢化が今後の中国世界の政治、経済にどのよ
うな影響を及ぼすのだろうか。

（泉）
　中国で宗教が無くなったかというと、そうでは
ない。共産主義者の間でも、死んだら怖いからや
はり仏教を信仰しようとか、あるいは、市民の間
でも清明節の墓参りなどが行われている。だから、
革命で宗教が滅んだということは全くないと思う。
　歴史のある国を米国人が尊重するということは
あるだろうが、国際政治の中において、それは大
きな意味を成さないだろう。やはり国益重視、と
いうことだ。ただ、先ほど申し上げた4つの目の中
で、ミッショナリーの目においては、歴史のある
大きなアジア最初の共和国を、何とか米国のパー
トナーにしたいという気持ちがあったかもしれない。
　中国の高齢化は大きな問題だ。今後の中国の経
済発展を大きく阻害するだろうし、中国経済が米
国を追い越せない原因になるかもしれない。た
だ、米国のTPPが中国を狙ったものかというと、

私はそうではないと思っている。これも私の勝手
な解釈であるが、個人的には、TPPはすごくよく
考えられた米国の世界戦略だと思う。つまり、米
国が今世紀、あるいは来世紀に向けて、世界の経
済覇権というものを維持していくためには、貿易
における米国のスタンダードをグローバルスタン
ダードにしたいということだ。そのために今、世
界で最も経済が発展しているアジアに拠点を置い
て、そこに自分たちのスタンダードの基地を作る。
それがTPPなのだと思う。それが次に狙うもの
は何かというと、ヨーロッパだ。ヨーロピアンス
タンダードを制覇し、アメリカンスタンダードを
グローバルスタンダードにする。その発想の中に
は中国もロシアも入っていないのではないだろう
か。個人的な独断と偏見で、根拠もない考えだが、
あえて言葉を変えて言うと、TPPは米国が発動し
た世界貿易スタンダードを巡る戦いではないか。
EUから出たイギリスを、米国はTPPに入れたい
と考えるかもしれない。イギリスを入れるという
ことは、EUとの交渉において、ある種の有利な作
用を及ぼすのではないか。

（フロア）
　2つ伺いたい。一つは中産階級の国ということ
について。日本も米国も、少し前までは中産階級
の国だったかもしれないが、今は経済的格差が広
がり、特権社会ではないかもしれないが、中産階
級の国というよりは貧富の差が大きい格差社会に
なりつつある。中国の一般国民はそういう日米を
良い国だと思うのだろうか。
　もう一点は、中国の中には異民族の国が統合さ
れている部分が結構あると思うが、同じような状
況でソビエト連邦が崩壊して、ロシアといろいろ
な国に分かれた。そういうようなことが中国で起
きるだろうか。起きるとしたら、どういう条件が
整った時に起きるのか。そうなった場合、日本に
はどう影響するのだろう。その辺の観点について
お考えを伺いたい。

（泉）
　日本や米国は、1980年代は光り輝いていたけれ
ど、最近はくすんでいて、中国から見て羨ましい
と思われないのではないかという議論がよくされ
るようになった。日本や米国にもいろいろな問題
がある、だから、中国のモデルは日米ではない、中
国は中国モデルを追及していけばよいのだと。中
国の友人は、日米はもっとしっかりして光り輝い 
てくれと言う。確かにそういう面もあるだろう。
だが、中国で特権を持たない人たちの世界はやは
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り厳しい。特権階級の存在が当たり前である世界
というのは、やはりどうなのだろうと思う。やは
り、皆が本当の意味で平等な、特権の無い社会が
羨ましいと思われているのではないだろうか。
　中国の少数民族の件は、確かに大きな問題だ。
毛沢東、あるいは鄧小平の時代は、少数民族は非
常に優遇されていたし、胡耀邦は、少数民族は自
分たちの言葉で勉強しなさいとまで言っていた。
ところが、私が上海の総領事をやっていた時期に
は、あんな甘い顔をするから少数民族がつけ上
がって反発するのだということを普通の人々が
言っていた。中国の経済発展の果実は、少数民族
にあまりシェアされていない。チベットや、九寨
溝においては観光収入が地方に大きな利益をもた
らしているが、彼ら少数民族はその恩恵をなかな
か受けられない。企業で働くにあたっても現地語
では働けず、中国語でなければ働けない。それど
ころか、ウイグルの人が北京のホテルに泊まること
もできない。かなり差別がある。昔は非常に気を
遣っていたのに、最近は気を遣わなくなっている。
そこでまた、少数民族と漢族の対立と言われること
になる。新疆の状況をみていると、昔のような状況に
戻すのは無理なのではないかと心配でならない。
　より大きな可能性として、連邦制ということが
あるかもしれないが、やはりその辺はいろいろな
段階があると思うし、何とも言えない。

（倉澤）
　ここで私からも一つ伺わせていただきたい。始
めにお話されていた米国のMandarin Societyとは、
どういう人たちがどのような形で参加して、どれ
くらいの影響力があるのだろうか。

（泉）
　Mandarin Societyは、メリーランド大学の教授
が中心になってつくっている3,000名くらいから
成る組織だ。政・官・学・ビジネス分野で中国語
ができることが参加条件となっている。それほど
強い影響力があるとは言えないが、中国に関して
横に繋がる会で、シンクタンクを離れた現場の声
が拾えるところもあり、私は非常に注目している。
日本にもおそらくは、政・官・学・財で中国を研
究する方々がいらっしゃると思うが、先ほど申し
上げたように、日本の見方がどれだけ米国に伝
わっているのかという疑問がある。米国は中国に
ついての認識を英語で得ているので、シンガポー
ルの見方、あるいは、直接中国や台湾から得る見
方が大きく影響している。

（フロア）
　ケント・カルダーさんの『ワシントンの中のア
ジア』の中に、中国のみならず他のアジア諸国も、
シンクタンク等を通じて、米国の政策決定過程に
影響を与えているが、日本側は、シンクタンクの
存在が大きくなってきた時にそれを過小評価した
ために影響力を与えるルートを失ってしまったと
いうことが書かれていた。これについてはいかが 
だろう。

（泉）
　カルダー教授のことはよく知っている。基本的
に韓国、中国はよく頑張っていると思うし、日本
はもっと頑張れる余地があるだろうとも感じてい
る。私の印象論だが、それはやはり、中国や韓国が
自分たちのメッセージを何度も繰り返しインプッ
トしていくパターンが多い中で、日本はそのよう
な統一的なことをやらないからだというように感 
じる。それは逆に日本の良さだとも思うが、他方、
日本の見方なり意見なりをもっと英語で米国に
インプットするべきだとも思う。その努力はもっ
としなければいけないのではないだろうか。中国
だけではなく、北朝鮮情勢についての見方なども
いろいろあるが、それを米国にインプットできる
機会が非常に少ない。日本からの訪問者も結構、
ワシントンで意見交換をしているが、より幅広く
多くの人に会ったらいいと思うし、新しい若い人
達をどんどん派遣していけばいいと思う。そうい
う努力を、既にやってはいるのだろうが、もっと
進めていかないといけないと思っている。

（フロア）
　「中国の夢」についてもう少し伺いたい。個人的
な印象だが、中華民族の偉大なる復興であるとい
う言い方をされることがあったり、200年位前は
世界のGDPの40％程度を中国が占めていたりと
いうこともあって、習近平主席の言う「中国の夢」
とは、どうも今の中国脅威論のベースにあるよう
に受け取ってしまう。単なる、然るべき国民国家
形成に向けての単純なプロセスの話ではなくて、
もっと強い民族的な意味を持つのではないかとい
う印象だ。「中国の夢」について、もう少しご説明
いただけると有り難い。

（泉）
　私も「中国の夢」が中華帝国の復興のようなと
ころに繋がっている可能性は排除できないと思
う。今、習近平主席は国内的な政治状況において、
ナショナリズムの要素を無視できない。勝手な解
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釈だが、彼はナショナリズムの要素をコントロー
ルできず、その弱さゆえ、ナショナリズムによっ
て自己の権威を支えていかざるを得ないのではな
いだろうか。それなら、彼が強くなったらどうな
るかというと、2つの道がある。よりナショナリズ
ムに突き進んでいく道もあれば、問題を逆にコン
トロールできるようになるかもしれない。例えば
南シナ海の問題がある。中国は南シナ海の岩礁に
飛行場を作っているが、あれには莫大な経費がか
かっている。しかも海水を使ってコンクリート工
事をしているから、すぐにボロボロになってしま
う。あのメンテナンスだけでも相当、大変だろう。
それで何がもたらされたかというと、日本や米国
が頻繁に出てくるようになったし、東南アジアの
国々、ASEANの国々も中国に対して警戒を強め
ている。中比仲裁裁判の結果を見れば領土主張と
しても有効ではない。あれだけ莫大なお金をかけ
ているのに、コストと利益が合わない。これには
ある種の矛盾がある。もし習政権が強ければ、もっ
とうまく片付けたのではないかと思う。しかしあ
れは延々とやり続けざるを得ず、もしかしたら今
後も続けざるを得ない。そういう面がある。
　日本は先日、参議院選挙で安倍政権が快勝し、
日本の政権は強くなった。来月、11月には米国で
も大統領選挙があり、新しい、強いリーダーシップ
が生まれる。中国も来年は共産党の第19回全国代
表大会があり、習主席がいよいよ権力を固めてい
く。日、米、中のリーダーが皆、強くなっていく中
で何が起こるかといえば、やはり、三者共に国内
をコントロールできるようになるのではないかと期
待している。それぞれが国内をコントロールして、
それぞれの共通的な利益、実益といったものを固
める時期が来るのではないかと期待している。

（フロア）
　これからの中国の経済発展を考えていくとき、
中国は日、米、欧の技術的な物真似のフェーズを
終えて、中国独自のイノベーションを進めていか
なければいけない段階になるのではないだろう
か。歴史的にみると、独裁国家でイノベーション
が進んだという例はないが、中国人は米国のイノ
ベーションを担っている面もある。そういうとこ
ろも踏まえて、中国共産党の独裁下において、今
後、中国のイノベーションが進んでいくかどうか
ご意見を伺いたい。

（泉）
　先ほどお話したように、中国の経済発展は市場
の問題や政治改革の問題などに密接に絡んでいる

と思う。ある種の政治体制改革が進み、より平等
な社会になった時に、もう一度、中国の株を買う
チャンスが来るかもしれない。しかし、今は学者
たちが自由に発言できなくなっている。イノベー
ションについて言えば、本来であればもっと進め
られるところがあったのかもしれない。一方で、
中国の科学技術論文数が近年米国に次いで2位と
いうことを聞く。そういう方面での力は侮れない
ものがあるだろう。

　加えて一点、申し上げたい。今日は経済の質問
が出なかったが、中国経済を見る時、今の経済改
革の問題とは別に、もう一つの見方がある。1993 
年、分税制という制度ができた。それまで中国の
税金は上納制だった。つまり、地方税しかなかっ
たのだ。それが市場のマクロコントロールをやる
ためには中央財政基盤が必要になるということ
で、税を国税と地方税に二分し、整理した。それが
分税制だ。それ自体は必要な制度だったと思うが、
同時に国有企業改革が行われた。その当時の国有
企業改革を簡単に言えば、それまでのゆり籠から
墓場まで、つまり、住宅、医療、教育、老人福祉ま
でといった企業の責任を、今後は全て地方政府が
やれということ。企業は利益追求に邁進して宜し
いという改革だった。これも経済発展のためには
必要だったが、地方政府の側では、収入は半分、仕
事は倍増という状況になる。それ以来、地方の財
政基盤の脆弱化という問題が大きくなった。中央
は取るものは取るが、後は地方で何とかしろとい
うことだ。そこで最初に出てきたのが、農民から 
いろいろな名目で税を取り立てる乱収費だ。当然、
農民は怒り出し、中央からは乱収費を取ってはい
けないという達しが出る。地方は困り、北京に地
方の大使館のようなものを作り、接待攻勢をかけ
て、自分のところに分配金を持ってこようとした
が、それは腐敗の元だからやってはいけないとさ
れる。さて、どうしようという時に、地方に天才が 
現れた。農民から土地を安く買い上げて、それを
開発業者に転売すれば居ながらにして儲かると言
う。それが「土地財政」だ。今や地方収入の8割が、
そういう土地転がしの利益で成り立っていて、こ
の基本構造がずっと変わっていない。分税制の時
に、地方にきちんとした財政基盤を与えないまま、
中央は自分たちが取りやすい税、伸びやすい税を
取り、地方には取りにくい税、伸びにくい税ばか
りが残った。中国は、地方の財政基盤の抜本的な
改革についても 本腰を入れて取り組んでいかなけ
れば、経済の問題、地方の問題はなかなか解決し
ないのではないかと思う。以上である。
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【閉会】
（JST 倉澤上席フェロー）
　日はいろいろと大胆なご意見や様々な考察をい
ただいた。ありがとうございました。

（了）
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【開会】
（司会：東京都日中友好協会青年委員会 永野）
　ただいまより、汪婉中日中国大使館参事官講演
会ならびに認定NPO法人東京都日中友好協会青
年委員会との対談を始めたいと思います。
　まずは主催者を代表して、認定NPO法人東京都
日中友好協会会長 宇都宮徳一郎よりご挨拶申し上
げます。

【開会挨拶】
（認定 NPO法人東京都日中友好協会会長 宇都宮徳一郎）
　皆さん、こんばんは。認定NPO法人東京都日中
友好協会の宇都宮と申します。本日は大勢の皆様
にこの会にお集りいただき、誠にありがとうござ
います。このたび、中国大使館友好交流部の参事
官であり、大使夫人でもあられます汪婉先生のお
話と、青年委員会の皆さんとの対談という企画を
させていただきました。この会場を使わせていた
だいております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様のご厚意で、共催
という形でやらせていただいております。改めて
感謝申し上げたいと思います。
　実は、汪婉先生のご講演の企画は少し前に一度
あったのですが、汪婉先生のご都合が急遽つかな
くなり、その代わりになんと程永華大使がここで
ご講演をしてくださいました。それも非常に素晴
らしい会でしたが、いよいよ待ちに待った汪婉先
生のお話を伺えるということで、たいへん嬉しく
思っております。日本と中国の関係においては、
国交正常化45周年、再来年は平和友好条約締結40
周年という節目が続きます。我々の次を担う若い
世代も含めてしっかり勉強していかなければいけ
ません。日中間には微妙な雰囲気が漂うところも
ありますが、どうしたらその雰囲気を良くするこ
とができるのか、そういったことについて汪婉先
生から忌憚のないご意見や素晴らしいご提案をい

ただけるのではないかと期待しております。本日
はどうぞ宜しくお願いします。

【第一部　講演】
（駐日中国大使館友好交流部参事官 汪婉）
　皆さん、こんばんは。本日、科学技術振興機構中
国総合研究交流センターの皆様と、東京都日中友
好協会の皆様のご厚意でこの場を提供いただきま
したことを心より感謝申し上げます。今日は金曜
日で、本来でしたら皆様はご家族とご一緒に夕食
を取られる時間ですが、東京都日中友好協会の宇
都宮会長、科学技術振興機構の沖村先生、早稲田
大學名誉教授の毛里先生、松山バレエ団の清水先
生、森下先生、多くの方々にお越しいただきまし
た。本当に感謝しております。ありがとうござい
ます。

　早速、本題に入らせていただきます。当面の中
日関係については双方とも改善しつつあると互い
が認識していますが、その改善は脆いもので、歴
史問題や領土問題を巡って依然として敏感で複雑
な要素が絡んでいるということも認識されていま
す。9月初めに中国の広州で行われたＧ２０サミッ
トでは、習近平主席が安倍総理と会談しました。
両首脳は両国関係を改善し、発展させることに
合意しました。その際、習近平主席は、両国の関
係は今、困難な局面を乗り越えようとしていて、
前に進まなければ後退してしまうような肝心な
段階にあることを指摘しました。そして、両国が
4つの政治文書と2014年 11月に達成された4項
目の原則的合意を厳守しながら両国関係のプラ
ス面を増やし、マイナス面を抑え、矛盾をコント
ロールして交流と協力を拡大していくと言いま
した。安倍総理も、日中が合意した共通認識の精
神に照らして両国の関係を改善し、関連する問題
については中国と対話を続け、金融、貿易、環境

日中のさらなる相互理解のために！～ヒト･モノ･カネから心の交流へ～

PROFILE
汪 婉（おう えん）氏　駐日中国大使館友好交流部参事官
東京大学大学院総合文化研究科修士課程修了、同大学院博士課程修了、博士学位取得。中国社会科学院近代史研究所教授、
上海華東師範大学歴史学部兼任教授。現在、中国大使館友好交流部担当の参事官としても活躍。

2015年10月21日（金）　18：00～20：00開催日時

■東京都日中友好協会共催「汪婉駐日中国大使館参事官講演会・青年委員会対談」
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保護などの分野で協力することを希望すると話さ
れました。
　それにも関わらず、今の中日関係はどうだろう
かと聞くと、大抵の人はあまり良くないと答える
のではないでしょうか。今年3月に実施された内
閣府の世論調査では、中日双方とも、80％くらい
の方が相手国に好感を持たないという結果が出て
います。さらに、9月26日から28日に行われた東
京・北京フォーラムの世論調査によると、調査対
象となった90％以上の日本人が中国に好感を持た
ず、70％以上の中国人が日本に好感を持たないと
いう結果が出ています。しかし、実務レベルの交
流を見ますと、中国と日本との間では、人や物、お
金の流動が非常に活発です。
　まず、物とお金の流動を見ますと、両国間の貿
易額は国交正常化当初は10億米ドルくらいでした
が、2011年には3,000億ドルを突破して3,429億ド
ルとなりました。これは国交正常化当初と比べて
およそ340倍の増加です。しかし2012年以降、領
土問題と歴史問題の影響で貿易額は減少し、2015
年は前年比11％減の3,000億米ドルくらいとなっ
ています。それでも日本にとって、中国は9年連続
で最大の貿易相手であり、中国にとって日本は5
番目の貿易相手となっています。中国は日本の対
外貿易額の20％くらいのウエイトを、日本は中国
の7.5％のウエイトを占めています。
　今、中国には33,390社の日本企業があります。
2012年の領土問題でかなり減少した時期もありま
したが、2015年には2010年時の数字まで回復して
います。今後1、2年間の事業展開の方向性につい
ては、拡大する会社がおよそ38％、現状維持の会
社は51％、縮小は8％、第3国への移転／撤退はわ
ずか1.7％です。先月、9月23日に日本の経団連、
商工会議所、日中経済協会の3団体230名の日本の
一流企業家達が中国を訪問しました。その時、非
常に重要な交流が行われましたが、9月23日付の
日経新聞の見出しは「中国撤退手続き迅速に」で
す。まるで、この3団体、230名の中国訪問が、中
国市場からの撤退手続きの問題を解決するための
ように見えます。これは非常に誤解を招く報道だ
と思いますが、このような報道や、中国経済の下
降リスクを煽り立てる報道の中で、実は多くの日
系企業は、中国市場で非常に冷静かつ地道に仕事
をしています。中国経済のモデルチェンジと構造
調整に素早く反応して、製造業が減少し、ユニク
ロ、無印、イオン、ニトリといった、今後中国が世
界第2位の巨大消費市場になることを狙う企業が
増えています。日本の経済界は、中国の長期経済
成長によって中間層が過半を占めるようになった

事実を非常に重視して、中国消費の行動を先取り 
しようとしています。

　次は人の流動です。両国間の人的往来は国交正
常化当初、双方向で1万人くらいでしたが、2015
年には760万人くらいにまで達しました。特に中
国人観光客については、昨年は500万人近くにも
のぼります。これは中国と日本の往来の歴史にお
いて初めてのことです。日本政府観光局の統計に
よりますと、今年1月から9月までの中国人観光客
の累計が500万7,000人に達しました。去年の499
万人を3カ月早く超えるペースです。
　中国人観光客が抱く日本の印象は非常に良いも
のです。今年の7月、夏休みで中国に帰国したと
き、親戚や友人、同僚などが必ず私に日本旅行に
関する情報を聞いてきました。何故それほど日本
に行きたいのか聞くと、皆が行くから一度は行き
たいとか、日本は一度行くとその後、何度も行き
たくなるからとの答えが返ってきました。このよ
うな話からも、両国の間に2012年のような領土問
題を巡る極端な関係悪化がなければ、中国人観光
客の日本旅行への勢いはこれからも続くと思いま
す。ちなみに両国間を飛ぶ飛行機の便数は一週間
に1,010便です。毎日、約15,000～16,000もの人々 
が両国の空を往復しているということです。ただ
残念なことに、中国を訪問する日本人は年々減少
しています。

　中国と日本の友好都市提携は国交正常化の翌
年、1973年に、天津市と神戸市の間で結ばれたの
をきっかけに、今では361の友好都市提携が結ば
れています。2012年の領土問題によって、国交正
常化以来、両国は最も困難な局面に陥りました
が、2013 年後半から、日本の地方自治体の知事の
皆さんは率先して相次いで中国を訪問しました。
2014年11月に開かれた北京のAPECで、習近平主
席と安倍晋三総理両首脳が会見しましたが、それ
に先立ち、10月に北京で省長、知事フォーラムが
先に開催されました。その流れで2015年には、北
京市をはじめ、中国から20人以上の省長、副省長
が日本を訪れ、友好提携の県と交流しています。
　地方交流の中身も充実しています。日本は地方
創生の必要性から、中国の省、市と非常に積極的
に交流していて、中国も環境保護や医療、先進技
術といった日本の経験を学ぼうとしています。そ
の他分野の交流、例えば文化交流や学術交流、科
学技術分野の交流なども盛んです。本日は早稲田
大学の毛里先生にもお越しいただきましたが、先
生の大学は中国人留学生を一番多く受け入れてい
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るのではないでしょうか。日本にいる中国人留学
生は、2015年は105,507人でした。この数は全ての
外国人留学生の半分を超えています。私は1990年
代に日本に留学しましたが、中曽根内閣による留
学生10万人計画の後から、ここ20年間で毎年平均
10万人くらいの中国人留学生が日本の大学に学ん
でいます。日本の大学の先生方にはたいへんお世
話になっています。ところが一方で、近年、日本の
若い人たちの留学意欲が低下しています。これに
ついては後ほど、青年委員会の皆さんとの対談で
も触れたいのですが、この表を見て下さい。これ
は各国からの米国への留学生数を示しています。
1990年代は日本がトップで4万人くらい、中国は
その次でした。2000年前後になると中国がトップ
になって日本は第3位、それでも4万人くらい増え
ています。しかし、2010年になると中国は約15万
人で第1位、第2位がインド、日本は7位で2万人
くらいになってしまいました。1990年代に比べて 
2000年代には半減したということです。2013年の
データでは、やはり中国が27万人でトップです。
日本は第7位で2万人にも足りません。この表から、
日本の若い人たちの海外に出る意欲がなくなった
ことが明白です。それでも、中国として少し嬉し
いのは、2012年に中国へ行く日本人留学生数が初
めて前年を超え、しかも初めて米国への留学を超
えました。中国が日本にとって、また若い人にとっ
ても重要な国だという認識の表れではないでしょ
うか。

　次に、文化交流といえば、今日、お越しいただい
た松山バレエ団の清水先生、森下先生は国交正常
化前から両国の文化交流のために大きな貢献をし
てくださっています。バレエ文化を通じて、中国
と日本の相互理解のために大変ご尽力いただいて
います。私たち後輩は両先生に敬意を表すととも
に、このような努力をしなければならないと思っ
ています。
　その他、日常生活においても、北京には大きな
日本料理屋ができましたし、銀座には北京ダック
の専門店もできています。

　このような成果があり、両国の間に人、物、お金
がこれほど活発に流動していて、殆どの日本企業
が中国市場と関わり、殆どの日本国民の日常生活
が中国の要素と何かしら関連しています。それな
のに何故、信頼関係がつくれないのでしょうか。
確かに両国の間には複雑で敏感な問題が存在して
います。近隣の国、しかも何千年以上も付き合っ
てきた国同士の間に矛盾や問題が一切、存在しな

いということは有り得ません。重要なのは「小異
を捨てて大同に就く」ことだと思います。国交正
常化前後から卓球外交というものがありました。
日中友好協会の年配の方々は、卓球外交について
私より非常にお詳しいと思います。「小さなボール
が 地球を動かす」という言葉もあります。それが
できたのは、当時「小異を捨てて大同に就く」こと
ができたからだと思います。しかし現在、中日間
に3,000億ドル以上の貿易額と700万人以上の人的
往来、300以上の友好都市締結など、両関係がこれ
ほど進化しているにも関わらず、信頼関係がつく
れていません。それは「小異を捨てて大同に就く」
ことができなくなっているからです。両国関係が
大いに発展してきた現在、お互いがライバル関係
になり、プラス面を増やしマイナス面を抑えると
いうことができなくなっています。歴史問題にし
ても領土問題にしても、決して新しい問題ではあ
りません。国交正常化当時から存在した問題です。 
それでも両国は45年間にわたり各分野の交流をこ
こまで発展させてきました。
　1900年代、2000年代を通じて中国は飛躍的に発
展し、2010年には中国のGDPが日本を超え、世界
第2位の経済大国になりました。それ以後、両国
の間では対立する面が突出し、協力する面が後退
してしまいました。各分野における協力が進化す
るにつれて、人間の付き合いと同じように、付き
合いが多くなればなるほど、相互理解が深まる一
方で問題や摩擦も表れてくると思います。今、日
本は中国からの投資や観光客を歓迎する成長戦略
を取っていますが、日常的に生じる摩擦も少なく
ないでしょう。このような摩擦は国民感情にも影
響を与えています。お互いが模索しながら慎重に
推 し進めなければなりません。個別問題は一つ
一つ解決することが可能だと思います。例えばメ
ディアを通じて煽り立てるよりも、近隣である中
国と日本が、海、空、領土を巡った危機管理メカニ
ズムをきちんと作らなければいけません。今日の
日本の新聞各社の一面トップには、中国とフィリ
ピンとの南海問題が棚上げで解決という報道があ
りました。日本政府はここ1、2年間、非常に興奮
していて、フィリピンに巡視船まで提供し、南海
問題に介入しようとしていました。しかし、やは
り問題は当事者双方が対話で解決することが重要
です。紛争より協力ではないでしょうか。昨日の
中国、フィリピンの両国首脳会談では、経済貿易、
麻薬犯罪対策、テロ対策など13の協力文書に署名
されました。ドゥテルテ大統領が中国に行く前に
フィリピン国内で演説した内容の一つに、私は非
常に考えさせられました。フィリピンの外交政策
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が西側諸国に翻弄されていることにうんざりして
いるという発言です。

　私は、これからお話する2つの問題を解決しな
ければ、中国と日本は信頼関係をつくれず、真の
協力関係もつくれないと思います。問題の一つは、
日本で近年流行っている価値観外交です。つまり、
中国は西側民主主義と異質の共産党政権で社会主
義の国だから、排除しなければならないという価
値観です。二つ目の問題は、急速に台頭する新興
国である中国が、これまで西側諸国が作ってきた
既成秩序を破壊しようとしている、それを防ぐた
めに中国を抑えなければいけないという考え方で
す。このような先入観で対中国姿勢を取れば、日
本は中国と信頼関係がつくれないと思います。
　先ずは価値観外交ですが、私はよく本屋を回り
ますが、同じ論調の本が少なくありません。対中
国牽制とか対中国包囲網というような言葉が並
び、日本外交戦略の中心的概念は中国を牽制する
ところにあるかのように見えます。このような、
頭から中国が価値観を共有できない国、民主主義
の国ではないと断定し、排除しようという論調は
良くないと思います。今のグローバリゼーション
の世界潮流にもふさわしくない論調ではないで
しょうか。一国がどのような主義をとるかはその
国の自由です。それを配慮することが先進民主主 
義の表れではないでしょうか。価値観を押し付け
ること自体が非民主主義だと思います。各国の文
化や歴史、発展段階の違いに配慮すべきです。一
国がどんな主義を取るかはその国の国情、人情、
社会の実情を考えなければなりません。
　中国の国情の複雑さは日本に比べて天地の違い
があると思います。中国の面積は日本の約25倍、
人口は13倍以上、単一民族ではなく56の民族で構
成されています。日本は国民の教育レベルも、各
地の経済発展の度合いも、医療、社会福祉のカバー
率にしても世界でも稀な高水準の国です。逆に中
国は多様性、格差が非常に大きい。
　中国政府は今年3月に発表した第13次五か年計
画で、イノベーション、協調、グリーン、開放、共
有という5つの発展理念を打ち出しました。その
中の共有については、国民生活レベルの向上を目
指すとともに格差を解消するということも大きな
課題になっています。今、中国政府は貧困人口の
存在を隠そうとはしません。購買力平価で一日あ
たり2.2米ドル未満の貧困人口はおよそ7,000万
人もいます。フランスの人口は6,020万人だから、
7,000万人といえば先進国一国の人口にあたる数
字です。9月の広州Ｇ２０サミットで、習近平主席 

は2020年までに5,700万人の農村部貧困人口の貧
困脱却を何とか実現したいと表明しました。
　今年の夏、私は大使と帰国し、甘粛省、中国では
西北部の非常に貧しい農村地域なのですが、そこ
の農村へ行って、貧困脱却が実際にどのように実
施されているか見てきました。中国の農村部に集
中する貧困人口にとって、民主主義は重要です。
しかしもっと重要なのは、いかに衣食住を与える
かです。ここで、外交官として中国に3回駐在し、
長年にわたって中国を研究してきた宮本雄二元中
国大使の言葉をお借りしたいと思います。「中国
という国を理解することは実に難しい。その原因
はとてつもなく多様で巨大な国が猛烈なスピード
で変化しつづけているという、その事実そのもの 
にある」。多様性に富み56の民族から成る13億の
国民を率いて、中国は近代化を実現し、グローバ
リゼーションの世界潮流の中で世界第二位の経済
大国にまで成長しました。人類はこれまでにこの
ようなことを経験したことはありません。中国が
今、歩んでいる道は誰も歩んだことのない道です。
多くの先進国の人口は大体が何千万人規模で、し
かも教育レベルの高い国民に恵まれています。民
主主義が万能かのように主張していますが、それ
でも最近の英国のように、国民投票によってEU
から離脱したということがあります。民主主義に
よって行われた国民投票が、欧州の安定や世界経
済に与える影響は深刻なものだと思います。EU
に留まるか否かというような、高度な知識を必要
とするテーマを国民投票にかけることにより、予
想外の結果が表れたのです。メイ新首相は、10月
の大会で出したメイ革命で、リバタリアンと社会
主義のいずれも拒否し、政府が然るべき役割を果
たして国家を復権するという新たな中道を打ち立
てました。一方で中国は、自由、平等、人権、民主
といった、いわゆる人類の普遍的価値を尊重して
います。努力もしてきました。その努力の成果は
今の中国と昔の中国の違いから一目瞭然です。ま
た、今までの“普遍的価値”以外の価値があっても
良いと思いますし、それを補完することもできる
と思います。

　もう一つの問題は、新興国である中国の急速台
頭によって、先進国が戦後築いてきた既成秩序が
破壊される危険性があるから、価値観を共有する
先進国が連携して中国を抑えるという論調です。
今、中国は世界中と大きな依存関係にあります。
特に米国との関係において、経済の相互依存は空
前のレベルにまで高まっていて、日本との相互依
存関係より遥かに高いレベルにあります。また中
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国は、欧州諸国やASEAN諸国とも非常に密接な
関係を築いています。冷戦時代とは異なる特徴が
あるということに注意をしなければいけません。
世界の120カ国で中国との貿易額は第1位になっ
ています。中国は秩序の破壊者ではなく、常に共
に発展、共に繁栄と呼びかけています。
　先進国では国内市場が縮小し、人口が高齢化
し、人口減少によって高い成長が難しくなりまし
た。そのような時期に、先進国はグローバリゼー
ションを世界に提出しました。そして人口大国で
ある中国やインドの高成長は世界貿易の拡大を生
み、世界全体のGDPを引き上げました。先進国も
新興国の成長を活用しながら、さらなる成長戦略
を打ち立てています。日本もそうです。ところが
結果から見ると、グローバリゼーションは中国、
ブラジル、インドなどの急速な経済成長を促して
新興国の台頭を生み出しました。西側先進国の経 
済力が圧倒的に大きい時代が終わり、新興国の国
力が増大し、先進国と新興国の相対的バランスが
変わってきています。一つの象徴として、アジア
では2010年に中国のGDP総額が日本を超えて世
界2位の経済大国となりました。

　中国の飛躍的な台頭をみて、日本国内では、中
国が覇権を求めていて他国と衝突するリスクがあ
るという論調や中国脅威論が盛んになっていま
す。中国とフィリピンの南海問題を煽り立ててい
るのも同じ目的だと思います。私は大使とともに
日本各地を訪問し、多くの方々にお会いしました。
日本の方々からいろいろな質問をいただきました
が、中国をどう見るべきか、中国の発展をどう捉
えるべきかという質問が一番多いです。皆さんの
関心のあるところをまとめてみますと、やはり中
国の発展が日本にとってチャンスなのか脅威なの
かということです。長い間、日本国内では中国を 
パートナーとするかライバルとするか、中国の発
展をチャンスとみなすか脅威とみなすかというよ
うな論争が繰り返されていました。私は1989年、
天安門事件の時に日本に留学に来ました。今でも
覚えていますが、日本を含む西側諸国の当時の新
聞は、中国が必ず分裂崩壊すると予言していまし
た。ところが中国は崩壊するどころか急成長を遂
げ、ついに世界2位の経済大国になったのです。
　中国の目覚ましい経済発展に対し、日本が大い
に支援し貢献したことを忘れてはなりません。感
謝すべきことです。1978年12月に鄧小平が中国の
改革開放政策の方針を定め、1979年から当時の大
平内閣が対中ODAをスタートしました。2013年
度までの有償資金協力、無償資金協力、技術協力

を合わせると、総額約3兆円以上のODAとなりま
す。中国にとって、外国からの支援の中で一番大
きなものです。このODA事業では、中国に道路や
航空、発電所といった大型経済インフラ施設や、
医療、環境分野のインフラ整備のための大きなプ
ロジェクトが実施され、現在の中国の経済成長が
実現される上で本当に大きな役割を果たしてくれ
ました。それによって中国と日本の経済協力関係
も深化しました。中国の発展に伴い、日本社会で
は中国チャンス論が主流の意見となる時期もあり
ました。それは両国の関係が比較的良好に安定し
ていた時期です。しかし近年になって、中国脅威
論、さらに中国の脅威を口実に、日本が戦後歩ん
できた平和発展の道を変えようとする動きがあり
ます。中国脅威論は日本の安保法案成立の重要な
理由ともなりました。

　2013年3月に習近平主席が就任してから、いろ
いろな場で「中国は強国になると必ず覇権的にな
るというロジックを受け入れない。中国人の平和
を愛する伝統的精神はDNAに根差したもので、
覇権を求める遺伝子はなく、各国人民と共に平和
発展を進めることを望んでいる。人間に空気が必
要なのと同じように、中国のこれからの更なる発
展のためには、第一に安定した国内環境、第二に
平和的な国際環境が必要だ。中国が平和的発展の
道を歩むことは一時的な処置でも外交辞令でもな
く、長い歴史、そして現実と未来を踏まえ、冷静な
判断から得た客観的結論だ」。非常に懇切に言って
いると思います。特にアジア各国との関係につい
て、習近平主席は「遠くの親戚より近くの隣人」と
言い、中国の近隣諸国に対する外交理念を「親」（親
善）、「誠」（誠実）、「恵」（互恵）、「容」（包容）だと
説明しました。中国と日本は隣国として2,000年
以上付き合っています。2,000年の経験があれば、
日本にとって中国が平和の国なのか脅威の国なの
か、日本人は十分に判断できるはずだと思います。
長い歴史において、日本が鎖国政策を取ったり開
国政策を取ったりしても、温厚な隣国から戦争
をしかけてきたことは一度もありませんでした。
EU28カ国の2.2倍、人口でいえば2.7倍の中国が
巨大国家になったのは、人口の90％以上を占める
漢民族が武力によってつくり上げたからではあり 
ません。漢字、儒教、文化の力で各民族を融合しま
した。経済交流によって、今のような56の民族か
ら成る巨大な中国をつくり上げたのです。アジア
にとって、近代の到来は、西洋が価値観、先進科学
技術、文化など、武力を背景にした圧力によって
東洋に押し付けてきた事実は否定できません。日
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本のペリー来航、中国のアヘン戦争といった事実
はそれを物語っています。しかし、中国から日本
に入った漢字、儒教、お箸など、あらゆる中国要素
は、何一つ中国が武力によって押し付けたもので
はないのです。現実として、日本に存在する軍事
関連の全てのもの、基地や空母、戦闘機にしても
何一つ中国のものはありません。中国のものとい
えば、ご来場の皆さんが着ている服、お持ちの鞄、
メモ用の文房具にMade in Chinaがあるかもしれ
ません。私は講演するたびに、中国の「親善」、「誠
実」、「互恵」、「包容」の外交政策を紹介しますが、
来場者の方々から、中国は口だけだと批判された
こともあります。幸い、2014年から中国は「一帯
一路」構想を出し、近隣諸国と共に発展するよう
呼びかけています。さらにAIIBの設立など、近隣
外交理念の具現化を迅速に推し進めています。中
国が主導するAIIBは57カ国が創設メンバーとし
て参加しています。この中にはＧ７のメンバー国
から英国、ドイツ、イタリア、フランス、オースト
ラリア、カナダの5か国が入っています。現時点で
は日本は参加を決定していませんし、最近日本で 
は中国の台頭により日本が周縁化される恐れがあ
るという話も出ていますが、しかし、中国は日本
のAIIBの加入を歓迎すると、非常に早い時期に表
明しました。日本はAIIBの出資比率や融資基準な
どについて外であれこれ言うよりも、中に入って、
当事者として議論していく方が建設的だと思いま
す。中国主導のAIIBは既存の世界銀行、国際通貨
基金、アジア開発銀行などの国際開発金融機関と
対立、競争するものではなく、相互補完する関係
だと中国は表明しています。AIIBの設立目標は、
アジア地域のインフラ建設を推進し、地域協力の
強化および地域、国家の共同発展を実現する こと
だということも表明しています。特に日本は対外
開発援助の分野において、戦後、長い歴史を持ち
ますし、豊かな経験とノウハウを有しています。
中日双方はインフラ、国際産業協力などの分野に
おいて競争相手として互いに排除するのではな
く、互恵、win-win関係を構築するべきですし、そ
の余地も十分に大きいと思います。アジアでは戦
後、日本一国だけが発展した時代がありましたが、
今はアジア各国がともに発展する時代です。グ
ローバリゼーションが進む中、各国の関係はます
ます密接になり、特に地域隣国との互恵関係と切
り離すことはできません。世界では中国だけで な
く、様々な国が力を付けています。それを台頭、脅
威と捉えるのではなく、むしろ自国の発展にとっ
てのチャンスとして共に発展、共に繁栄するという
広い胸襟を持つべきではないでしょうか。

　日本はアジアの先進国として、長い間、中国に
対して、責任のある国になれと促してきました。
今、ようやく中国が責任のある国としてその役割
を果たそうとしています。日本が善意を持って理
解し、支持することができるかどうかが注目され
ています。
　予見しうる将来、中国と日本は世界第2位と第3
位の経済大国であり続けるでしょう。米国以外に
1億を超える人口を持つ先進国は日本以外にあり
ませんし、日本は英国、ドイツより広い国土を持っ
ています。先ほども言いましたように、殆ど全て
の日本企業が中国市場と関わり、中国経済の動向
は日本の株式市場にまで影響を与えています。中
国と日本とは正真正銘の隣国、隣人です。両国の
間に困難な課題は少なくありませんが、やはり戦
略的互恵関係にも基づき、両国の相互利益につい
て、より多くの話合いを持ち、協力できることに
ついてはそれを促進していければよいと思いま
す。例えば環境問題、エネルギー問題、社会福祉問 
題、地方開発課題など、中国と日本が一緒になっ
て知恵を出し合い、解決していく努力をしなけれ
ばなりません。そのためにも両国民の相互理解が
重要です。双方が誠意を持ち、徳を持って接する
ようになれば、世々代々にわたる友好を実現する
ことができると思います。
　時間になりましたのでこれで終わります。ご清
聴ありがとうございました。

【第二部　対談】
（永野） 
　汪婉先生、ありがとうございました。
　これより第二部の対談に入ります。東京都日中
友好協会青年委員会の伊藤洋平委員長、中村佑副
委員長、お願いします。

（伊藤） 
　皆さん、こんばんは。東京都日中友好協会青年
委員会で委員長を務めさせていただいております
伊藤と申します。宜しくお願いいたします。
　これから汪婉先生と対談させていただきます
が、何故、私たちがということで、少し自己紹介を
させていただきます。私の中国とのきっかけは、
2012年に日中友好協会の奨学金をいただいて北京
に1年間、留学したことに始まります。丁度、尖閣
諸島国有化の報道があった9月11日に中国に降り
立ちました。一番厳しい時期を現地で、しかも中
国語が話せない状況で過ごしましたが、現地の人
達に非常に良くしていただきました。帰国してか
ら何か中国に恩返しをしたい、関わらせていただ
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きたいと思い、東京都日中友好協会に入らせてい
ただきました。

（中村）
　皆さん、こんばんは。東京都日中友好協会青年
委員会で副委員長を務めさせていただいておりま
す中村と申します。今日は宜しくお願いします。
　私自身の中国との関わりは、高校生の時に親善
使節団として中国に行ったことがきっかけです。
北京で初めてホームステイを経験しましたが、そ
の時に2つの驚きがありました。一つは、私は当時、
学校と家が自分の世界の全てだったのですが、中
国に行って、言葉の違う人や習慣がこれほど違う
人が世の中にいるのだという当たり前の事実に純
粋にいろいろと驚いたということです。もう一つ
の驚きはその逆で、ホームステイを経験した中で、
これだけいろいろと違うのに、どこへ行っても家
庭は暖かいのだということが分かったり、当時の
高校生らしい悩み、例えば恋愛とか将来に対する
不安といったものが、日本人であれ中国人であれ
変わらないのだということが分かったりしまし
た。その2つが衝撃的でした。それがきっかけで、
しばらくは一人で日中友好活動をしていたのです
が、ある時、西東京市日中友好協会に縁があり、そ
こに参加することになりました。そこで交友の範
囲が広がり、公費留学のことを知って、私も日中
関係が非常に紛糾していた時期に武漢大学に留学
しました。日中関係が悪かったので最初はとても
緊張していたのですが、実際に行ってみると、む
しろ私の周りの99％の中国人の人達は気遣ってく
れたことに驚きました。帰国した時に違和感のよ
うなものを感じ、我々が経験したことをきちんと
日本に伝えていきたいと思い、この活動を始めた
ところです。
　青年委員会が何をするところかということを紹
介したいと思います。結成は2014年の夏ですが、
我々の交流自体は2012年から始まっています。
先ほどの思いもありますが、日中交流のプラット
フォーム、特に若者のプラットフォームになりた
いという思いで活動しています。そして、その先
として、日中友好の青年を増やしていきたいとい
う気持ちで活動しています。メンバーは流動的
で、仕事でなかなか活動できない人もいるのです
が、大体10名くらいで活動しています。伊藤さん
のように会社を経営している方とか私のようなサ
ラリーマンとか、女性、男性、日本人、中国人問
わず、雑談しながら賑やかに活動している組織で
す。具体的に最近の主な活動を紹介しますと、例
えば汪先生に我儘を申し上げて、中国大使館の若

手外交官と交流したいという話を実現していただ
きました。日中友好春季セミナーとして、日本の
若者と中国大使館の若手外交官が20名ずつ伊香
保温泉に一泊で行き、日中友好について熱く語り
合うという交流です。これはその時の、今後、我々
は何をしていくのだというプレゼンをしている様
子です。こういうイベントもやりましたし、孔子
学院のお世話になって、韓国も含めた日中韓で若
者フォーラムというものを開いて、お互いの国で
生活していくときの辛いところや面白いところを
語り合いました。その他、言語交流会をしたり、
訪中団に参加したり、JST様はじめいろいろなと
ころと座談会をしたり、留学生の説明会に参加し
たり、駅伝大会をやったり、今回のような講演会
のようなこともやっています。以上が我々、組織
の概要です。

（汪）
　東京都日中友好協会の青年委員会は中国と日本
の関係が改善される前の、2014年の夏、一番大変
な時期に設立されました。先ほど紹介されたよう
に、委員長の伊藤さんと副委員長の中村さんが非
常に積極的にいろいろな交流活動を通じて努力さ
れています。私も、中国大使館の若い外交官と青
年委員会の皆さんと、相互理解を深めるためのセ
ミナーをしましょうということで、去年と今年、2 
回やりました。私も参加しましたが、皆さんの意
見交換が実に新鮮な内容で驚きました。啓発され
たところも多いです。お二人をはじめ、これまで
努力された方々に感謝申し上げたいと思います。

（中村）
　ありがとうございます。今日は主に青年交流の
観点でお話したいと思います。汪先生としては、
今の青年交流をどのようにみていらっしゃいます
でしょうか。

（汪）
　先ほど講演の中で、中国と日本では近年、人的
往来が盛んだということを紹介しました。中国か
らは去年500万人近くが日本に来ていますが、中
でも若い人が非常に目立っています。日本や日本
人に対してもっと知りたいという若い人が多い
のです。それに比べて、日本の若い人はあまり中
国へ行く意欲が無さそうだというのが率直な印象
です。ここで紹介したいのは、安倍総理が打ち出
し て日本の外務省が行っているGENESYS2.0と
いうアジアの青年交流のプロジェクトです。実に
素晴らしい交流プログラムです。2013年7月、両

H28_CRCC研究会講演録.indd   77 17/06/14   17:58



78 JST  中国総合研究交流センター（CRCC）

CRCC研究会講演録　平成28年度

国関係が大変難しい時期に再開されました。去年
は3,000人ぐらいの中国の青年が招へいされてい
ます。最初は大学生だけでしたが、徐々に若い公
務員など、各分野の青年をカバーしています。ま
た、私は母子手帳の普及活動に尽力されています
福田元総理の奥様、福田貴代子夫人と一緒に活動
をしていますが、日本の母子手帳システムの素晴
らしさを中国も是非、学びたいということで、中
国から50名くらいの母子保健分野の若い幹部が 
GENESYS2.0のプロジェクトで代表団として来日
しました。先日は「中国各民族青年友好交流団」 が
60名も来日しました。ここには中国の56の民族の
全てが入っていて、たいへん驚きました。素晴ら
しい仕事だと思います。それに啓発されて、中国
大使館も2014年から日中友好協会本部の協力を
得て、日本の大学生を中国にお招きするというプ
ロジェクトをスタートしました。始めは誰も応募
しないのではないかと心配していましたが、多く
の大学生が応募してくれました。2014年は100名、
去年は800名ぐらい、今年は1000名を超えると思
います。帰国後の感想文で印象深かったのは、一
緒に北京の青空を見に行きましょうというタイト
ルの作文でした。そこでお二人にお聞きしたいの
ですが、何故、日本の若い人はあまり海外に出た
くないのですか。

（中村） 
　私たち二人は海外に行きたがるタイプなので、
私たちはそういう中には属さないのですが、最近
よく聞くのは、日本人の若者は内向き志向だとい
うことで、それを感じます。私たちはよく留学し
ようとしている日本人に向けて中国の話をする機
会があります。その時に学生さんたちに日本の留
学事情を聞くのですが、留学しない人たちの理由
については、一年、留学することによって就職が
遅れることに不安を感じている人がいるようで
す。また、日本にかなり充実した学習環境がある
のに、何故海外に行かないといけないのかという
人もいます。それから経済的な不安を感じる人。
このように、なかなか海外に行きたがらない人も
多いのですが、留学するといっても米国、ヨーロッ
パなどいろいろな地域があります。今度は私から
汪先生に伺いたいのですが、いろいろな留学先が
ある中で、中国を選ぶことのメリットや魅力につ
いて教えてください。

（汪）
　日本の重要な節目の時期を例にお話したいので
すが、例えば明治維新の時期には岩倉使節団をは

じめとして多くの使節団が欧米に派遣され、進ん
だ経験をいろいろと学びました。たくさんの若
い人が欧米に留学し、派遣され、それはその後の
日本の発展に大きな役割を果たしました。日本の
戦後の高度経済成長期にもたくさんの若い人、皆
さんの親世代、今の70代の方々が欧米に留学しま
した。彼らは今の日本を作り上げた人たちです。
それで、今、何故、中国かということですが、今は
グローバリゼーションの時代で海外へ若い人が出 
ることは非常に重要です。将来、皆さんが社会の
中堅を担う時には世界が舞台となって、世界の人
達と付き合うことが日常的なことになります。だ
から重要だと思います。中国ですが、日本の隣に
あるこれほど巨大な国が、今、飛躍的に発展して
います。日本の若い人たちが中国を自分と無関係
だと思うことを私は理解できません。最近では伊
藤忠商事が新しい社員を採用するときに、中国語
ができることが条件になっています。先日、東大
のHome coming dayがありました。東大校友会の
役員の皆さんは一流企業の会長、社長の方々が多
いのですが、その時に聞いた話に驚きました。その
方々の若い時に中国語を学ぶ人は一流ではなく、
中国事情はどうでもいいと思われていたというの
です。日本の高度経済成長期の頃だと思います。
しかし、今日になって、中国語のできないことが
不便で弱点だと思っていて、中国事情をもっとい
ろいろ知りたいと言っていました。つまり、今、日
本にとって中国は重要な国だということです。留
学先として特段、中国が重要だとは言いませんが、
何故、中国が重要かと問われればそう答えます。

（伊藤）
　今の経済的に、中国は大きくて非常に重要だと
いうお話でしたが、一方で、こういう日中友好活
動をしている私のところに企業の声というものが
あまり入ってきません。何故だろうと思うと、ユ
ニクロ、ニトリ、無印といった企業が中国で発展
する中で、それが進むと日本の企業がもっと中国
に進出してしまって、比較的独占的に利益をあげ
ているところに、わざわざ競争を呼び込むような
環境を企業は作りたがらないのではないかと思い
ました。その点はいかがでしょうか。

（汪）
　それは初耳です。むしろ、今の経済界は政治と
距離を置くというのが一般的な議論だと思いま
す。政経分離という表現もありますが、経済は経
済、政治は政治で、経済界はあまり両国関係の政
治のことにタッチしたくないという面がありま
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す。国交正常化前後やその後の紆余曲折な両国関
係において、昔の経済界の重鎮の皆さんが勇気と
責任感、使命感を持って表に出てアドバイスをし
ていたのが素晴らしいと思います。いまはちょっ
と違います。経済界だけでなく、例えば、地方は
地方、中央は中央という言い方もあります。地方
創生のために観光客の誘致や、交流はしますけど、
政治のことにはタッチしたくない。学者も、学術
は学術で政治とは関係ないと言います。しかし、
例えば2012年の領土問題をめぐる関係悪化を思い
出してほしいのですが、どんなに政治と無関係と
は言っても、経済を始めいろいろな分野の交流が
悪影響を受けました。私はやはり政経分離ではな
く、皆が責任感を持って信頼関係を作るために努
力することが健全だと思います。

（伊藤）
　そのような政経分離の話はあるのですが、一
方、経済というところから見ると、私たち世代は
日本が豊かになってから生まれた世代です。ある
程度豊かな状況が当たり前という中で、経済第一
というよりも生活第一というか、少し価値観が変
わってきているようなところがあります。私たち
も仕事とは別に日中の友好活動をしています。そ
ういったところで、経済ではなくお金ではないか
らこそ実現できる友好があるのではと思うのです
が、そういう部分ではどうでしょうか。

（汪）
　内容の無い友好、内実を伴わない友好は無いと
思います。例えば経済活動を通じて友好を結ぶ、
文化活動を通じて友好を結ぶ、科学技術の活動を
通じて友好を結ぶということです。ビジネスを通
じてというのはただ単に利益を求めることではな
いでしょう。反対に、友好に関して聞きたいので
すが、交流は第一のステップとして、第二は交流
を通じての相互理解となりますが、その次は信頼
関係と友好のどちらでしょうか。友好と信頼はど
ちらが先に来るのでしょうか？

（中村） 
　ケースバイケースだと思います。私も日中友
好と言われた時に、汪先生がおっしゃったよう
に、まずは会うことが必要だと思いますし、それ
によって相互理解が深まって信頼が醸成されるの
だと、まさに実感しているところです。我々メン
バーはそこの段階までいっていると思いますが、
そうでないところもあると思います。例えば、私
が留学していた時に父が武漢に遊びに来ました。

父はメディアの情報しか知らないので、私がいな
ければ中国には来なかったと思います。中国に来
て一緒にいろいろなところを見て回り、普段私が
お世話になっている中国人の人たちと交流したの
です が、父は私を介して初めて中国の人達と会
話して握手して、一緒に笑ってということを通じ
て、中国に対する印象がとても変わったようです。
また武漢という町には、父の青春時代だった高度
成長経済期を思い出させるようなところがあるら
しく、私が留学を終えて実家に帰った後も、父が 
CCTVでニュースをみるようになりました。180 
度近く変わったと思います。だからまず、会うと
ころ。そして一回会うだけでなく、何度か会って
いるうちに相互信頼が生まれると思うので、そこ
に友好が生まれるし、そういうところの役割を果
たしたいと思っています。委員長はいかがでしょ
うか。

（伊藤）
　友好について言うと、私たち世代は、かつて国
交正常化という世代と価値観が変わっていると思
います。友好とは強制されるものではないと思い
ますし、強制できないししたくもないと思います。
会う機会、交流する機会をつくるのが大事だと思
います。信頼関係を無理やりつくろうとは思わな
いし、私たちがやるところというのは、そういう
機会の提供なのではないかと感じています。

（汪）
　大先輩方は中国とのパイプがほとんど無かっ
た国交正常化前後の時代に日中友好を行い、あら
ゆる分野にパイプを作りました。それが今の日中
間の成果となって、経済、科学技術、教育、文化と
いったあらゆる分野の人脈が、この45年間でしっ
かり出来上がっています。その時の日中友好協会
の友好とは何なのかといえば、私はより深い信頼
関係をつくることだと思います。皆さんが経済の
ためのルートを作る必要はもうありません。日常
の中で会う中国人、あるいは中国を旅行した時の
こと、あるいは中国への留学をきっかけに、中国
を認識し、理解を深め、友好感情がわくというの
がいいと思います。少し文句を言いたいのですが、
日本のメディアは中国の全体像を反映していま
せん。偏った報道が多いです。日本の一般国民の
中国に対する認識にあまり良い影響を与えていま
せん。もう少し客観的に中国を認識することが必
要です。そして、それは中国も同じです。中国も
客観的に日本を認識することが絶対に必要だと思
います。
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（中村） 
　まだまだ伺いことがあるのですが、時間が過ぎ
てしまっていますので、最後に伺わせていただき
ます。先ほど、我々の活動について有難いお言葉
がありましたが、今後の青年委員会の活動に対し
てアドバイスをいただきたいと思います。

（汪）
　東京都日中友好協会は若い会長、宇都宮会長は
じめ、本当に若い会員が多い日中友好協会で、そ
の点でもとても感心しています。2014年に青年
委員会も作られました。今の日中友好協会は、日
本の一般社会では弱体化、周縁化、高齢化などと
言われています。皆さまのような若い方々にどん
どん入ってきてほしいと思います。もう一つ、私
が各地の日中友好協会のイベントや交流活動に参
加して大きく感じたことがあります。日中友好協
会は孤立していません。毎年の総会や新年会には
必ず知事がいらっしゃいますし、地元の国会議員 
や県会議員、市会議員、商工会の方々など、各分野
の方々が応援してくれています。今日お越しの渋
谷日中友好協会の坂田和子さんが私におっしゃっ
た一言にとても啓発されました。「行政、議会、日
中友好協会の三位一体でやりましょう」というも
のです。とても素晴らしいと思いました。実は先
日、中国大使館で「錦秋交流の夕べ」という催しを
三年連続で行いました。程永華大使が中国大使館
を代表して主催し、東京都の知事あるいは副知事、
議長、23区区長、議長、各市の市長、議長、それか
ら東京都日中友好協会の皆さんが一緒になって交
流する夕べです。この発想は坂田さんからいただ
きました。皆さんとのお付き合いの中で、本当に
多くの素晴らしいアイデｲアをいただきました。青
年委員会の方々からもいろいろなアイデｲアを出
してほしいです。今後、相互信頼関係をどのよう
に作っていくか、いろいろな意見をいただきたい

と思います。

（中村）
　ありがとうございます。まだまだ伺いたいこと
はたくさんありますが、ここまでとしたいと思い
ます。今回の企画のために汪先生には休日にご出
勤いただいたり、お仕事の後に深夜までお話させ
てもらったり、たくさん時間を割いていただきま
した。今日は本当にありがとうございました。

（永野）
　我々、日中友好活動の新たな意義を見出してい
くということ、また、我々もメディアとして情報
を発信していくという新たな課題をいただいたと
思います。今一度拍手をお願いします。ここで東
京都日中友好協会の副会長である渡辺より花束を
贈呈させていただきます。

～花束贈呈～

　それでは閉会挨拶といたしまして、本日のイ
ベントを共催いただきました国立研究開発法人科
学技術振興機構特別顧問の沖村憲樹様よりご挨拶
申し上げます。

【閉会挨拶】
（科学技術振興機構 沖村特別顧問）
　汪婉先生には日ごろから大変お世話になってお
りまして、今日はこのイベントに共催させていた
だきましてありがとうございました。折角の機会
なので、お配りしたパンフレットの紹介をさせて
いただきたいと思います。
　一つは中国総合研究交流センターです。私がこ
の組織の理事長だった時につくりまして、ずっと
日中交流活動をやっています。WEBサイトをつ
くっていまして、日本人の方には「Science Portal 
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China」という一日 3万人くらいの閲覧がある
サイトがあります。「客観日本」という中国語の
WEBもつくっていて、これも5～ 6万人の方に
見ていただいています。先ほど、汪婉先生からメ
ディアが宜しくないというお話がありましたが、
この二つのWEBサイトには白書を掲載していま
して、日中双方が知る必要があると我々が考えた
ものをデイリーで載せています。
　もう一つは、3年前から始めている「さくらサ
イエンスプラン」というプログラムです。私は
ずっと中国問題をやっていまして、やはり人と人
が交流する必要があると、それが一番大事だと思
いまして、先ほどの話ではないですが、会えば仲
良くなる、中国に行けば、日本に来れば、それぞ
れの国をきちんと知ることができると思いまし
た。このプログラムは1週間から10日程度、若い
40歳以下の青少年に日本に来てもらい日本の科
学技術に触れてもらうというプログラムです。始 
めたのは3年前ですが、初年度は3,000人、去年
は 4,000人、今年は5,000人で累計12,000人の人
たちを日本にお呼びしました。その内、中国の方
は35～36％、4,500人くらいになると思います。
多くの方に来てもらいました。大学と大学、高校
と高校といったように、いろいろな組織が仲良く
なる、仲良くなってその関係を強化して、それを
続けるという構想です。草の根活動と呼んでいま
す。来年は倍の1万人を要求していまして、私の
将来構想は3 万人です。今はアジア35カ国から
来てもらっていますが、できたら中国からは1万
人を呼びたいというのが将来の夢です。それくら
い来ていただくと、仲の良い関係がもっと大きく
出来上がって、日中関係が良くなると信じていま
す。これは例えば、東大と清華大学がプログラム
をつくってそこにJSTから支援金をお渡しすると
いうやり方でやっています。大学同士、高校同士、
地方自治体同士、いろいろなプログラムがありま
すので、是非、応募してほしいと思います。中国
大使館がたいへん尽力して下さったのですが、こ
のプログラムの返礼として、中国の科学技術部
が、先々週、78人の日本の行政官や大学関係者を
招へいしてくださいまして、その壮行会を大使が
やってくださいました。もちろん、汪婉先生にも
来ていただきました。私は日本の公務員や政治家
が一番、中国のことを知らないと思っていますの
で、これは非常にいいプログラムだったと思いま
す。私は訪問団の団長をしましたが、中国を知ら
ない日本の若い公務員たちが、凄いものを見てこ
られて本当に良かったと話していました。引き続
きよろしくお願いしたいと思います。

（永野） 
　以上をもちまして、本日の汪婉先生講演と対談
会を終了します。本日はお忙しいところをご参集
いただきまして誠にありがとうございました。

（了）
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【開会】
（JST 石川フェロー）
　これより第99回CRCC研究会を開催する。今日
は「有力大学における中国人学生の留学動向」を
テーマに、文部科学省スポーツ庁オリンピック・
パラリンピック課課長補佐の名子 学様をお招きし
た。名子様は2005年に文部科学省に入省され、以
降、初等中等教育局財務課、スポーツ・青少年局
企画、体育課、研究振興局学術企画室、高等教育局 
専門教育課を経て、2013年3月より中国の日本大
使館の一等書記官としてご活躍された。今年の3
月に帰国され、4月より現職に就かれている。今日
は中国の留学動向について、現地で行われた様々
な調査や豊富なデータを元にご講義いただきたい
と思う。

【講演】
（名子）
　ただいまご紹介いただきました名子です。
　大使館勤務時代には多くの大学を訪問し、国際
部や大学教員、学生等と意見交換をする機会を多
く経ることができた。また、在任中に、中国教育
部の指示で大学卒業生に関する動向をまとめた
データを大学が公表する動きがあった。本日は、
こうした定性的な意見や定量的なデータに基づい
て、中国人学生の留学動向についてまとめてみた
もの を報告させていただく。私は行政の実務担当
者なので研究者のような深い考察があるわけでは
ないが、データから読み取れる様々なことについ
て特にご紹介したい。ここに挙げた7つのかにつ
いてお話できたらと思う。今日はパワーポイント
の講演資料の他、JSTがまとめている「２１１大
学」のリストと有力外国語大学の日本語学科の動
向のデータをお配りした。ご参考いただければと
思う。

　中国で有力大学というと、大体において「２１１

大学」のことを指す。その中でも北京大学や清華
大学といったトップ大学を「Ｃ９」とし、さらに
「２１１大学」の内の39大学を「９８５大学」とし
ている。「９８５大学」は1998年に中国教育部が世
界一流の研究力を持つ大学を養成するために指定
した大学だ。２１１大学は、1995年に教育部が大
学の教育改革を推進するために指定した112の大
学のことである。この3つの呼称が現在でも一般
的に使われている。本報告においては中国での通
称の例に倣い、「Ｃ９」と呼ばれる大学は「Ｃ９」、
「９８５大学」と呼ばれる大学は「９８５」、それら
2つに含まれない大学を「２１１」というように使
い分けている。また、学歴段階では、学部生は「本
科生」、修士生は「碵士生」、博士は「博士生」と呼
ぶ。なお、特に言及しないが、ご参考まで中国の教
育概況については資料をご覧いただきたい。中国
のボリューム感が分かるよう、日本の数字と比較
している。

　中国大使館で勤務する前から、日本に来る中国
人留学生の数は非常に多いが、質の高さが必要と
いうことを日本の研究者や大学関係者から伺った
ことがあった。中国に赴任が決まってから、本当
にそうなのか、他国と比べてどうなのかというこ
とが引っかかっていた。実際に現地で「９８５大
学」に所属する先生と話すと、日本への留学者は
それほど多くないという話をよく聞いた。、他方
で、有名大学の学生からは、日本に留学したいが
情報がなく困っているというような問い合わせを
日々受けていた。日本に留学したい人は潜在的に
多いのではないかというのが赴任当初から実感と
してあった。在任期間の3年、有力大学で日本の大
学説明会をおよそ60回弱、4,000～5,000人くらい
に行ってみたが、参加者はたくさんいるし、問い
合わせも多い。日本人気を肌で感じた。、最初の一
年は、先生方の実感と学生の考え、このギャップ
をどう考えたらいいのかと思っていた。

有力大学における中国人学生の留学動向

PROFILE
名子 学（なご まなぶ）氏　文部科学省スポーツ庁オリンピック・パラリンピック課 課長補佐
2004．9　同志社大学大学院文学研究科 博士後期課程 中退
2005．4　 文部科学省 入省 （Ⅰ種 法律職）。以降、初等中等教育局財務課、スポーツ・青少年局企画、体育課、研究振興局

学術企画室、高等教育局専門教育課を経て、
2013．3　在中華人民共和国日本国大使館一等書記官
2016．4　スポーツ庁 オリンピック・パラリンピック課 課長補佐

2016年11月7日（水）　15：00～17：00開催日時
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　赴任して一年目の後半、2013年12月に、教育部
が、所管73大学に対して、学生の進路について責
任をもって対応すること、そのためにも、進路状
況をしっかりと把握し、ホームページで公表する
ように、という通達が出された。これ以降各大学
の状況がよくわかる大変参考となる学生の進路動
向のデータが入手できることとなった。
　なお、このデータが公表されることとなった背
景として、中国では就職は非常に厳しいという点
がある。大学の卒業生が毎年700万人くらいいる
が、日本ほど大企業の数は多くないし、中小企業
にしても日本のような優秀かつしっかりした企業
が多いわけではない。こうした状況の中で「就職」
が中国社会において極めて大きな問題となってい 
ることが挙げられる。
　2013年に最初に出された各大学の報告書を見る
と、各大学の関心ごとにいろいろなデータが載っ
ている。留学動向を報告するところもあれば就職
動向が載っている大学もあり、あまり統一感はな
い。だが、そこをうまく繋ぐだけでも、幾つかの大
学で留学動向に関するよい情報が得られることが
分かったので、いろいろな大学の留学動向を整理
してみた。
　初めは教育部所管の大学だけだったが、2014年
以降は各省レベルの公立大学の報告も載ってい
る。それを見れば全国の大学のレベルに応じた動
向が分かるようになっているので、関心があれば
是非、見ていただきたい。

　今日は2014年のデータから進路動向について説
明させてもらう。
　まず「Ｃ９」の学部卒業生の動向をみると、国内
大学院進学率と海外留学の合計で6～8割程度あ
る。日本の大学ではあり得ない割合で、中国の学
生の進学率が相当高いことが分かる。海外留学に
ついては、ハルピン工業大学や西安交通大学は1
割くらいだが、それ以外の「Ｃ９」大学では2、3割
と相当高い。内陸の安徽省というあまり裕福では
ない地域にある中国科学技術大学の学生でも3割
くらいが海外留学している。一方、就職率を見る
と、北京大学と清華大学の学部卒業生の就職率は
1割で進学率の方が高い。他の大学でも就職率は3
割程度だ。日本と比較すると、中国の方が圧倒的
に学歴社会であり、大学院に進学している様子が
分かると思う。
　「Ｃ９」大学の修士修了生の動向をみると、進学
率の合計値は大分下がるものの、それでも博士課
程に1～2割が進んでいる。特に中国科学技術大
学では修士課程から博士課程への進学率が高く注

目されるところだ。修士以上になると就職率が6
～9割出てくるので、いわゆるトップ大学では修
士修了後に就職するというパターンとなる。

　「９８５大学」ではどうだろう。「Ｃ９」を除いた
30大学を取り出してみると、学部卒業生の2割か
ら4割が進学していて、北京、上海にある中国人民
大学、北京理工大学の留学率は2、3割と、先程の
「Ｃ９」と同じくらい高い。それ以外の大学の留学
率は1、2割程度で、特に陝西省や吉林省、甘粛省
といった貧しい地域の大学では6％以下になって
いる。就職率は「Ｃ９」より若干高く、3～4割程
度だ。
　修士修了生については、進学率は進学と留学
を合わせてもほぼ1割以下と非常に低い。留学率
も5％以下で学部卒業生に比べるとガクンと下が
る。就職率が7～9割で、修士修了後に就職するパ
ターンは「Ｃ９」と同じだ。

　データが取れた「Ｃ９」と「９８５大学」の平均
値をとってみた。学部卒業生の進学率は大体35～
36％で留学率が約14％となっている。
　就職率はちょっとややこしく、大学によっては
正規と非正規の就職率を混ぜて出しているところ
もあるので、正規雇用できちんと就職したという
学生のデータだけを拾っている。25校の学部卒業
生のデータが取れたが、平均で約38％となって
いる。修士修了生では、数字が取れた26校の進学
率が約7％、留学率約3.5％、平均で就職率は正規
雇用で8割くらいだ。この平均値から、「Ｃ９」や
「９８５大学」では修士を出たら就職するというの
が一般的なパターンのように見える。

　「２１１大学」についても北京、上海、主要都市
と一部内陸にある大学の数字を取ってみた。平均
値だけ紹介すると、数字が取れた25校の進学率
は25％程度、留学率が9％くらい、就職率は正規
雇用が分かったところで41％程度だ。「Ｃ９」や
「９８５」より進学率と留学率が少し下がり、就職
率が若干高めになっている。留学率については、 
北京や上海にある大学は軒並み高いが、それ以外
の地方大学では５％以下が多く、大分下がってい
るので経済的な問題などがあるのかもしれない。
「２１１大学」でも北京、上海にあるような大学に
ついては「９８５」と似たような傾向であること
が分かる。

　それでは、具体的な留学動向として、各大学の
学生はどういう国に留学しているのだろうか。

H28_CRCC研究会講演録.indd 86 17/06/14 17:58



87JST  中国総合研究交流センター（CRCC）

第99回　有力大学における中国人学生の留学動向

第
93
回

第
94
回

第
95
回

第
96
回

第
97
回

第
98
回

第
99
回

第
100
回

第
101
回

第
102
回

2014年に教育部が出した数字によると、中国から
海外へ行く留学生数は41万人くらいだと言われて
いる。
　実際に各クラスの個々の大学の留学生数をみて
いきたい。
　「Ｃ９」の学部卒業後の留学率は約2割と高い。
大体１大学で全体の留学数は1,000人くらい、その
内の7、8割を学部卒業生が占めることとなる。圧
倒的に学部卒業後の留学率が大きい。
　「Ｃ９」卒業生の留学動向として、北京大学、清
華大学、復旦大学、上海交通大学、中国科学技術大
学、ハルピン工業大学の6大学を整理したところ、
圧倒的に米国に人気が集中している。復旦大学と
ハルピン工業大学では米国に行く率が4割程度、
それ以外では6、7割になり、相当、米国に行って
いる状況が分かる。次いで英国と香港だ。これは
どこの大学でも大体同じになる。
　北京大学と清華大学については、英国、香港の
次あたりに日本、ドイツ、フランスとなっている。
　日本への留学動向を見ると、北京大学と清華大
学以外の「Ｃ９」では日本への留学数は少ない。南
京大学は非常に優秀な大学だが、2013年のデータ
を調べたところ、留学先上位6カ国の中に日本は
入っていなかった。面白いのはカナダで、英語圏
であり、かつ良い大学も多いので、「Ｃ９」の各大
学から少しずつまんべんなく学生が留学してい 
る。南京大学ではカナダは5番目か6番目の留学
先になっていた。シンガポールも選択肢として出
ていることが注目される。

　「９８５大学」でもやはり米国に人気が集中して
いる。
　「Ｃ９」ほどではないが、米国に3～5割、次いで
英国、香港に人気がある。「Ｃ９」にはない特徴、
傾向として注目されるのが、この辺のクラスの留
学先としてオーストラリアが入ってくるというこ
とだろう。また、大連理工大学や中国人民大学は
日本との結びつきが強いのか、日本に留学する割
合が比較的高い。北京師範大学は教育系の良い大 
学だが、日本への留学が4番目にきている。しかし、
それ以外の大学ではそれほど日本への留学が見ら
れないので（上位5位には入ってこない）、やはり
「９８５大学」全体として見れば日本はそれほど留
学者がいるわけではない。
　地域の特性や大学同士の繋がりといったパ
ターンもあると思うが、例えばフランスへは上海
や江蘇省、湖北省あたりから多く留学している。
ドイツは北京や山東省あたりからが結構ある。地
理的な特性や元々の繋がりというのが学生の留学

先に影響するのかもしれない。

　「２１１大学」の留学率は5％以下で全体的な
傾向としては低い。行先は「９８５大学」と似て
いて、米国が3～4割、英国、香港と続き、オース
トラリアがランキングに顔を出している。日本や
ドイツは一桁もしくは10人以下だ。北京市内の
大学からはドイツやカナダに行っている印象もあ
るが、北京の外に出ると、ドイツ、フランス、日本
への留学数は少なくなる。東北師範大学は日本と
の結びつきが非常に強い大学なので、日本への留
学率が高いと思いきや、以外と少ない。日本語学
科は中国で有数の大学であるが、学位取得を目的
に留学する者があまりいないということが分かっ
た。地方都市にある「２１１大学」の学生にとって
日本の大学の存在感は薄いのかもしれない。

　先ほどから言及している報告書では、一部大学
のみ海外の大学に何人学生が行っているという具
体的な数字を見ることもできるので、それを整理
した。基本的には世界大学ランキングの50位以内
の大学しか掲載されないため、東大・京大くらい
しか掲載されないが、世界の有名大学に比べて東
大にどれくらい有力大学の学生が留学しているか
が気になったため確認したものである。表を見て
いただければわかるが、あまり傾向というものは
なく、海外の有名大学でも、意外にそれほど中国
人留学生を採っていない大学もあれば、コロンビ
ア大学のように尋常でない数の中国人学生を取っ
ている大学もある。それでも一部の大学で20～30
人、他の大学でも10～20人くらいが一般的だ。北 
京大学から東京大学には11人行っていて、清華大
学からは12人、復旦大学からは12人となっている。
世界の一流大学と同じような数の留学生が来てい
るという認識である。
　「Ｃ９」、「９８５大学」、「２１１大学」からは多
くの学生が海外の有名な大学に留学していること
がこのデータで確認できる。北京大学からは学部、
修士、博士トータルでおよそ1,000人の内、6割程
度が「TIMES」の世界ランキング50位以内の大学
に行っている。清華大学も、どのランキングかは
不明だが、50位以内の大学に進学者の約6割が留
学している、復旦大学でも45％程度と報告されて
いる。これは、ショートステイではなく、学位を取
ることを目的とした留学だ（本稿での数字はすべ
て学位目的の者の数である）。
　「９８５大学」については個別の進学先に何人
行ったという具体的な記述はないが、カテゴリー
別の報告がされている。それを紹介すると、例え
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ば武漢の華中科技大学からは「TIMES」の上位
100大学に留学生の35％程度、340人くらいが、厦
門大学からは大学全体の留学生の40％程度、320
人くらいが行っていると報告されている。
　「２１１大学」では、北京市内にある対外経済貿
易大学の例を取ると、「TIMES」の上位100大学
に留学生全体のおよそ46％、270人が行っており、
金融系の有力大学である中央財経大学からも大体 
50％、280人くらいが留学しているとの報告であ
る。いずれにせよ、中国の有力大学から相当数の
学生が毎年、世界のエリート大学に留学している
という状況がお分かりになるだろう。
　日本への留学数は各大学を見ても10～30人程
度だ。今後の日中関係や中米関係をはじめ、EU等
の関係を考えると、日中のどちらがより強固な人
的基盤を持つかは明白である。中国から米国をは
じめ欧米への留学が増えているのはここ10年あま
りの現象であるが、今後、中国人の持つ世界的な
人的ネットワークは将来、日本のそれとは比較に
ならないくらい非常に強くなるのではないかと思う。

　さて、次に、中国人の学生は何を重視して留学
先を決めるのかを見ていきたい。丁度、上海交通
大学が自校の留学を決めた学生に対してアンケー
トを取っていたので紹介したい。2013年卒業生の
データだが、今でも有用だろう。留学先の決定に
あたって何を重視したかというところで、真っ先
に出てくるのが、大学の専攻のランキングだ。ト
ムソンロイターなどいろいろなところがランキン
グを出しているが、そういったものを重視してい
る。次いで学校のブランド名が挙げられている。
　留学支援において一番重要だと思う点はどこか
というと、奨学金のような支援が4割、次に専攻
や学科の紹介だ。自分の行きたい専攻にどのよう
な優秀な先生がいて、将来どういうキャリアを歩
めるのかというようなことにきちんと答えてくれ
るかどうかということを重視している。また、最
近は情報がありすぎるせいか、自分で調べてもか
えって混乱することがあるらしく、ここに行けと
いうような学校の推薦が求められているようだ。
　準備にあたっての困難については日本でも同様
だと思うので参考として見ていただきたい。
　留学情報の入手方法を見ると、学生の35％が大
学のHPから情報を得ている。親友や指導教官の
推薦、口コミは20％。それから「中国留学網」と
いう非常に大きなサイトがあり、そこからも情報
を取っている。仲介業は14％、外国の大学による
中国国内での説明会というのも8％挙げられてい
るが、一番はじめに情報を得るところは大学のHP

なので、ここをしっかりやらないと認識すらして
もらえない。私もいろいろな日本の国立大学や私
立大学のHPを見ているが、中国のネット事情も
関係あると思うが、サイトが重たいとか開けられ
ないというケースが結構多い。折角、英語サイト
を持っていても閲覧できないところが少なくな
い。最初の入り口となるHPで情報を得た上で親
友や指導教官に評判を聞いてもらえればいいのだ
が、入り口ですでに躓いているケースが多く、非
常に残念である。

　大学説明会等ではいろいろなアンケートも取っ
た。現地学生の声を簡単に紹介する。
　日本の大学や大学院はそれぞれの大学や学部で
入試方法が違い、仕組みが複雑すぎて、訳が分か
らないという声。中国では大学や大学院で統一入
試というものがある。それを受けてから行きたい
大学を志願する。大学院においては統一の一次試
験を通ってから各大学の二次試験を受けるので仕
組みとしては分かりやすい。日本は最初から全く
分かりにくいという。準備する資料も多すぎるし
細かすぎる。大学が求める資料というものは、大
使館で雇用していた留学アドバイザーや大学の国
際課の職員によると、最終的にはほぼ各国とも同
じ書類を提出することになるのだが、日本では最
初の段階で全部出なければならないものが多く、 
必要性が疑問な書類も多い。また、一部大学では
中国では普段作成しない日本独自の書類も要求す
るらしい。それでギブアップする学生が多くいる。
この件は現地でもよく相談を受けた点である。ビ
ザの手続きが大変だという話もあるが、一番、致
命的な意見だと思ったのは、東大、京大、早稲田以
外の大学を殆ど知らず、レベルも分からないとい
う意見だ。特に地方に行けば行くほど日本の大学
を知らない人が多い。加えて、大学の特色が分か
らないという意見も多い。中国の大学のHPには、
何々学科で有名だとか、何々学科で政府のお金を
もらっているとか、一級学科に指定されている学
科は○○ですとか、ここが強いというようなこと
が盛んにアピールされている。ところが日本の大
学のHPにはそういうことが出ていない。中国の
学生や先生にすれば、どこにどういった特徴があ
るか全く分からない。例えば北京大学や清華大学
で大学説明会をすると、留学先では、○○分野専
攻だが、当該分野にどういう研究をしている先生
がいるかとか、将来こういうキャリアに進めるか、 
海外の大学とどういう共同研究しているかなど、
相当具体的な話を聞かれる。良い大学の学生ほど
このような情報を求めるので、中国で活動する大
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学はこういうことに直ぐに答えられる仕組みが学
内にないといけない。もう一つ、これも相当問題
だと思うが、特殊なコネクションが無ければダメ
だとか、留学仲介業者を使わないと全く受からな
いとか、情報の不透明さをあげる声が実はかなり
多い。他の国に比べても日本留学は大学別の事情
もあり、仕組みが相当分かりにくいので、きちん
と情報を出していく必要がある。このためにも、
大学のHPの充実や、大学に行って直接説明する
というような普段の地道な活動が非常に大事にな 
るだろう。
　不満の声はあるが、それは裏返せば非常に人気
があるからだとも言える。しっかりと学生に情報
を提供することで、日本の大学に対する不信感や
不透明さは拭い去られ、留学までの行動がスムー
ズになるのではないかと思う。

　先ほど、海外へは学部が終わってから留学する
学生が多いと話したが、良い人材ほど学部を卒業
してから海外に行く傾向があるらしいということ
を日本の大学関係者等から言われたことがある。
修士課程を終えた学生を留学生として受け入れて
も意味がないのではないかという意見である。こ
の点をどう考えるべきだろうか。
　先述したとおり、中国国内の大学院への進学率
は意外と高い。進学先としてはどういうところに
行っているのか、いろいろな報告書の数字を用い
て自分なりに推測してみた。表を見るとお分かり
のように、「Ｃ９」や「９８５大学」の修士課程入
学者の2～3割は元の大学からそのまま上がって
きた学生だ。それ以外の学生は自校と同程度かそ 
れ以上の大学院に進む。中国科学院の大学院に進
む人もいる。「２１１大学」も同様、そのまま自分
の大学に残る人が2～3割いる。延辺大学の数字
はちょっと異常に思えるが、2～3割がそのまま自
校に残る。
　中国の大学教授や国際部の課長と話をして得た
感触では、経済的な事情により国内に留まらざる
を得ない学生も少なからずいるので、一律的に大
学院に残っている人材が悪いというわけではな
い。その他、いろいろな理由で地元の大学に残っ
ているケースもあるし、一概に地方の大学だから
ダメということではない。地元の「９８５大学」か
ら北京大学の大学院に進む学生や、経済格差の問
題で、そのまま地元の大学→大学院に残っている
学生もいるという点である。

　中国の大学入試が非常に厳しいことは皆さんご
承知かと思う。どう厳しいかというと、そもそも

の同学年の人数の多さは勿論だが、省による不均
衡という要因が大きい。例えば、北京には「Ｃ９」、
「９８５」、「２１１大学」が24校あるが、河南省に
は「２１１」が1校しかない。ところが入学定員は
戸籍に基づいて割り当てられているので、例えば
清華大学では統一入試による合格定員1,772人の
内、北京市内では193人、河南省だと102人の合格
定員となる。一方、統一大学入試を受けている人
数は北京市だと70,500人くらいだが、河南省には
75万人以上もいる。受験者数が10倍くらい違うの
に、定員は2分の1しか割り当てられていない。こ
ういう事情を踏まえた結果、地方大学に残ること
を選択する学生もいる。
　また中国では併願がとても難しい。日本のよう
に日程と経済力で好きなだけ受験できるわけでは
ない。統一大学入試の結果に基づいて受かりそう
な大学を申請するのだが、大学は「一批」「二批」「三
批」というように分類されていて、それぞれの階
層で出願できる数は3校までと限られている。そ
のため自分の点数を踏まえて、入れそうな大学を 
選ぶ。将来の就職を考えて、学部学科関係無く、と
にかく「一批」の大学に入りたいと有名大学を選ん
で受ける傾向がある。そのため競争はかなり厳し
い。2014年の入試改革で少し緩和されたが、今後
どうなるかは分からない。そういった状況もあり、
北京市内や都市部の大学に無理をして行くよりも
地元の大学に残るという選択をする学生もいる。
　この点は留学生の採用を考えるにあたり、非常
に注目される点である。

　また、教育部が所管する師範大学は学費免除の
代わりに将来は必ず教員になるという貧しい学生
が多く在籍する。そこには優秀な学生も多い。日
本への将来的な影響ということを考えると、こう
いうところの学生に日本留学や日本滞在などをし
てもらうことが今後の日中の友好関係に有効に働
くのではないかと思う。この他、司法部が所管す
る司法系の政法大学なども、将来法曹を目指す優
秀な学生が集まるため、こういった大学など（中
央省庁が所管する大学）との交流や学生の採用に
ついて考えてもよいのではないかと思われる。

　現状、学部卒業後に留学するケースが多いし、
高校を卒業してから海外の大学に留学するという
留学の低年齢化も進んでいるが、教育部の政策的
な意図や大学の思惑としては大学院教育に力を入
れている。大学院でのダブルディグリー制度の充
実への取組はその表れだし、海外の大学に自校の
院生の論文指導に協力してもらうというような協 
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力協定にも力を入れている。留学でも修士課程で
の留学ではなくて、博士課程に行くときのサポー
トだったり、博士課程在籍中に論文の関係で海外
に行ったりというようなところに重点が置かれて
いる。昔は自分たちで博士や研究者を養成できな
かったので海外に送りこんでいたが、今や自分た
ちも自信を持って教育を進めている。海外にまる
きり依存するのでもなく、自前主義だけでやって
いてもダメなので、海外と協力しながら院生を育
てていくという方向にシフトしている。中国の学
生側としても、学部卒業後に海外の大学院に行く
ことはビジネス系では有益だろうが、もし、大学
の研究職とか教員とかになりたい場合、ある種の
コネがないと難しい事情もある。そういったとこ
ろを考え合わせると、日本の大学側としては、大
学間の付き合いがしっかりあり、将来も交流を続
けたい大学の留学生を受け入れ、将来教員となる
者の育成に協力するというようなやり方もあると
思う。日本の大学でも中国人学生の採用の方向性
を今一度、考えてみるとよいのではないだろうか。

　これまで主に中国人留学生の動向について主に
説明してきたが、海外の大学が現在中国で留学生
採用のため何をしているか簡単に言及しておく。
かなり積極的に学生の採用に動いている。世界の
中で東アジア、誰が見ても日本、中国、韓国、香港、
台湾の学生の学力は高い。そういったところから
学部生や院生を採用したいと考えている。特に、
中国については母数も圧倒的に多い。
　例えば、大学のショートステイプログラムを見
ても、日本だと10人、20人といった単位で行うが、
米国の大学は200人300人単位での実施を提案し
ている。実際にそれくらい積極的な取り組みをし
ている。語学学校や留学仲介業者と連携してしっ
かりとお金を取る仕組みを構築したサマースクー
ルを導入している例もあり、大変面白い。また、中
国に教授を派遣して出張講義をよく行っている。
そこで必ず自校のPRをしているようだ。中国の
大学の国際部によると、日本の大学からは毎回き
まって同じ大学の先生しか来ず、中国のことを良
く知る、中国を好きな人が来てくれるのは有り難
いが、それ以外の先生があまり来ないのは残念だ。
またたまに講演などで日本の方が大学に来られて
も自分の大学のPRをしない方が多い。そこをもっ
としっかりやった方がいいとのことであった。北
京大学や清華大学の構内にはサマースクールの案
内掲示板があったが、欧米の大学の出張講義が非
常に多く掲示されたのが印象に残っている。

　海外の大学の取組について、もう一点、強調し
ておきたい。中国の学生が日本に来る仕組みとし
て、日本政府の奨学金以外に、国家留学基金管理
委員会（CSC）が持っている奨学金の活用がある
のだが、諸外国に比べて日本ではあまりこれが積
極的な活用がされていない。HPから分かる範囲で
データを整理したものを表として整理したが、今
年1月にCSCと協定を結んで奨学金を活用してい
る例を調べたところ、日本は北陸先端科学技術大
学院大学と早稲田大学のみが協定を結んでおり、
他国では、ドイツはそれほど積極的な印象はない
が、米国、フランス、英国などは大分前からこの枠
組みを積極的に利用している。これは、授業料は
大学が持ち、それ以外は中国側が持つというスキ 
ームなので、うまくマッチングしなければ厳しい
かもしれないが、こういう制度をどんどん活用し
ていってもいいのではないか。米国や英国の有名
大学も結構、戦略的にこれを活用している。例え
ばハーバード大学とCSCの協定に基づく奨学金の
募集条件を見ると、ハーバード大学の推薦の規程
に則って基準を満たした者が受験資格者となって
おり、大学側が条件を付けて、その条件にあった
人物を試験して採用する仕組みになっている。日
本の大学は日本政府奨学金の活用に加え、CSCと
の協定に基づく奨学金の活用について研究をして
みてはどうだろうか。

　私が現地で感じたのは、学生も大学も、日本は
隣国で近く、安心な国なので是非交流したいとい
う希望が多いということだった。ただ、大学間交
流に当たっては中国の教育システムの理解が重
要だろう。また、留学生を取るのであれば海外向
けの情報提供をしっかりした方がよいし、現地で
しっかり活動することも大切だ。現地の同窓会と
いうものもあるが、それがいわゆる日本的な、年
に一回、同窓生を招いて飲んで終わるような同窓
会が多く、それを不満に思う人もいる。現地で活
躍している同窓生の中に、もっと実質的な活動を
通して母校を支えたいという方が多いからだ。例
えば大学の情報をきちんと定期的に提供しながら
留学生の採用に関して協力してもらうとか、現地
の情報を提供してもらうというような活用の仕方
など考えてはどうだろうか。

　基本として、大学内にしっかりしたアドミッ
ションオフィスを設置して質問に受け答えする仕
組みやたり、学生選考にあたってのスクリーニン
グ機能を果たしたりということも重要だろう。教
員側の負担もかなり大きくなっているので、一部
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大学では取り入れている手法であるが、そういう
機能も大切ではないだろうか。

　現地で得た知見として日本の大学関係者に伝え
たいのは、中国との交流に際して見過ごされがち
な“レベル感”についてだ。中国側は“格”を気に
するし、少しでも上の大学と付き合いたい意識が
強い。そこをいかに適切にやるかは重要である。
また協定を結んでいる大学同士であれば、政治状
況に関わらず比較的交流しやすいし、協定校であ
ることを活用するのも大事だ。
　もう一点、見過ごされがちなことであるが、都
市間交流の活用がある。公的な協力や協定があれ
ば、日中間の問題が多少あったとしても、あまり
それに左右されずに交流することができるだろう
（地方の大学からの留学生の採用にあたっても、こ
うした公的な背景があると安心感がある）。

　“ショートステイによる滞在経験は大変効果的”
と書いたのは、日本の大学をPRしようというと
き、あれやこれや言うよりも実際に連れてくるの
が一番早いからだ。ある大学の実例だが、大学間
協定があるにも関わらず、20年間、実質的には何
も機能していなかった。新しい学長がきて協定を
解消しようかという話になった時、中国側の担当
者が私のところに相談に来た。学長がその大学
との協定をやめて東大や京大と付き合いたいと
言う。私から、あなた方が切ろうとしている大学
は○○分野で非常に有名な大学である、この分野
でとても良い研究をしている先生が多くいるの
で、大学の特徴ともあっているのではないか。実
際に行ってその目で確かめてみてはどうかと提
案した。それで学生を連れて行き、講義をしても
らったところ、その先生の研究レベルが非常に高
くて素晴らしく、本格的に交流を進めようという
結論になった。このような話が数回あった。日本
の研究者にはいろいろな分野で優秀な方が多い。
目立ったところでなくても、基礎的なところが非
常に素晴らしいという大学もある。だから中国の
大学関係者や学生に実際に来てもらって大学を
知ってもらうのが一番良い。トレンドとしてダブ
ルディグリーも増えているが、そういうものを活
用して日本の大学を知ってもらうことも重要だろ
う。最近では中国国内に「日本に学べ」という雰囲
気もある。医療や社会福祉、法律、農業、防災、漫
画、環境といった、中国にいても学べない分野で
は特にそうだ。日本に行ってこのような分野を学
びたいという学生や若い先生は多い。そういうこ
とをPRしていくともっと面白いことになると思

う。中国の学生も日本の学生と同様就職のことは
気にしているが、中国人学生には、環境さえあれ
ば自分達で何とかする、中国にいても何も学べな
いが日本に行けば先端的なものに触れられる、自
分で勉強できると、 この分野で起業するとかそう
いう気概を持った学生が多い。だからこそ、日本
ならではの優れた分野をPRしていく上での一案
でもある。

　また、先述しているとおり、米国、英国に行って
いる中国人留学生や研究者はかなり多く、それは
やがて世界的ネットワークへ繋がっていく。そう
いうものをうまく使うことはできないだろうか。
米英にドクターを取りに行くのは仕方ないとして
も、ポスドクで日本に来てもらう、優秀な若手研
究者を共同研究のプロジェクトで日本に来てもら 
うとか、そういう取組を進めてもいいと思う。

　最後に、時間があるので、机上に別途お配りし
た資料について説明したい。去年9月に現地で行っ
た関係者向け報告会の資料だが、“主要外国語大学
学部卒業生の進路状況”として説明したもの。
　日本語学科から多くの学生が日本に来ているイ
メージがあったが、データを見ると、どうやらそ
うでもないらしい。定員は多いが、必ずしも日本
留学に繋がっているわけではない。ショートステ
イで来日する数は多いかもしれないが、実際の進
路として日本に来ているわけではない。他の外国
語の比率で比べてもあまり来ていない。また、現
地の日本語学科ではトップの北京外国語大学や上
海外国語大学から日本へ留学する人は少なく、日
本語学科卒で米国や、英国、香港の東アジア研究
科のようなところに行くようだ。そこには日本語
も中国語もできない欧米の先生がいるので、日本
語も中国語も英語もできる人材は東アジアの研究
をするには丁度良いと重宝がられるようだ。学生
本人としても、日本語はそれなりに上達している
ので、これ以上、日本の大学院に行く意味はあま
り無い。むしろ違う分野を英語で勉強すれば、日
本の大学院に行くよりも将来のキャリアに繋がる
かもしれないという動機が働いている。日本の大
学の人文社会系では、要求される専門用語や専門 
知識のレベルが非常に高い。高いのは結構だが、
海外にいる学生に両方のスペックを求めるのは厳
しいと思う。現地の日本語で学ぶ学生曰く、そう
いったハードルが高いので日本への留学は敬遠し
がちだと言う。
　中国に日本語学習者は100万人くらいいて、大
学学部で日本語を教えているところは500学部く
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らいあるが、もし、日本語力をベースに優秀な留
学生を採用することを考えるのであれば、そこか
ら学生を採用することを考えるのであれば、現地
で日本語の専門用語を教えたり、専門知識を学べ
るような仕組みを作ったりしないと、なかなか道
は開けないのではないかと思われる。
　もう一つ、現地の文系の大学で感じたことだが、
法律系、経済系では日本に行きたいがために第2
外国語で日本語を選択している学生が結構多い。
独学で頑張って日本語能力試験のN2は持ってい
る学生もそれなりにいる。ところが大学に問い合
わせると「N1」が必要だとされ、さすがに留年せ
ずにそれは難しいということで、英語で留学でき 
るプログラムがあるかと探すと、英語プログラム
は圧倒的に少ない。それで日本に行くのを諦めた
という学生もいた。そのような学生をもっと取り
込めるシステムがあれば専門分野のべースのある
優秀な学生を文系でもより採用しやすくなるよう
に思われる。
　以上、簡単ではあるが、中国人学生の動向と、そ
れに対する日本の大学への提案のようなものを説
明させてもらった。ご不明な点があればご質問い
ただきたい。

【質疑･応答】
（JST 石川フェロー）
　早速、質疑応答とする。
　まず私から宜しいだろうか。資料3にあった有
力大学における具体的な留学先だが、その中の北
京大学、清華大学、復旦大学のランキングの1位は
コロンビア大学だった。何故、コロンビア大学に
これほどの中国人が留学するのか、そして、どう
いう研究分野に特に人数が多いのか教えていただ
きたい。

（名子）
　それについては国際所に聞いた記憶があるが、
あまり答えてもらえなかったので実際のところは
分からない。公共政策や社会科学系で留学生を集
める仕組みがあるからではないかと推測している。

（フロア）
　中国人留学生は米国に集中し、日本には一部の
人しか来ないということは以前から言われてい
たが、自分自身の経験から翻ってみると、20数年
前、母校に来ていた中国人留学生の方々は皆、優
秀だった。当時は米国に行きにくく人数も制限さ
れていたので、かなり優秀な人たちが日本の方に
来ていた。その時の方々は今、一流大学の主任や

長に就かれていて非常に花開いた状況になって
いる。今、これほどコロンビア大学に学生を取ら
れていると、次の20年間を考えたとき、日本には
先細り感があるので、国をあげてもっと大きなス
キームを考えられないかと思う。中国の官僚の
方々に自分の組織にも視察に来てほしいとコー
ディネートするのだが、近年では特にドイツや米
国、シンガポールが人気で、日本に魅力を感じる
のは安全性だけだという話もある。こういう状況
でどうすればいいか考える時に、先ほどの表の通
り、大連の人たちがまだ日本に興味を持ってくれ
ているなら、中国全体を相手にせず、日本の経済
力を全て大連に向け、入口から出口、就職まで面
倒をみるというスキームを作るとか、米国と共有
しながら人材を確保していくとか、そういうドラス
ティックなことを考えてもよいのではないだろうか。

（名子）
　今のような話を聞くことはあるが、日本側とし
て人を呼んで育成するということに価値がないわ
けではない。それをしっかりやることは大事だと
思う。米国に行った人を結び付けることだけをや
ると日本に行く意味がさらに低くなってしまう。
やはり日本で良い体験をしてもらうことが大事で
はないだろうか。1980年代、90年代の国費留学生 
の時代は、個々の話を聞くと、お世話になった下
宿の寮母さんや大学の先生に非常に感謝している
人が多い。日本で実際に生活した体験が重要にな
るので、ここはやはりしっかり呼ぶことだと思う。
大学が基盤になれば、その後の研究協力に結び付
く可能性もある。
　地域的な話では、中国内の事情を踏まえると特
定の地域のみに偏るのは良くないだろう。現在、
他の外国語大学の日本学科で20～30人留学して
いるところ、大連だけで毎年300人採るとなって
いるが、果たして日本側が優秀な人材を本当に採
用できているのかという懸念を持っている。やれ
ることをやってみてダメだったら次の作戦として
あり得るかもしれないが。なお、今の国費留学の
スキームは元々、中国側の推薦に基づいて優秀な
人が来るというものだった。現在はそういう仕組
みから公募に変わったので、現在の仕組みの中で
どう優秀な人を採用するかを進めていくことが重
要。公務員の交流の枠組みに関しては、今、現地で
大きな論点になっているのは日本の公務員制度改 
革が何故、成功したのかということだ。中国では
“反腐敗”をやっているが、例えば日本の公務員は
5万円の賄賂をもらうだけで免職になったり、厳し
い処分を受けたりする。それが高く評価され、日
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本の公務員制度等をもっと勉強すべきだと見直さ
れている感じもある。そういう意味では、農業は
勿論、食の安全、地震もそうだ。日本に学べるもの
が沢山あるとみてもらっているように思う。
　最近では中国人観光客が増え、実際に日本に行
き、トラブルに遭遇して病院に運ばれた人達から、
これほどまでに親切な対応をしてくれるのかとい
う声も聞こえてくる。自分の子どもを日本に行か
せたいと思う人も増えているという感覚がある。
だからこそ、今、日本の魅力をしっかりPRする、
情報提供をしっかり進めるなど、やれることをや
るのが大事だと思う。

（フロア）
　「Ｃ９」の学生の進路動向のところで、例えば北
京大学の卒業生は2,619人で進学が1,214人、一方、
修士の卒業生が3,827人とすると、2,700人は他の
大学から来ているということなのか。

（名子）
　2000数百人には、例えば地方の「９８５大学」等
の卒業生が入っている。詳細な学歴は分からない
が、学部卒業後に修士に進むにあたり、北京大学
に数十人行くという数字が出ているので、それら
を合わせるとこのような数字になるのかもしれない。

（フロア）
　大体どこの大学でも学部生よりも修士の方が多
くなっているが、そういう傾向なのか。

（名子）
　修士の定員は大きいのでそういった傾向はある。

（フロア）
　中国では飛び級的に中学生で大学に入る人がい
るというがそれは事実か。

（名子）
　中国科学技術大学が典型で、少年向けに14歳か
ら入学できるコースがあるが、最近ではそこと西
安交通大学くらいだと思う。

（フロア）
　年少で大学に入る人は他の人達と互角に学び、
同等あるいはそれ以上の学力をもって卒業するのか。

（名子）
　去年か一昨年、中国でその特集があった。正確
には見ていないが大体が研究者になっているよう

だ。中国国内に残っているのか米国に行っている
のかは分からないが、研究者になる率は高いらしい。

（フロア）
　「N1」、「N2」というのは日本語検定のことか。

（名子）
　その通り。TOEFLみたいな試験で、留学のため
に必要な語学レベルをはかるものだ。「N2」は日
常生活に差し支えないというレベル、「N1」だと大
学での勉強が可能なレベルとされているが、実際
に「N1」を取っても専門的な用語が分かるわけで
はなく苦労していると聞いたことがある。

（フロア）
　日本への留学生を増やすための受け入れ時期に
関して伺いたい。日本は4月入学が普通だが、海外、
中国では9月入学で7月卒業となる。現在の日本
における受け入れ体制、秋の入学状況はどうなっ
ているのか。

（名子）
　東大が秋入学を導入するという報道が一時期、
話題になったが、実質的に秋入学を採用している
大学は意外と多く、今は一年に4月と9月の2回、
入学時期がある。外国人留学生の場合だと9月入
学が主流だろう。日本側も結構対応していると思
う。大学の現場にいないので、これに関してどの
ような問題が起きているかは分からないが、シス
テム的には9月入学の仕組みが結構多い。特に理
工系が中心だが、人文社会系でも導入が始まって
いる。

（フロア）
　コメントが2つ、質問が2つある。先ほど、留学
先にカナダやオーストラリアが挙げられていた
が、私が米国でよく聞いたのは、カナダやオース
トラリアは永住権が取りやすいので好まれるとい
うことだ。それから、日本語ができても専門用語
が分からないと日本の文化系の大学は難しいので
はないかという話だったが、大学院で教えている
経験から言うと、日本語学科を出た学生は「N1」
を持ってはいるが、専門知識がないので即座に入
学できない。1年くらい研究生として過ごしてか
ら試験を受けて入るというのが普通だ。
　質問の一つ目は中国の留学網サイトについて
だ。それは情報が載っているだけなのだろうか。
あの大学が良いというような情報は留学志望者の
間の口コミでものすごく回っている。中国の学生

H28_CRCC研究会講演録.indd   93 17/06/14   17:58



94 JST  中国総合研究交流センター（CRCC）

CRCC研究会講演録　平成28年度

が利用するSNSサイトがあったら教えてほしい。
もう一つの質問は、学部学生を日本に呼び込むた
めに、修士学生とは異なるアプローチがあれば教
えてほしい。

（名子）
　研究生の話はまさにそうだと思う。蛇足だが、
研究生というと中国語で大学院生を意味するの
で、日本の研究生制度と書いてしまうと混乱して
しまう。“非正規生”として大学院に一年入れる仕
組みが分かりにくいため、大使館がそのリストを
作ろうとしたが、調べなければいけないことが多
すぎて頓挫した。ただ、学生には伝えるようにし
ている。そういう情報があれば学生にとって有益
だろう。
　口コミサイトは知らないが、皆、SNSで情報交
換している。具体的な所は学生に聞く方が早いと
思う。
　学部生からの留学は全体的にまだそれほど多く
はない印象だ。一例として、大変優秀な北京第四
中からは100人くらいが米国に行っているが、中
国政府的には学部生から留学していくことをあま
り推奨していない。元々、実験的に「国際班」とし
て開いたコースだったが、完全に海外の大学に進
学するための登竜門のようになってしまい、本来
意図していたことと違ってしまった。多額の税金
を使って生徒を育成しても米国に飛んで行ってし
まうという話は芳しくないので、今はあまり力を
入れていないようだ。保護者としても学部生まで
は中国に残したいとも聞く。なお、日本が学部生
から採るのであれば、英語コースが必要だろう。
それを考えると大学院生から採る方がコスト的に 
合うように思う。東大をはじめ学部生の英語コー
スを作っているところがでてきているので、そこ
の成果をみてから考えてもいいかと思う

（フロア）
　高校を出て留学する人の数はそう多くはないと
いう話だったが、高考（入試）に失敗したから外国
に行こうという人もいれば、最初から試験を受け
ずに外国へ行く人もいると思う。実際に入試を受
けない人は増えているのか。

（名子）
　地方が所管する公立大学や北京連合大学などの
データに、留学のことは殆ど書かれていない。留
学者数もほとんどいない。卒業してから留学し
ている可能性はあるが、実際のデータにはあまり
載ってこない。学部を出て直接行くというよりも

ワンクッション置かれている可能性がある。今、
ここに出ている数字では分からない。

（フロア） 
　高校を出てすぐに留学するという人たちの学力
が分からない。中国では留学生試験をしていない
し、高考（入試）を受けていればそのデータが参考
になるが、どの程度の学力を持つか分からない学
部留学生をむやみに増やすとそれぞれの大学が苦
労すると思う。

（名子）
　高考（統一大学入試）を受けてもらえれば個人
番号が付与されるため、インターネットでの成績
確認が可能であり、日本でも確認できるが、受け
ていない人については確かに難しい。他国からも
そういうことが言われていた。中国当局でも中等
教育を修了して直接来る場合の成績証明について
問題意識は持っていると思う。

（フロア） 
　学生から日本に行きたいので紹介してくれと頼
まれても自分の専門外のことはよく分からない。
大使館で留学説明会をやっているということだっ
たが、対象者はどういう人たちでどのような情報
が得られるのか。

（名子） 
　基本的には大学の国際部と大使館、JSPS（日本
学術振興会）等が共催して、日本の大学を集めて
行う説明会のこと。頻繁に行っている。専門外の
分野についてはその大学の留学生担当のところで
聞いてくれとしか答えようがない。

（フロア） 
　現地学生の日本の大学への留学に対する感想と
いうところで、仲介業者というものが出てきた。
仲介業者とは中国の学生の海外留学においてどの
ような位置付けにあり、どれくらいの影響力があ
るのか。認可制になっているのか。

（名子） 
　仲介業者は相当、影響力がある。いろいろな対
応があるが、どんな人でも有名大学に入れるとい
うような宣伝をするところもあれば、情報を提供
するというところもある。政府による正式な認可
制かどうか不明だが、教育部所管の「中国教育国
際協会」という独法のような機関があり、そこが
認定している留学仲介業者の一覧がある。2000年
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代の一時期、悪質な仲介業者がおり相当批判され
たこともあり、やはり質を保証しなければいけな
いということで、教育部所管の組織で管理するこ
とになったようだ。一般の学生で留学したい人は
多かれ少なかれ仲介業者をよく利用しているよう
である。そういうところに大学の情報を流すこと
も大事かもしれない。影響力は相当強いと考えて
もらっていい。

（フロア） 
　中国政府の奨学金の額はどれくらいか。もう一
点、今日のテーマとは少しずれるが、中国医科大
学の学部では日本語で授業を行うコースがある。
今ではそういうコースを持つ大学は少なくなって
2校くらいしか残っておらず、その2校すら学部生
の募集を停止していると聞く。この辺の事情につ
いて知っていれば教えてほしい。

（名子） 
　日本語で教える医療系の大学があることは承知
しているが、今のような状況にあることは初耳。
奨学金の金額は日本円で14万5千円くらいか。日
本政府の奨学金が14万2千円くらいだったので、
若干、多い程度だ。

【閉会】
（JST 石川フェロー）
　時間となったので、これにて第99回CRCC研
究会を終了する。

（了）
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2016 11 7

•

•

• HP 2013

http://www.moe.gov.cn/srcsite/A15/s3265/201311/t201311
05_159491.html )

•

http://www.ncss.org.cn/tbch/2014jqggxbysjyzlndbg/index.sh
tml

教 北京大学 北京市 2619 1214 46.35% 855 32.65% 217 8.29% 243 9.28% 90 3.44%

教 清華大学 北京市 2869 1628 56.74% 714 24.89% 188 6.55% 279 9.72% 60 2.09%

教 上海交通大学 上海市 3547 1172 33.04% 933 26.30% 1214 34.23% 113 3.19% 115 3.24%

教 復旦大学 上海市 2875 891 30.99% 933 32.45% 921 32.03% 45 1.57% 85 2.96%

教 浙江大学 浙江省 2972 998 33.59% 666 22.40% 1105 37.17% 98 3.30% 105 3.54%

教 南京大学 江蘇省 3528 1389 39.37% 723 20.49% 1366（38.72%） 50 1.42%

科 中国科学技術大学 安徽省 1708 815 47.72% 522 30.56% 152 8.90% 70 4.10% 149 8.72%

工 ハルピン工業大学 黒竜江 4277 1895 44.31% 527 12.32% 1612(37.69%) 243 5.68%

教 西安交通大学 陝西省 3569 1665 46.65% 395 11.07% 1167 32.70% 239 6.67% 104 2.91%

教 北京大学 北京市 3827 96 2.51% 236 6.17% 2504 65.43% 927 24.22% 64 1.67%

教 清華大学 北京市 2366 64 2.70% 215 9.08% 1712 72.36% 355 15.00% 20 0.80%

教 上海交通大学 上海市 3777 412 15.54% 175 4.63% 3049 80.73% 54 1.43% 87 2.30%

教 復旦大学 上海市 3323 87 2.61% 192 5.78% 2922 87.93% 35 1.05% 87 2.62%

教 浙江大学 浙江省 4305 356 8.27% 154 3.58% 3542 82.28% 46 1.07% 74 1.72%

教 南京大学 江蘇省 3550 441 12.42% 118 3.32% 2940(82.82%) 51 1.44%

科 中国科学技術大学 安徽省 2556 847 33.14% 118 4.62% 1318 51.56% 237 9.27% 24 1.40%

工 ハルピン工業大学 黒竜江 3283 557 16.97% 113 3.44% 2542(77.43%) 71 2.16%

教 西安交通大学 陝西省 2961 161 5.44% 70 2.36% 2695 91.02% 7 0.23% 28 0.95%

- -

-2013 -

•

※

5.26 4,743 9% 1.1 7%
4,384.63 350.4
103.5% 95.1

348.84 0.75 25.4

※
2.57 4,785 18.6%

1.33 2,442 18.4%
5 26%

4,170.65 333.4
2,400.47

86.5%    98%
252.91 23.5

166.27

※
2,529 1,202

480 75 728
1,212 781 603

3,559 308 255.2
37.5% ※

80% 54%
788.7 :571 217 623

184.7 25.1
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９８５大学の学生の進路動向（学部生）

中国人民大学 北京市 2726 936 34.34% 809 29.68% 884（32.43%） 180 0.66%
北京師範大学
（学費免除生除く）北京市 1447 663 45.82% 193 13.34% 223 15.41% 356 24.60% 42 2.90%

北京航空航天大学 北京市 3394 1556 45.85% 531 15.64% 791 23.30% 457 13.46% 59 1.74%

北京理工大学 北京市 3424 1385 40.45% 667 19.48% 1022 31.51% 240 7.00% 110 3.21%

中国農業大学 北京市 3211 1219 37.96% 461 14.36% 1419（44.19％） 134 4.17%

同斉大学 上海市 4458 1363 30.57% 1022 22.93% 1625 36.45% 335 7.51% 113 2.53%

華東師範大学 上海市 2233 581 26.02% 298 13.35% 937 41.96% 253 11.33% 164 7.34%

吉林大学 吉林省 9800 3256 33.22% 497 5.07% 4091 41.74% 562 5.73% 607 6.19%

大連理工大学 大連市 4762 1761 36.98% 449 9.43% 2314（48．52％） 238 5.00%

山東大学 山東省 6237 2200 35.27% 558 8.95% 2724 43.68% 369 5.92% 380 6.09%

中国海洋大学 山東省 3653 1171 32.06% 239 6.54% 1639 44.87% 276 7.56% 328 8.98%

東南大学 江蘇省 4053 1365 33.68% 486 11.99% 1967 48.53% 381 0.94% 197 4.86%

天津大学 天津市 3826 1476 38.58% 356 9.30% 1956（51.13%） 379 0.99%

南開大学 天津市 2967 1036 34.92% 518 17.46% 1213 40.88% 95 3.20% 105 3.53%

武漢大学 湖北省 7614 2737 35.95% 1284 16.86% 2536 33.31% 700 9.19% 357 4.69%

華中科技大学 湖北省 7706 2878 37.35% 988 12.82% 3017 40.15% 122 1.58% 611 7.93%

湖南大学 湖南省 4971 1387 27.90% 506 10.18% 2811（56.55％） 326 6.56%

厦門大学 福建省 4524 1227 27.10% 674 14.90% 2462（54.42%） 164 3.63%

中山大学 広東省 7014 1988 28.34% 1049 14.96% 2574 36.70% 784 11.18% 619 8.83%

重慶大学 重慶市 7149 1675 23.43% 313 4.38% 4251 59.46% 552 7.72% 358 5.01%

電子科技大学 四川省 4740 1879 39.64% 500 10.55% 2147（45.30％） 204 4.51%

西北工業大学 陝西省 3499 1598 45.67% 202 5.77% 1505 43.01% 66 1.89% 123 3.52%

蘭州大学 甘粛省 4455 1580 35.47% 176 3.95% 2192（49.20%） 507 11.38%

卒業者に占める留学者数の割合 出国(地域)先
上位国修士修了者 博士修了者 全体

北京大学
*本校のみ

(北京市)

３２．６％
855／
2619人

６．２％
236／
3827人

１２．８％
121／
942人

１６．５％
1212／
7388人

*学部卒の割合
７０．５％

①米:63.0％ ⑦加:1.7%
②英:7.8％

③香:6.2％

④独:3.3％

⑤仏,日：2.5％

清華大学
*委託生除く

(北京市)

２４．９％
714／
2869人

９．１％
215／
2366人

９．８％
96／
983人

１７．５％
1025／
6218人

*学部卒の割合
６９.７％

①米:70.3％ ⑥加:2.5%
②英:6.3％ ⑦仏:2.2
③香:6.2％

④日:3.1％

⑤独:2.8％

復旦大学
*高職生除く

(上海市)

３２．４％
933／
2875人

５．８％
192／
3323人

６．５％
70／
1078人

１６．４％
1195／
7276人

*学部卒の割合
７８．１％

①米:45.9％

(上位３カ国
のみ記載）

②英:12.1%

③香:6.5％

上海交通
大学

(上海市)

２６．０％
933／
3547人

４．６％
175／
3777人

０．９％
12／
1320人

１３．０％
1120／
8644人

*学部卒の割合
８３．３％

①米:63.5％ ⑥加:2.8%
②香:6.6％ ⑦日:2.6%
③英:5.3％ ⑧独:2.3%
④シン:3.6％

⑤仏:3.5％

2014

中国科学
技術大学

(安徽省)

３０．６％
522／
1708人

４．６％
118／
2556人

９．３％
71／
766人

１４．１％
711／
5030人

*学部卒の割合
７３．４％

①米:66.4%

上位５カ国の
み掲載

②香:10.4％

③欧州:9.8％

④シン:3.9％

⑤加:3.8％

ハルピン
工業大学

(黒竜江省)

１２．３％
527／
4277人

３．４％
113／
3283人

２.７％
17／
620人

８．０％
657／
8180人

*学部卒の割合
８５．０％

①米:37.2％ ⑥加:4.7%
②英:13.0％ ⑦シン:3.6%

③香:9.4％
※⑧仏:3.3%

④豪:6.9％ ※⑩日1.9%

⑤独:6.4％
凡例)表中の○％は留学者の割合を示す。/博士修了者の国内進学は、ポストドクターに就いた者。／右欄の「出国（地域）先」に
は、復旦大学は学部卒の状況、ハルピン工業大学は学部・修士卒の状況、それ以外は学部卒・大学院卒の合計数字を記載。表欄は
基本的に上位７カ国まで記載。なお、独、仏、日、豪、加、シンは７位以下であっても、可能な限り記載(※印)

出国(地域)先
上位国学部卒業者 修士修了者 博士修了者 全体

大連理工大学
９．４％
449/
4762人

２．５％
80/
3154人

６．７％
529/
7916人

※学部卒の割合
85.0%

①米:33.9% ⑥シン4.7%
②日:18.3% ⑦独:4.5%
③英:10.7%
④香:8.7%
⑤豪;8.0%

北京理工
大学

(北京市)

１９．５％
667／
3424人

２．３％
78／
3393人

６．４％
745／
6817人

*学部卒の割合
％

①米:43.9％ ⑥加:3.6%
②英:16.2％ ⑦仏:3.0%
③独:10.2％ ⑧日2.7%
④香:6.3％

⑤豪:6.0％

中国人民
大学

(北京)

２９．７％
809／
2726人

３．６％
117／
3293人

０.６８％
5／
739人

１３．８％
931／
6758人

*学部卒の割合
８６．９％

①米65.8％

上位４国まで
記載

②英:9.4％
③日:8.9％
④仏:6.9％

北京師範
大学

非免費生のみ
(北京市)

１３．３％
193／
1447人

３．２％
90／
2822人

１．６％
10／
611人

１３．０％
1120／
8644人

*学部卒の割合
８３．３％

①米:42.0% ⑥豪:3.6%
②英:16.1％ ⑦独2.0%
③香:14.5％
④日:6.7％

⑤台:4.7％

山東大学

(山東省)

９．０％
558／
6237人

２．９％
112／
3890人

３．７％
24／
644人

６．４％
694／
10771人

*学部卒の割合
８０.４％

①米:50.1％ ⑥日:3.1%
②英:13.1％ ⑦蘭:2.0%
③香:9.1％
④独:7.5％

⑤豪:4.8％

同済大学

(上海市)

２２．８％
1015／
4458人

３．２％
126／
3988人

０．５％
3／
607人

１２．６％
1144／
9053人

*学部卒の割合
８８．７％

①米:31.2% ⑥豪:4.2%
②独:28.8% ⑦日:3.8%
③英:9.7%
④香:5.5%
⑤仏:5.3%

東南大学

(江蘇省)

１２．０％
486／
4053人

２．２％
97／
4376人

６．９％
583／
8426人

*学部卒の割合
８６．９％

①米：37.4% ⑥加：4.8%

②香:11.5%
(上位６カ国ま
で記載)

③英:11.3%

④仏:5.8%

⑤日:5.3%

華中科技
大学

(湖北省)

１２．８％
988／
7706人

１．７％
96／
3777人

２．７％
33／
1320人

１３．０％
1120／
8644人

*学部卒の割合
８３．３％

①米:47.6% ⑥独:4.2%
②英:13.2％ ⑦豪:4.1%

③香:10.5％ ※⑧日:4.0%
④仏:4.8％

⑤シン:4.8％

武漢大学

(湖北省)

１６．９％
1284／
7614人

２．３％
59／
2550人

３．５％
42／
1216人

１２．２％
1385／
11380人

*学部卒の割合
９２．７％

①米:43.5％

(上位５カ国ま
で記載)

②英:13.1％

③香:10.2％

④仏:7.8％

⑤豪:5.1％

厦門大学

(福健省)

１４．９％
674／
4524人

３．３％
92／
2809人

１．９％
15／
781人

１０．１％
781／
7739人

*学部卒の割合
８６．３％

①米:32.2％ ⑥仏:4.7%
②英:14.5％ ⑦加:3.3%
③豪:12.6％

④香:10.1％

⑤シン:6.2％

電子科技大学

(四川省)

１０．６％
500/
4740人

１．３％
44/
3531人

６．６％
544/
8271人

*学部卒の割合
９１．９％

①米:47.6% ⑥日:5.0%

②香:11.0% ⑦加:3.8%

③英:9.4% ※⑧仏:2.4%

④シン:6.4% ※⑨独:2.2%

⑤豪:5.2%
出展、凡例表３に同じ。右欄の「出国（地域）先」は、華中科技、武漢、同済、厦門大学は学部卒の状況を記す。大連理工、山
東、華中科技大学研究生の出国者数は留学以外も含む。

中国人民大学 北京市 3293 172 5.22% 117 3.55% 2976(90.37%) 28 0.85%
北京師範大学
（学費免除生除く） 北京市 2822 128 4.54% 90 3.19% 1769 62.69% 692 24.53% 143 5.10%

北京航空航天大学 北京市 2852 90 3.16% 132 4.63% 2308 80.93% 297 10.41% 25 0.88%

北京理工大学 北京市 2822 62 2.20% 64 2.27% 2522 89.37% 130 4.60% 44 1.56%
中国農業大学 北京市 1635 136 8.32% 61 3.73% 1346（82.32%） 92 5.63%

同斉大学 上海市 3988 62 1.55% 147 3.69% 3718 93.23% 39 0.98% 61 1.53%
山東大学 山東省 3890 236 6.07% 112 2.88% 3279 86.63% 91 2.26% 172 4.42%
中国海洋大学 山東省 2424 238 9.82% 47 1.94% 1880 77.56% 87 3.59% 172 7.10%

天津大学 天津市 3307 274 8.29% 37 1.14% 2966(89.69%) 29 0.88%

武漢大学 湖北省 2550 135 5.30% 59 2.31% 2129 83.49% 128 5.02% 99 3.88%

華中科技大学 湖北省 5691 414 7.27% 96 1.69% 4807 84.47% 84 1.48% 282 4.94%

湖南大学 湖南省 3096 68 2.20% 44 1.42% 2719 87.82% 48 1.55% 217 7.01%

厦門大学 福建省 2869 113 3.94% 92 3.21% 2626(91.53%) 38 1.32%

中山大学 広東省 4204 166 3.95% 88 2.09% 3035 72.19% 629 14.96% 286 6.80%

西北工業大学 陝西省 2409 198 8.22% 47 1.95% 2091 86.80% 35 1.45% 38 1.58%

,

大学名 所在地 卒業生 進学 進学率 留学 留学率 就職 就職率 非正規 非正規率 未定 未定率
北京科技大学 北京 3211 1298 40.42% 451 14.05% 711 22.14% 643 20.02% 108 3.36%
北京工業大学 北京 2948 467 15.84% 343 11.64% 1726 58.55% 350 11.87% 62 2.10%
北京交通大学 北京 3401 1255 36.90% 495 14.55% 1256 36.93% 333 9.79% 61 1.80%
中国政法大学 北京 2055 692 34.77% 220 11.06% 523 26.29% 555 27.89% 65 3.16%
中央財経大学 北京 2246 643 28.63% 501 22.31% 706 31.43% 295 13.13% 101 4.50%
対外経済貿易 北京 2057 492 23.92% 595 28.93% 563 27.37% 377 18.32% 30 1.46%
華東理工大学 上海 3848 913 23.73% 520 13.51% 2229（57.93%） 186 4.83%
上海大学 上海 5363 842 15.68% 822 15.33% 2572 47.95% 1050 19.58% 77 1.45%
東華大学 上海 3468 620 17.88% 362 10.44% 2286 65.92% 121 3.98% 79 2.28%
上海財経大学 上海 1894 252 13.31% 370 19.54% 1056 55.76% 150 7.92% 66 3.47%
南京農業大学 江蘇省 4127 1061 25.71% 225 5.45% 2730(66.15%) 111 2.69%
河海大学 江蘇省 4851 1432 29.51% 214 4.41% 3021(62.27%) 185 3.81%
東北師範大学 吉林省 3468 694 20.01% 100 2.88% 2193 63.24% 443 12.77% 38 1.10%
延辺大学 吉林省 3974 683 17.19% 946 23.80% 945 23.78% 602 15.15% 798 20.08%
遼寧大学 遼寧省 4725 819 17.33% 549 11.62% 1188 25.14% 1785 37.78% 384 8.13%
大連海事大学 大連市 4014 865 21.55% 206 5.13% 2484 61.89% 341 8.49% 118 2.94%
河北工業大学 河北省 3282 1007 30.68% 59 1.79% 1027 31.30% 1013 30.88% 176 5.35%
太原理工大学 山西省 5084 982 19.32% 38 0.75% 2066 40.64% 1197 23.54% 801 15.76%
鄭州大学 河南省 11045 3142 28.45% 335 3.03% 6574 59.52% 454 4.11% 540 4.89%
武漢理工大学 湖北省 8332 2545 30.54% 335 4.02% 4600 55.21% 369 4.43% 483 5.80%
中南財経政法 湖北省 5039 880 17.46% 618 12.26% 2940 58.34% 225 4.47% 373 7.42%
西南交通大学 四川省 7334 1804 24.60% 327 4.40% 4892(66.70%) 242 3.3%
西南財経大学 四川省 3997 786 19.62% 779 19.49% 2063 51.62% 40 1.01% 329 8.23%
西安電子科技 陝西省 4975 1763 35.44% 263 5.29% 2656 53.14% 151 3.03% 142 2.85%
西北大学 陝西省 3154 831 26.35% 171 5.42% 1418 44.96% 158 5.01% 576 18.26%

H28_CRCC研究会講演録.indd 97 17/06/14 17:58



98 JST  中国総合研究交流センター（CRCC）

CRCC研究会講演録　平成28年度

出国(地域)先
上位国

中国政法
大学
*文科系
(北京市)

１０．７％
220／
2055人

２．４％
44／
1840人

０％
０／
171人

６．５％
264／
4066人

*学部卒の割合
８３．３％

①米:30.7％ ⑥台:3.1%
②英:22.0％ ⑦独:2.7%
③香:12.1％
④韓:5.9%

⑤加:4.2％

対外経済
貿易大学
*文科系
(北京市)

２８．９％
595／
2057人

０．９１％
14／
1546人

１６．９％
609／
3603人

*学部卒の割合
９７．７％

①米:38.8％ ⑥独:5.4%
②英:23.0％ ⑦加3.5%

③香:8.4％ ※⑧日:2.9%
④豪:7.2％

⑤仏:6.3％

北京科学
技術大学
*理科系
(北京市)

１４．０％
451／
3211人

２．２％
59／
2702人

８．６％
510／
5913人

*学部卒の割合
８８．４％

①米:26.4％ ⑥仏:5.6%
②英：18.4％ ⑦日4.9%
③独:14.7％
④香:8.4％

⑤豪:6.4％

北京交通
大学
*理科系
(北京市)

１４．６％
495／
3401人

３．２％
93／
2882人

９．４％
588／
6283人

*学部卒の割合
８４．１％

①米：45.1％ ⑥加:5.5%
②英:12.1％ ⑦独:3.2%

③香:9.5％ ※⑧仏:2.6%

④瑞:8.3％

⑤豪:6.3％

中央財経
大学
*文科系
(北京市)

２２．３％
501／
2246人

１．４％
18／
1323人

0％
0／
80人

１４．２％
519／
3649人

*学部卒の割合
９７．０％

①米:44.7％ ⑥加:2.2%
②英:23.2％ ⑦日:2.0%
③豪:11.6％
④香:9.4％

⑤シン:2.4％

2013

2013

TOEFL GRE GPA

HP

http://edu.people.com.cn/n/2014/0403/c1053-24819140.html
73 76 6.2.3.2

※

延辺大学
*総合系

(吉林省)

２３．８％
946／
3974人

63.7%

:19.9%
:16.4

東北師範
大学
*総合系
(吉林省)

２．９％
100／
3468人

１．１％
35／
3066人

135
6534

*

:23.0 ⑥露:6.7%
:21.5 ⑦日:5.9%
:11.9

:8.2

:7.4

鄭州大学
*総合系

(河南省)

３．０％
335／
11045人

１．７％
72／
4303人

２．７％
407／
15348人

*学部卒の割合
８２．３％

:18.8 :8.3%
:16.4 :3.8%
:12.6 :3.6%
:11.9
:9.2

南京農業
大学
*農業系
(江蘇省)

５．５％
225／
4127人

２．２％
28／
2047人

２．７％
15／
564人

268
5913

*

:21.3 :7.1%
:19.1 :6.2%
:14.7
:8.9
:8.0

西北大学
*総合系
(陝西省)

５．４％
171/
3154人

０．０６％
11/
1712人

０％
0/
169人

177(184)/
5035

* ( )

) /

北京大学・清華大学・復旦大学における世界大学ランキング上位５０大学への進学状況(上位１５校まで) ※報告者作成
北京大学 (THEランキング) 清華大学 (THEランキング) 復旦大学 (QSランキング)

77 74 3 0 73 65 5 3 40 39 1 0

34 24 6 4 54 49 3 2 30 22 3 5
31 27 3 1 45 32 5 8 香港中文大学 28 22 4 2

27 20 5 2 MIT 34 27 5 2 25 19 5 1
27 26 1 0 31 17 7 7 23 15 7 1

MIT 23 17 3 3 30 22 3 5 23 18 3 2
21 15 3 3 27 26 1 0 18 17 1 0

20 16 1 3 22 16 4 2 18 16 2 0
20 12 7 1 20 10 8 2 18 17 1 0

20 16 4 0 19 15 3 1 LSE 14 13 1 0

19 17 2 0 19 17 2 0 14 13 1 0
19 16 2 1 18 10 6 2 12 10 1 1
19 16 3 0 16 14 2 0 12 10 2 0
18 17 0 1 15 14 1 0 12 12 0 0

18 15 1 2 14 7 5 2 12 12 0 0
1 1 0 0 4 2 1 1 1 1 0 0

11 9 2 0 9 6 3 0 8 7 1 0
7 5 2 0 7 5 1 1 8 7 1 0

16 14 2 0 8 5 2 1 5 4 1 0

11 7 4 0 12 5 6 1 5 5 0 0
5 1 3 1 2 1 1 0 2 1 1 0

※ ( )※
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第99回　有力大学における中国人学生の留学動向

第
93
回

第
94
回

第
95
回

第
96
回

第
97
回

第
98
回

第
99
回

第
100
回

第
101
回

第
102
回

大学名 学部卒業者 国内進学者 国内進学先 *修士課程における
自校出身者割合

延辺大学 ３９７４人 ６８３人 ①自校 ５０３人
４２．７％
５０３/
１１７８人

北京科学技術大学 ３２１１人 １２９８人 ①自校 ７８４人
３０．２％
７８４
/２６００

政法大学 ２６５５人 ５５６人
①自校 ３７５人
②北京 ４２人
③清華 ２４人

２０．０％
３７５

/１８８０人

河北工業大学 ２８９８人 ８８９人
①自校 ３１６人
②天津 １２３人
③北京理工 ３７人

１７．７％
３１６

/１７９０人

鄭州大学 １１０４５人 ３１４２人
①自校 ７２３人
②科学院 ９８人
③武漢 ５８人

１７．０％
７２３

/４２５２人

太原理工大学 ５０８４人 ９８２人
①自校 ５１６人
②中国鉱業 ２６人
③西安交通 ２３人

３０．６％
５１６

/１６８４人

華東理工大学 ３８４８人 ９１３人 ①自校 ６２６人
２５．０％
６２６

/２５００人

西南財経大学 ３９９７人 ７８６人
①自校 ４４６人
②中国人民 ４４人
③対外経貿 ３６人

１９．８％
４４６

/２２５０人

華南師範大学 ６４３７人 ５６８人
①自校 ３６２人
②中山 ４３人
③華南理工 ２６人

１５．１％
３６２

/２４６０人

西北大学 ３１５４人 ８３１人 ①自校 ４０８人
１９．４％
４０８

/２１０４人

)

•

•

2014

※
http://www.join-

tsinghua.edu.cn/publish/bzw/7540/20141128094655634214283/2014z
sjh.pdf

http://www.eol.cn/html/g/tsgkrs

•

•

•

•

•

大学名 *

復旦大学 ２８７５人 ８９１人
①自校 ７４４人
②科学院 ４８人
③北京 ２２人
④上海交通 １６人
⑤清華 ９人

２０．１％
７４４

/３７００人

上海交通大学 ３５４７人 １１７２人
①自校 ９３７人
②浙江 ３５人
③復旦 ３４人
④科学院 ２２人
⑤北京 ２０人

２０．１％
９３７

/４６７０人

浙江大学 ５３０８人 １７８３人
①自校 １２００人
②上海交通 ８２人
③北京 ３６人
④清華 ３０人
⑤復旦 ２１人

２３．７％
１２００
/５０６０人

中国科学技術大学 １７０８人 ８１５人
①自校 ５５０人
②科学院 １５９人
③その他 ５２人
(９８５大学)

１４．６％
５５０

/３７７０人

ハルピン工業大学 ４２７７人 １８９５人
①自校 １４４７人
②Ｃ９ １１６人
③９８５ １３４人
④科学院 １２０人
⑤その他 ７５人

３１．１％
１４４７
/４６４６人

)
) 2014

*

山東大学 ６２３７人 ２２００人
①自校 １１５８人
②科学院 １５４人
③北京大 １２０人
④上海交通 ７６人
⑤浙江大 ６８人

２５．１％
１１５８
/４６２０人

南開大学 ２９６７人 １０３６人
①自校 ５２１人
②北京大 １０２人
③科学院 ９４人
④清華大 ３５人
⑤人民大 ３１人

１５．２％
５２１

/３４３０人

武漢大学 ７６１４人 ２７３７人
①自校 １６４３人
②科学院 １８２人
③北京大 １１０人
④人民大 ６４人
⑤清華大 ６３人

２７．１％
１６４３
/６０７０人

中南大学 ７８９１人 *３２９７人
①自校 １７０３人
②科学院 １０４人
③上海交通 ６９人
④浙江 ６８人
④山東 ６８人

３６．８％
１７０３
/４６３０人

厦門大学 ４５２４人 １２２７人
①自校 ６７６人
②北京 ８２人
③清華 ３８人
③復旦 ３８人
⑤上海交通 ３５人

１８．６％
６７６

/３６４０人

中山大学 ７０１４人 １９８８人
①自校 １４４３人
②北京 ７３人
③科学院 ６４人
④中国人民 ２９人
④清華 ２９人

２９．９％
１４４３
/４８３０人
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•
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※
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/
2015

( )

2
北陸先端科学技術大学院大学 20 -

早稲田大学 60 2012

4

30 2010 52

20 2008

2009 201-300

2012 101-150

9

2012 201-300

11 40 2012 41

30 2012 201-300

30 - 201-300

30 2012 72

2014 ※ 151-200
101-150

INSEAD 30 2014 ※ 36

2005

- 40 2010

17

ケンタッキー大学 1人 - 201-300

ネブラスカ大学 制限なし 2008 201-300

フロリダ大学 制限なし 2010 83

ワシントン州立大学 30人 - 301-400

カリフォルニア大学デイビス校 20人 2008?

カリフォルニア大学ロサンゼルス校 80人 2008 12

カリフォルニア大学バークレー校 12人 2008? 4

カンザス州立大学 20人 2012 401-500

南カリフォルニア大学 30人 - 49

ノートルダム大学 20人 2013 201-300

ジョージア工科大学 70人 - 101-150

ロックフェラー大学 10人 2013 33

シカゴ大学 制限なし 2013 9

ハーバード大学 35人 - 1

マサチューセッツ工科大学 5人 - 3

イェール大学 20人 - 11

プリンストン大学 5人 - 6

25

ロンドン大学 制限なし 2009 55

エジンバラ大学 制限なし 2015 47

グラスゴー大学 20人 - 101-150

バーミンガム大学 80人 2010 101-150

リーズ大学 13人 2009 101-150

リヴァプール大学 制限なし ー 101-150

スウォンジー大学 制限なし -

ハル大学 10人 -

ノッティンガム大学 10人 2008 101-150

サセックス大学 10人 2009 151-200

ウォーリック大学 6人 - 92

エセックス大学 10人 - 401-500

クィーンズ大学ベルファスト 20人 - 301-400

ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン 25人 - 18

ダンディー大学 20人 - 201-300

ヨーク大学 10人 2015 201-300

マンチェスター大学 9人 - 41

サウサンプトン大学 10人 2015 101-150

セント・アンドルーズ大学 40人 2015 301-400

カーディフ大学 制限なし 2015 151-200

バンガー大学 制限なし -

シェフィールド大学 5人 - 101-150

オックスフォード大学 20人 2006 10

ケンブリッジ大学 40人 2005 5

インペリアル・カレッジ・ロンドン 10人 2015 23

※ HP HP HP -
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【開会】
（JST 倉澤上席フェロー）
　今日は記念すべき第100回CRCC研究会として、
「中国経済の変化：起業を通じたイノベーション」
をテーマに、ジェトロ・アジア研究所の木村公一
朗さんにお話しいただく。
　今年より第13次五か年計画が始まったが、中
国全体では海外の技術で部品を作ったり物を組
み立てたりという段階を経て、今では本物のベン
チャーが生まれつつある。一番有名なところに
DJIというドローンの会社があるが、DJIは深圳か
ら生まれたベンチャー企業で、今やドローンの世
界シェア7割を占めている。また、中国経済は量か
ら質への転換を図っていて、これも大きな変化と
言えるだろう。中国経済はこれまでとは違った動
きになっているが、中国のイノベーションをどう
いう人たちがどんな所でど のように支えているの
か、今日はたくさんのビジュアルを交えながらお
話いただきたいと思う。
　今年最後、第100回目の研究会として、新進気鋭
の研究者である木村さんをお招きした。ご略歴は
配布資料の通りだが、香港、深圳を中心とした珠
江デルタをずっと回って来られている。今日のお
話に期待したい。

【講演】
（木村）
　ただいまご紹介いただきましたジェトロ・アジ
ア経済研究所の木村公一朗と申します。宜しくお
願いいたします。
　第100回という素晴らしい節目の回に登壇させ
ていただくのは恐れ多いが、今日は中国経済の変
わり目について、皆さんと一緒に考えさせていた
だきたい。

　私は2001年にアジア経済研究所に入り、2005年
から2年間、北京の中国社会科学院工業経済研究

所に在籍していた。当時はスマートフォンが出て
くる前で、携帯電話機の中国のブランドメーカー、
あるいは知的財産権を侵害しているような山寨
（シャンヂャイ）と呼ばれる模倣品をつくっている
会社などを頻繁に訪問した。中国のブランドメー
カーといっても、まだそれほどマーケットのシェ
アは持っておらず、全体として見れば模倣品メー
カーのシェアが大きかった。自社ブランドでイノ
ベーションを起こしていくような企業は決して多
くなかった。それが今では起業を通じたイノベー
ションに注目が集まっている。今日は深圳の事例 
を紹介しながら、中国経済の変化と起業を通じた
イノベーションについて考えていきたい。

　約10年前に北京に2年滞在したが、2年前に米
国ボストンにあるブランダイス大学に在籍する
機会を得て、そこに1年間在籍した。ブランダイ
ス大学では中国の科学技術政策やイノベーション
を長年研究しているゲーリー・ジェファーソン先
生の研究室に所属し、中国の大企業がどうやって
研究開発型になっていくのかというような既存企
業の変身について調査研究をしていた。そのボス
トンでも、スタートアップによる起業を通じたイ
ノベーションが話題になっていた。多くの若い人
達がイノベーション活動や新製品開発の担い手と
なっていた。従来であればシリコンバレーでとく
に話題になるようなスタートアップやそのエコシ
ステムのことが、ボストンやニューヨークをはじ
め、他の大都市でも重視されるようになっていた。
ボストン滞在の後は香港大学に在籍したが、香港
や深圳でもスタートアップはよく聞く言葉になっ
ていた。30歳前後の若い人達が会社をつくりなが
らいろいろな製品開発を行っていた。既存企業の
イノベーションに加えて、起業を通じたイノベー
ションも重要になっていると思い、香港にいる間
は深圳を頻繁に訪問した。今日はその時に見聞き
したことを中心にお話したいと思う。

中国経済の変化：起業を通じたイノベーション

PROFILE
木村 公一朗（きむら こういちろう）氏　ジェトロ・アジア経済研究所 副主任研究員
1999年、早稲田大学政治経済学部卒業。2001年、早稲田大学大学院経済学研究科修士課程修了。2001年からジェトロ・
アジア経済研究所。2005～07年、中国社会科学院工業経済研究所で客員研究員。2012年、早稲田大学大学院経済学研
究科博士後期課程修了。博士（経済学）。2014～15年、米国ブランダイス大学経済学部で客員研究員。2015～16年、
香港大学経済・経営学部で客員研究員。専門は国際経済学、中国経済論。
主著に、The Growth of Chinese Electronics Firms: Globalization and Organizations（PalgraveMacmillan, 2014）、「中
国経済の変化とグローバル経済への影響：ASEANのケース」『東亜』No.589（2016年7月号）など。

2016年12月12日（月）　15：00～17：00開催日時
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　深圳は広東省の広州と、香港の間にある街だ。
1979年に輸出特区、1980年に経済特区になるまで
は非常に小さな村だった。今では人口約1,100万
人を抱える大都市となり、1970年代末の改革開放
以降は、北京、上海、広州に次ぐ巨大都市として四
大都市と呼ばれるまでになった。世界的には北京、
上海、広州ほど有名ではないが、イノベーション
が起こる町として、この2、3年、非常に注目を集 
めている。人口が1,100万人、面積は東京都とほぼ
同じなので、東京と似たような規模感がある。た
だ、出稼ぎ労働者やビジネスチャンスを狙って来
る人達もたくさんいて、人口1,100万人の内、深圳
の戸籍を持つ人は30％強の350万～400万人くら
いだ。2008年くらいまで深圳市のGDPにみる工業
とサービス業の比率はほぼ同じだったが、2000年
代の半ばから人件費が急騰し、工場の操業が難し
くなっていった。リーマンショック以降は深圳市
GDPに占める第3次産業の比率がどんどん大きく
なっている。上海同様、株式市場もあるので金融
機関も多く、エレクトロニクス部品や衣類の卸売
業の人達もたくさんいる。オフィスビルも立ち並
び、経済のサービス化が進む大都市だ。
　まだ小さい会社ばかりだが、深圳ではハード
ウェア系のものづくりタイプのスタートップ、
ベンチャー企業が増えている。また、起業を支え
るエコシステムも発展している。この写真は上
下とも同じ会社だが、スタートアップとスタート
アップ・エコシステムの両方にまたがる事業領域
を持っている。

　今日は中国の変化を振り返りたいが、起業を通
じたイノベーションは中国の文脈だけで語られる
ものではない。世 界中、つまり、ボストンやニュー
ヨーク、テルアビブ、バンコク、シンガポール、東
京もそうだが、世界各地の大都市でスタートアッ
プが非常に増えており、そういう文脈も関係して
いる。勿論、中の要因だけで説明はできないし、外
の国際的な事業環境の変化だけで深圳を説明でき
るわけではないが、その両方が重なり合って、深
圳ではハードウェア関係のスタートアップが増え
ている。

　先ずは中国の製造業のこれまでの発展を、技術
を軸に振り返っていきたいと思う。1970年代末に
改革開放が始まるまで、中国は冷戦構造の中、ソ
ビエトとも米国とも関係が悪く孤立していた。海
外企業との取引も殆ど無かった。ところが改革開
放によって、一部の企業ではあるものの、海外企
業との取引が可能になった。いろいろな製造技術、

例えばテレビを組み立てるための生産ラインや、
それに関係する技術を日本から導入したりしなが
ら、ものづくりのための技術が蓄積されるように
なった。中国企業の技術力に対しては様々な評価
があるだろうが、それはどこを見ているかによる。
製品開発の面ではまだ足りないかもしれないが、
品質の比較的良いものを安く作るといった製造技
術はすでに高い。製品開発については、外部の企
業に依存することが多かったが、発展途上国企業
であればそれは合理的な選択だ。新しい製品をつ
くるところから始める必要は無いし、そんなリス
クをとる必要も無いからだ。また、製品をその製
品たらしめるコア部品―冷蔵庫であればコンプ
レッサー、昔のテレビならブラウン管―そういっ
た主要な部品も、基本的には海外企業あるいは国
策でつくられたような会社に依存する形でものづ
くりをしていたので、自分たちの中で主要部品を
つくる、設計するという技術はほとんど無い。こ
れは東大の丸川知雄先生が「垂直分裂」という言
葉とともに説明していた現象だ。

　ここまで言うと、中国企業は外の技術に頼って
いて中では何もしていなかったのではないかと思
う人もいるかもしれないが、よく見ていくと卸売
業者的なところで個性を発揮し、強い競争力を構
築した会社がたくさんある。中国市場は非常に大
きく所得水準もたくさんあるので、市場の多様性
が非常に大きい。全国に効率よく販売網、あるい
はアフターサービス網を整備することが、中国の
メーカーにとって非常に重要な競争力のポイント
になっていった。もちろん、海外企業の視点から
言えば、国内産業は保護されていたので中国企業
が成長する余地があったのは当然だという意見も
あるだろう。実際、2001年WTO加盟前の国内産
業はかなり保護されていた。だが、中国企業間に
おいて非常に激しい競争があったということが重
要だ。どこが生き残れるか分からない状況の中、
全国レベルの販売網を構築できた企業こそが国全
体の大きな市場シェアを取っていく。中国企業の
間で非常に激しい競争があったことは無視できな
い。より効率的にやることで、中国企業自身の外
資系企業に対する競争力も形成されたといえよう。

　製品開発では技術の中核に触れるようなことは
殆どやっていなかったが、製品の機能を足し引き
したりデザインを変えたりと、消費者の嗜好や生
活に適用した設計を行い、自分たちの中国人とし
ての知識を生かしながら、外資系企業よりも、よ
り国内のニーズに合った製品を開発していった。
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より表面に関わるところの製品開発を行いなが
ら、多様なニーズのある市場に適用する形で各社
が競争していたのだ。

　これは中国の企業に限らないが、発展途上国の
企業であれば、その成長パターンとして、①部分
的な技術蓄積による一部の技術の内部化、②外部
企業の主要部品・製品設計への依存による外の技
術の活用、③販売・アフターサービス網の整備や
消費者の嗜好に適応した製品設計における中の知
識の活用、という3点の特徴が見受けられる。日
本企業も、おもに米国の自動車メーカーから技術
導入しながら自国の自動車メーカーを発展させ
てきた側面がある。今ほど国際分業やバリュー
チェーンは発展していなかったので、日本の場合
はここに関して内部で行う部分が多かったのでは
ないかと思うが、中国に限らず今の発展途上国で 
あれば、どの国の企業も国際分業体制、あるいは
国内のサプライチェーンを十分に活用しながらビ
ジネスをスタートさせることができる。とりわけ
中国に関しては市場が非常に大きいので、それを
使って成長のチャンスを掴むことが重要なポイン
トになる。ブラジルやインドネシアでも国内産業
を保護しており、国内でモノを売りたければここ
に工場を建てて製品を作って下さいというような
政策を打ち出している。中国ではそこまであから
さまな産業政策を打てなくなっているが、億単位
の人口があるところでは、依然として重要な国内
産業保護法が活用されることが多い。

　ここで中国とインドの例を比較してみよう。エ
レクトロニクス産業を見た場合、1980年代くらい
まで中国とインドの初期条件は似ていた。PCメー
カーも生まれていたし、エレクトロニクス技術も
軍事関連の技術として研究されたりしていた。た
だインドの場合、2000年くらいになるまで中間層
が大きくならなかったため、インドにも様々な家
電・エレクトロニクス産業はあったものの、メー
カー同士が切磋琢磨するだけの市場規模に至らな
かった。そのため、企業も競争力をそれほど構築
することができなかった。その結果、市場を少し
開放した後、サムソンやLGが家電市場のシェア
を急速に高めるようになってしまった。インドで
はソフトウェア産業が最初に発展したが、一方で
中国の場合はエレクトロニクス産業を中心とした
ハードウェアが発展している。中国企業自身が国
内で激しく競争した結果、ある程度の競争力が構
築されていったのだ。20年後、30年後の両国の発
展を比べると全く異なっているが、その岐路は何

かというと、先に説明した3点目のところなのだ
ろう。

　しかし、中国では、1990年代末から指摘されて
きた製造業の課題が、2000年代半ばからの賃金高
騰や海外進出の加速によって顕在化していく。中
国の製造業ではコア部品は外部企業から買ってき
たものが多く、製品開発能力もないため、費用構
造上の足腰は強くない。中国政府も様々な政策を
打ち出してきたが、企業の方は成長可能な限りに
おいて成長パターンを積極的に変える動機はない。
費用構造の足腰の弱さが露見するようになってか
ら、中国政府も企業もイノベーションや高い付加価
値の製品をつくる必要性について意識し始めた。

　海外進出を成功させるためにも、ある程度の技
術力が必要になってくる。1990年代には都市部で
の家電製品の普及が進み、2000年代になると農村
部でも普及が進んだ。2000年代半ばになると国
内市場の飽和が問題となり、中国の家電メーカー
がさらなる成長を実現しようと思えば、海外への
進出が不可避になった。中国の有名家電メーカー
を訪問すると、生き残るには技術力とブランド力
を高めて海外に行くしかない、という危機感を強
く感じた。10年ぐらい前から、中国企業のマネー
ジャーは将来性に対する不安を持っていた。先ほ
ど申し上げたとおり、中国企業もある程度の製造
技術を蓄積し、効率良く、安くモノをつくれるよ
うになっていたが、主要な部品は外部企業から調
達していた。また、外資系企業と比べた強みは、国
内の販売網等にあったが、それは海外に出ると通
用しない。中国企業の成長要因となっていたホー
ムアドバンテージは、海外、つまり、アウェーでは
ディスアドバンテージになってしまう。とりわけ、
海外の家電市場ではサムソンなどの強力なグロー
バル企業が大きな市場シェアを持っている。その
ため、付加価値のより高い製品を開発する力が必
要だという認識が共有されるようになった。中国
政府もイノベーション政策を打ち出し、2006年の
『国家中長期科学技術発展』では、GDPに対する研
究開発費の割合の目標値を打ち出したり、自主的
なイノベーションの重要性を繰り返しうったえる
ようになった。

　研究開発に力を入れる企業も増えているが、当
初は、大企業であったり、国有企業であったり、規
模や所有制に偏りがあった。しかし、2015年に打
ち出された「大衆創業、万衆創新」政策は、より幅
広い企業を対象に、起業を通じたイノベーション

H28_CRCC研究会講演録.indd 103 17/06/14 17:58



104 JST  中国総合研究交流センター（CRCC）

CRCC研究会講演録　平成28年度

を実現していこうというものだ。その中でも深圳
における起業の増加は、政策が出される前から注 
目を集めるようになっていた。

　起業増加の背景には、国際的な事業環境の変化
という大きな動きも関係している。先ず新しい
市場が拡大しているということが非常に重要だ。
1990年代半ばにインターネットが整備されたが、
その頃はインターネットを使ってどのようなビジ
ネスができるのか盛んに議論されていた。今はモ
ノとネットを繋いでどんなビジネスが可能かとい
うことをめぐって、多くの企業が模索している。
中国の製造業もある程度成熟し、イノベーション
が必要なステージに入った。そのタイミングで、
新しい市場が生まれつつあるというのは大きな
チャンスだ。また、それにともなって、新しいもの
づくりに向けてチャレンジする企業や、ホビーと
してものづくりをするメイカーが増えていることで、
こういった企業向けの市場も大きくなっている。

　具体的にどんな企業が成長しているのかを表
にまとめた。DJIは世界の商用ドローン市場で約
70％のシェアを持っている。DJIはドローンの他
に、フライトコントローラーも含めた主要部品
も開発している。その他には、2008年以降創業の
SeeedやMakeblock、LeMaker が、ものづくりを
する人たち向けに、製品開発を促進するようなモ
ジュールや、ロボットキットを販売している。ものづ
くりを行う人たち向けの市場も大きくなっている。

　DJIは杭州出身の汪さんが、2006年に創業した
会社だ。汪さんは香港科技大学に入り、在学中に
友人らと共にフライトコントローラなどを開発し
た。香港でお金を得てから、深圳で事業を急拡大
させた。2010年～2012年の頃はParrotなども含
めた3大メーカーとして、市場を分けていた。DJI 
は技術開発に注力し、操作しやすく、より空撮し
やすいドローンを開発することで、世界の商用ド
ローン市場で約70％のシェアを取るような企業に
成長した。彼らは操作しやすいコントローラーに
加えて、撮影時のブレを防ぐためのジンバル、こ
れはカメラを水平に安定させる機構のことだが、
その他にも小さくて性能の良いカメラを開発した
りと、飛行機能と空撮機能に非常に力を入れた。 
ドローンの主な用途である空撮に注力すること
で、確固たる地位を築いた。ドローンの用途が広
がっていけば、市場もそれにともなって広がって
いくことになる。ドローンの用途やコンセプトの
変化についていくことができるかどうかが、DJI 

にとって成長の鍵になっていくのだろう。中国国
内でもある程度の技術力を持つライバルメーカー
が多数参入しているので、競争は激しくなってい
るが、今後の成長にも注目していきたい。

　つぎに、Seeedは深圳のスタートアップ・エコ
システムの充実にも関わる会社だ。創業者のエ
リック・パンさんは30代前半の若い人で、最初
はインテルに就職したものの、自分のやりたい事
とは違うと会社を辞め、ものづくりのサポートと
なるような事業を始めた。Speeedの事業は多岐
にわたっていて、製品開発のためのモジュールや
キットの販売や、プリント基板の製造受託、製品
を販売するためのサイトも運営している。いろい
ろなことを行っているが、モジュールやキット販
売が収益の柱になっているということだ。スター
トアップを支援しつつも、彼ら自身もハードウェ
アスタートアップだ。また、メイカーフェアとい
うイベントを主催し、ものづくりを楽しむための
裾野を広げる活動もしている。柴火は市民が電子
工作をしたり3Dプリンタを使ったりするために
利用できる会員制のスペースだ。従業員は全体で
250人くらい。DJIのような売り上げ規模とは異な
るが、非常に面白い活動をしている。

　2011年に王建軍さんが創業したMakeblockと
いう会社には、いろいろな製品を組み立てること
ができる、この青いブロックを売っている。様々
なセンサーやコントローラシステムも含まれてお
り、組み立てたロボットなどをコントロールでき
る。「ロボット版レゴ」として世界中の人達に楽し
まれていて、売り上げの70％が欧米向けだ。また、 
子供たちのためのSTEM（科学、技術、工学、数学）
教育熱が世界的に高まっているので、そういった
教育用キットとしてもたくさん売れている。特に
売れているのは75ドルくらいで買える子供向け
のロボットキットだそうだ。日本ではまだあまり
STEM教育は馴染みがないが、欧米や中国、シン
ガポールの中間層以上は子供の理系教育に非常に 
熱心で、市場が大きくなっている。このように急
成長しているMakeblockだが、売れるようになれ
ば、退職した職員による起業や、また、模倣品も増
えてくる。競争に勝つために自分たちの強みを把
握し、ライバル達にどう対抗していくかが彼らの
さらなる成長の鍵になるだろう。

　最後にNXROBOという、2015年にできたばか
りの新しい会社を紹介したい。創業者のLamさん
は香港出身だが、ものづくりをするならやはり深
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圳の方が効率的に早くできるということで、深圳
にオフィスを構えている。ここでは消費者向け
の家庭用ロボットをつくっていて、赤外線で家
電製品をコントロールするなど、家庭用のいろ
いろな手伝いをするようなロボットを作ってい
る。ロボット製品のラインアップは3つあるとい
うが、まだ量産していないので売り上げがない。
それまでの給料や開発資金は、彼ら自身が使う大
手3Dプリンタメーカーからの出資で賄ったとい 
う。3Dプリンタメーカーからすれば、顧客である
NXROBOが成功すれば自分達の市場も広がると
いうことだ。このように、スタートアップのため
の開業資金や製品開発のための出資をする会社も
増えている。LeMakerも製品開発のお金は中国大
手の通信機器メーカーの出資を受けていたという
し、アイデアがある人たちの製品開発を助けるた
めに、大きくなった会社が資金を出すということ
も普通に行われている。投資が増えて新たな製品
開発を行う会社も増えているということだ。

　需要の側面から見ると、新しい市場が生まれる
ことで新しい会社が出ているように見えるが、低
コストで事業を立ち上げられるようになったと
いう事実も重要だ。供給面からみても、スタート
アップを始めやすい環境が整っているのだ。例え
ば、製品開発をするために必要な仕様がオープン
ソースになっていたりする。ハードウェアであれ
ば回路図がオープンになっていて、誰でも使える
ようなオープンソースの考え方が広がっている。
また、3Dプリンタの普及によって、10～100個く
らいまでなら、3Dプリンタで安く作れるように
なった。ものづくりのハードルが下がったという
ことだ。さらに、これまでは事業構築の際のサー
バ準備が大変だったが、使った分だけの課金で済
むAMAZONのWebサービスなども出てきてい
る。こういったクラウド・コンピューティング・
サービスを使うことで、サーバを準備するための
イニシャルコスト、あるいは運営保守のコストが
高く付くという、リスクも避けられるようになっ
た。加えてクラウドファンディングも増えている
ので、アイデアがあればお金を集めることも可能
になっている。

　HAXは2011年に米国のベンチャーキャピタル
が設立したハードウェア・スタートアップ専門の
アクセラレータだ。アクセラレータとは、資金の
ほか、製品開発や知的財産権の守り方、販売の方
法などのアドバイスをスタートアップに与え、企
業成長を促進させるようなビジネスを行ってい 

る。HAXは米国でスタートアップ向けに投資をし
ているSOSVの一部門で、半年前に聞いたところ
では、会社全体で400社くらいに投資している。そ
のハードウェア部門として、深圳とサンフランシ
スコに拠点を置いている。彼らのトレーニングを
受けて製品開発すると、高い確率で良いものがで
きるということが知られているためたくさんの応
募があり、その中から1年間に30チームが選抜さ
れる。選抜されたチームには製品開発のための資
金10万ドルが提供され、深圳で111日間のトレー
ニングが行われる。最後の2週間はサンフランシ
スコに移動し、製品のプロモーションをする。一
連のプログラムを通して、一つのスタートアップ
が誕生する。返済不要の10万ドルを渡し、約3か
月のトレーニングを提供し、その会社がもし大き
くなって上場、あるいは他から買収されてお金
が入れば、大きな収益をあげられることになる。
HAXに応募するのは大体3～5名のチームだ。出
自は北米からが約60％、欧州からが約20％、あと、
殆どが中国からだが、アジアからが約20％となっ
ている。ここが試作のための場所で、あと、パソコ 
ンが並ぶオフィスや、ミーティングスペースもあ
る。オープンなスペースだ。それぞれのチームが
トレーニングを受けるのも重要だが、15チームが
一同に会して半年間、切磋琢磨していくという環
境も重用なようだ。

　起業のための拠点としてもいろいろなビジネ
スモデルがある。オフィスだけを貸すところもあ
れば、機材や工具まで揃えているところもある。
2015年に中央から「大衆創業、万衆創新」政策が出
た時、深圳市は、若い人達が起業しやすいような
場所を2017年までに200か所つくろうという計画
を打ち出した。町中でものづくりの創業のための
拠点が生まれている。
　この写真は深圳市政府がかかわる拠点で、こち
らの方の写真は深圳で生まれた新しい製品をプロ
モーション展示している場所のものだ。ここはエ
レクトロニクス製品の卸売市場の上に建物を設け
て、創業のための拠点を運営している。そこには
投資家や知財関係のオフィスなど、いろいろな入
居者が入っていて、起業家が様々なサービスを受
けられるようになっている。

　製造業者の存在も重要だ。何故、深圳でイノベー
ションが盛んかというと、やはり珠江デルタにお
ける充実したサプライチェーンがあるからだ。珠
江デルタには製造企業が数多く集まっているの
で、それらを使って新しい製品開発をしようとい
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う人たちが増えている。また、数年前までは試作
や少量生産を請け負ってくれるところは非常に少
なかったが、今後、急成長してくれる客を期待し
て試作や少量生産を行う製造企業も増えている
し、起業の拠点が提携しているところもある。試
作や少量生産は、どうしても大量生産より割高に
なってしまうため、スタートアップの方でも、も
のづくりのためのコストを最小限に抑えられるよ
うな製品設計が重要になるようだ。モノに機能を
持たせていくと、どんどんモジュールや部品が増
えて、一つ当たりの費用が上がってしまう。なる
べくソフトウェアの方で機能を実現し、モノの方
ではより最小限の機能で済ますことができるよう
な製品をつくっていくことが必要なようだ。

　中国の製造業が事業環境の急変によって立ち行
かなくなる中、国際的な事業環境の変化を活用し、
中国国内でもハードウェア・スタートアップが増
えてきた。その結果、中国におけるイノベーター
も少しずつ増えている。これまでも研究開発に注
力する会社はあったし、GDPに対するR＆D投資
の比率も国全体でみれば一貫して上昇してきた。
ただ、それらはいずれも大きな企業や国有企業
だったりで、民間の小さな会社は研究開発をしな
いことも多かった。だが、新しい市場が生まれ、生
産システムの変化も出てきたことで、新製品開発
に取り組むスタートアップが生まれるようになった。

　深圳が輸出特区や経済特区になった1980年ご
ろ、日本ではウォークマンが出たが、深圳で生ま
れるイノベーションも、こういう技術を足したり
引いたりしながら、人々のライフスタイルを変え
るようなものが増えていくのかもしれない。中国
におけるイノベーションの拠点は複数あるが、北
京の中関村のように研究開発投資が比較的多いと
ころもあるし、上海のように国有企業が多いとこ
ろもある。中国国内におけるイノベーションの違
いも興味深い。

　また、創業してすぐに海外進出する企業が増
えたことも興味深い。これまでの中国企業であ
れば、国内市場で大きなシェアをとってから、海
外市場、とくに新興国市場に進 出するケースが
多かった。比較的新しいスマホのような製品で
もそのパターンだ。それに対して、DJIやSeeed、
Makeblockといったスタートアップの売上げの大
半は海外市場からのもので、かつそれは新興国市
場やローエンド市場ではなく、先進国市場からの
ものだ。DJIの場合は香 港に「留学」した創業者

がそこで資金を得てから事業をスタートさせてい
るので深圳発と言えない部分もあるが、いま、中
国発の生まれながらのグローバル企業が増えてい
る。5年後、10年後にどれだけの会社が残っている
かは分からないが、後になって振り返ってみたと
きに、今がターニングポイントになっていたと言
うことになるかもしれない。

　海外進出を積極化させる企業の技術力形成を振
り返ってみると、つぎのようなパターンがあるだ
ろう。第一はHuaweiとかZTEのように、買収も
するが、大型のものではなく、比較的自社で研究
開発をしてきたような会社だ。第二はLenovoや
Haier、Mideaのように、立ち行かなくなった先進
国企業の事業を買収し、その製品開発能力をベー 
スに自分達でも製品開発の付加価値を付けていく
タイプの会社。そして最後の一つは、国際的な事
業環境の変化をチャンスとしながら、自分たちで1
年くらいの製品開発をして新しいものを世に問う
スタートアップ。今日、紹介したような企業だ。

　深圳では以前から、シリコンバレーやサンフ
ランシスコといったベイエリアのスタートアッ
プから、ハードウェアの製品開発に関わる発注が
たくさん入っていた。したがって、以前から、シ
リコンバレーにとっての重要な製造拠点だった。
最近では、これに加えて、世界の起業家と深圳を
つなぐような組織や、深圳でものづくりを楽しも
うという外国人も増えている。深圳は世界とつ
ながりながら、世界的なハードウェア方面のイノ
ベーションの町となっていくかもしれない。工場
の移転などの動きもあるが、現時点で、サプライ
チェーンが整っているのはやはり深圳やその周辺
だ。スタートアップに利用される町になれば、深
圳はグローバル都市としてさらに大きくなってい
くだろう。

　このように起業が増えているが、それにとも
なって開発競争も激しくなっている。深圳におけ
る製品開発がどういう方向に進むかはまだ結論付
けることはできないが、多くの製造業者が集まっ
ていることから、開発スピードという点での深圳
の優位性は大きい。それが魅力となって、より多
くのスタートアップが集まれば競争は激化する。
勝ち残る会社は多くのライバル企業を振り切って
大化けするかもしれないが、競争の果てに市場や
産業がどうなっていくのかを見極めていく必要が
ある。
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　例えばDJIの場合、フライトコントローラやジン
バルなど、組み立てれば誰でもドローンを作るこ
とができるような主要部品を外販している。つ
まり、それらを組み立てれば誰でもドローンメー
カーとして市場に参入できるのだ。しかし、その
すべてを買ってしまうと、インテグレートした状
態で売っているDJI製品の方が安くなる。したがっ
て、DJIはドローン産業の裾野を広げる役割も担っ
ているが、ライバルを利することばかりをやって
いるわけではない。Makeblockも、品質の高いロ
ボットパーツのほか、コントロールを容易にする
システムや、ユーザとのコミュニティもすでに構
築しているので、事業全体を模倣することはでき
ないと考えている。また、NXROBOも、ハード
ウェアに関しては深圳の製造業者に依存している
が、家庭用ロボットとのコミュニケーションを可
能にするプログラミングについては自社で開発し
ており、簡単に真似できないと考えている。HAX
でも、ハードウェアそのものは模倣されやすいが、
複数の機能を組み合わせたり、ユーザとのコミュ 
ニティを構築することで、模倣の可能性を限りな
く低くするようアドバイスしている。それで十分
かどうかは分からないが、模倣対策は重要だ。

　しかし、子供向けの教育ロボットについても、
安いものが出回っており、自社製品の優位性をど
れだけ維持できるかは依然大きな問題だ。こう
やっていろいろな製品ジャンルが増えているが、
ジャンル内の競争も激しくなっている。ドローン
でもDJI以外のメーカーはたくさんあるし、バー
チャルリアリティ関連もたくさん出てきている。
ホバーボードや家庭用ロボット、スマートライト
等、カテゴリーごとに激しい競争が展開されてい
る。このなかでも、ドローンなどは売れているが、
家庭用ロボットはまだ市場が立ち上がったところ
なので、まだ大して売れていないようだ。いろい
ろな市場が立ち上がっているが、ケータイやスマ
ホのような、誰もが持っているもの、というのは
まだ出ていない。

　最後に、政策の効果や影響にも少し言及してお
きたい。今は政策によって後押しされている部分
もあるので、政策が終わった後を見極めることも
重要だ。深圳に関しては、政策が実態を後追いし
ている面があり、深圳のサプライチェーンを使っ
た新しい製品開発をしようという動きも出ている
が、むしろこれは他の内陸大都市に当てはまるか
もしれない。政府が関わるベンチャーキャピタル
も多いようだ。また、深圳の中だけでも200か所

くらいの起業拠点が開設されようとしている。ス
タートアップを増やすことで、少しずつ下がって
いる経済成長率をどれくらい支えられるのか、経
済全体への影響も考える必要がある。

【質疑･応答】
（JST 倉澤上席フェロー）
　会場からの質疑応答の前に、私から一つ伺いた
い。深圳におけるベンチャー人材の供給源はどこ
にあるのか。中国には伝統的にサイエンスパーク
がたくさんあり、大学が中心になってできたベン
チャー企業もたくさんある。それらとどのように
差別化されているのか。

（木村）
　スタートアップの創業者は大手企業に勤めて
いた人も多いようだ。自分たちでこういうもの
を作りたいという思いの上に、事業環境の変化を
チャンスと捉えるような人達だ。あとは、補助金
も増えているので、そういうのを目当てにしてい
る人達も多いかもしれない。あと、スタートアッ
プの従業員たちに前職を聞くと、以前はモトロー
ラにいたとかノキアにいたとか、という人が多いよう
だ。スマホ・ブームに乗り遅れたり、立ち行かな
くなった外資系企業、そういったところから人材
が流れてきている。事業縮小したところがある一
方で、スタートアップの増加という変化も起きてい
る。大学関係や留学帰国組の起業では、海外へ留
学した人たちによる創業が多かったが、今は国内
からも創業の人材が供給されている点が面白い。

（フロア）
　3点伺いたい。建設的な政策で、日本でも数十年
前にはこういう例があったと思う。例えば某出版
社が出した雑誌のキットは人気があった。自分も
いくつか作ってみたが面白かったし、先進企業の
第一線で働くくらいの知識が身に付くようなレベ
ルのものだった。だが、それは会社として売れる
ようなレベルではなかったと思う。これがビジネスで
成り立つのは、中国の人口が多いからだろうか？
　2点目は深圳で働く人たちの言語は広東語なの
か北京語なのか英語なのか？
　3点目、今、ラズベリーパイがよく売れてい
る。ここにバナナパイが出ているが、2～3日前の 
WEB情報にオレンジパイというものがあった。こ
れらは全て別の会社のものなのか。

（木村）
　私も高校生の時に少し電子工作をやっていたの
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で興味があるが、今はホビーの先にビジネスがあ
るような時代になった。何が当たるかは分からな
いが、国際的な事業環境の変化によって、そうい
うことが可能になった。
　広東省のなかでも深圳では、中国各地からの移
住者が多いこともあり、標準語が話されている。
日本でいう北海道みたいなところと言えるだろう。
　たしかに、バナナパイの先発製品がラズベリー
パイだ。オレンジパイのことはよく分からないで
すが、ものづくりをする人たちが増えているので、
いろいろな「パイ」が出ているのかもしれません。
ものづくりをするためのモジュールやキットそ
のものが大きな市場になっているようだ。大手の
チップベンダーも、ものづくりをする人たち向け
にプロモーションを打っているし、メイカーフェ
アでも大きなブースを構えていた。消費者向けや、
大手企業向けとは違うところで、こういったビジ
ネスチャンスが生まれてい るようだ。

（フロア）
　政府としてもスタートアップに非常に力を入れ
ていて、『中国製造 2025』など、ものづくりの制度
改革をするという方針が出ているが、それは具体
的に何なのか。

（木村） 
　産業構造の高度化や転換のために、各地でロ
ボットや航空宇宙産業などを後押しする動きが出
てきている。そのうち、カラーの違いが出てくる
ことになるのではないか。2000年前後に西部大開
発が起きた時と似ていて、各地で似た振興策が掲
げられるが、時間がたつにつれ違いが出てくるよ
うになった。深圳市でも、珠江の対岸の珠海市で
も、航空宇宙産業に力を入れ始めているが、深圳
市はそのなかでもエレクトロニクス関係に力を入
れている。

（フロア）
　先日、米国の人が、深圳はアジアのシリコンバ
レーで、あと5年もすればガラリと変わるという
ことを言っていたが、本当だろうか。何故、それが
疑問かというと、国の規制がかなり厳しいからだ。
どの程度、規制を解除できるのか疑問に思ってい
る。可能性について伺いたい。

（木村）
　先ほどウォークマンの例を出したが、規制とは
関係のないところで、技術の組み合わせでライフ
スタイルを変えるような製品というのはまだまだ

いろいろなものが出てくるのではないか。そうい
う意味で「イノベーションの都」と呼ばれる深圳
の強みは大きい。製造拠点は深圳とその周辺に多
いからだ。良くも悪くもベンチャーキャピタルな
どのお金が大量に入ってきているので、今後を考
えるうえでの難しさは、過大評価もせず、また、過
小評価もせずに今を評価することかもしれない。

（フロア） 
　日本と中国の関わり合い、日本の立ち位置につ
いて2点伺いたい。5ページに1990年代からの発
展がこのように行われたとあるが、技術供与は日
本からが殆どだったはずだ。そのような可能性は
まだ日本にはあるのか。それから23ページのとこ
ろで、出自について、北米が60％、欧州20％、ア
ジア20％とあるが、アジアの20%の殆どは中国だ。
日本の立ち位置は全然ないのだろうか。

（木村）
　今日お話したようなハードウェア・スタート
アップの場合、日本企業からの技術供与というの
は、少なくとも現時点では、あまり関係ないと思
う。長期でリスキーな基礎研究に近いところを
やっているわけではないからだ。また、日本企業
が得意とする微細加工というのも、あまりニーズ 
はないかもしれない。エレクトロニクス製品を早
く試作し、安く量産するとなれば、深圳の方が優
位性は大きいだろう。日本が関係するとすれば、
スタートアップに投資したり、製品開発のための
何かモジュールを販売したり、日本人起業家向け
の起業拠点というのもあり得るかもしれない。選 
抜チームの出自だが、日本からの参加チームはま
だ1チームだけのはずだ。

（フロア）
　日常的な話だが、日本ではレジ袋を無料で配っ
ていて、一年間に約400億枚が消費されている。
ある県が実験的にレジ袋を有料化したら、5円で
70％、10円で90％の人が有料レジ袋を使わなく
なったという。中国は共産党政権なので、レジ袋
の有料化を法制化できるが、日本ではそれがなか
なかできない。中国の国民性と共産党政権、計画
経済にはメリットとデメリットの両面がある。日
本に比べて、こういうものに対してはとてもやり
易いが、その他の面では自由が効かないと思う。
その辺をどういう風に考えていけばよいのだろう。

（木村）
　今日お話したような、いろいろな部品や機能を
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組み合わせて、といったタイプのイノベーション
であれば、規制の緩さはメリットの方が大きいだ
ろう。ドローンは象徴的だろう。中国では街中で
も比較的自由に飛ばせるが、日本ではそうはいか
ない。一方、国家的なプロジェクトとなると、どこ
に補助金がいくのかなど、コネが強く作用するよ
うになれば、大きな非効率が発生するかもしれな
い。また、国が特定の技術の国際標準化を強力に
推し進めることで、そこに振り向けたリソースが
ムダになる可能性もある。中国は人口も大きいの
で、標準化の後押しにはなるが、それが本当に正
解かどうかは分からない。

【閉会】
（JST 倉澤上席フェロー）
　他に質問が無ければこれで終了する。次回は2月
にシンポジウムを予定している。

（了）
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中国原子力開発の現状と動向

PROFILE
孫 俊（Sun Jun）氏　
清華大学原子力・新エネルギー技術研究院 副研究員博士、副教授、博士課程指導教官
第4世代原子力システムに関する国際フォーラム（GIF）教育育成特別プロジェクトタスクフォース
中国代表

［略歴］ 2000.9-2004.7：清華大学機械工学専攻、学士、熱エネルギー・電力工学
2004.8-2009.7：清華大学航天航空学院博士、電力工学・熱物理工学
2009.8-2013.11：清華大学原子力・新エネルギー技術研究院、アシスタントフェロー
2013.12-2016.6：同副研究員
2016.7-現在：同副教授

［研究対象］原子炉熱水力学、原子力シミュレータ、ナノ・マイクロ流 動と伝熱、分子シミュレーション等
［主要職務］超高温ガス炉関連の設計、研究、教育育成、国際普及等

2017年2月22日（水）　13：30～17：00開催日時

■2016年度 CRCCシンポジウム

PROFILE
劉 学剛（Liu Xuegang）氏　
清華大学原子力・新エネルギーー技術研究院 副室主任博士、副研究員、博士課程指導教官

［略歴］ 1994.9-1999.7：清華大学化学工学専攻、学士
1999.9-2004.7：清華大学原子力・新エネルギー技術研究院、修士/博士

博士論文テーマ『核燃料のバックエンド・サイクル一体化プロセス研究』
2004.7-2006.7：同ポストドクター　研究テーマ『中国の核燃料サイクル戦略研究』
2006.7-2008.12：同アシスタントフェロー
2008.12-現在：同副研究員

［研究対象］核化学化工、アクチノイド元素分離、放射性廃棄物処理処置
［主要職務］ 使用済み燃料後処理、高レベル放射性廃棄液分離、放射性廃棄物処理処置、廃炉、核燃料サイクル計算、核燃

料サイクル戦略及び政策

PROFILE
窪田 秀雄（くぼた ひでお）氏　テピア総合研究所主席研究員
1953年、神奈川県出身。東海大学大学院工学研究科修士課程卒。日本原子力産業会議を経て、2006年、日本テピア株式
会社入社。現在、テピア総合研究所主席研究員。
「中国原子力ハンドブック 2008」「同2012」「同2015」を編著。

PROFILE
永崎 隆雄（くぼた ひでお）氏　日中科学技術交流協会常務理事/事務局長
千代田テクノル社アドバイザー 元日本原子力研究開発機構 北京事務所長

昭和49年9月 動力炉・核燃料 開発事業団入社　東海技術開発研究室UF６転換技術開発、昭和54年4月 人形峠製錬課
UF８転換パイロットプラント設計主査・副主任研究員、昭和57年7月 本社資源部業務課兼計画課主査・副主任研究員、
昭和60年1月 兼技術管理部JNFS脱硝転換概念設計主査、昭和62年4月 資源環境部業務課課長、平成元年4月 東海核
燃料技術開発部転換技術開発室担当役、平成2年4月 環境施設部処理２課長、平成3年4月 人形峠事業所所付担当役、平
成9年4月 北京事務所所長、平成14年4月 原子力産業会議、平成17年6月 日中科学技術交流協会理事、平成18年3月 
原子力産業会議退職・日本原子力研究開発機構定年退職、平成18年5月 特定非営利活動法人日中科学技術交流協会常務
理事・事務局長、平成18年7月 兼（株）千代田テクノルアドバイザー、平成20年6月 兼富士電機システムスアドバイザー
中国担当。

PROFILE
渡辺 搖（わたなべ はるか）氏　一般社団法人海外電力調査会 特別研究員
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)、
2016年7月 一般社団法人海外電力調査会特別研究員及び日本原燃株式会社顧問。
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【開会挨拶】
（JST 倉澤上席フェロー）
　ただいま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2016年度シンポジ
ウムを開催する。
　今日のテーマは「中国原子力開発の現状と動向」
である。中国では既に35基の原発が稼働していて、
24基が建設中だ。大小含めて250基くらいの原発
を形成する計画が立てられており、2030年あたり
には米国に次いで世界第2位の原発大国になるの
ではないかと考えられている。
　今日はこのシンポジウムのために、中国から専
門家をお招きした。中国の原子力開発の動向に
ついてご講演いただくとともに、その後のパネル
ディスカッションで中国の原子力開発をウォッチ
している日本の研究者の皆さんとともに議論して
いただく。
　はじめに主催者を代表して、科学技術振興機構
特別顧問の沖村よりご挨拶申し上げる。

（JST 沖村特別顧問）
　はじめに、はるばる北京から来てくださった清
華大学の孫先生、劉先生、それからパネルディス
カッションに参加いただく先生方に、心から御礼
を申し上げたい。
　中国総合研究交流センターは、中国との交流に
たいへん熱心な有馬朗人元東大総長をセンター長
にお迎えして、11年前に設立した。中国との交流
を進めるため、いろいろな活動を行っている。こ
の研究会はほぼ毎月開いているが、特に重要な
テーマを年に１回、シンポジウムという形で開催
している。今年度は原子力となった。
　さて、中国総合研究交流センターではいろいろ
な活動をしているので少し紹介したい。まず、今
年で11回目を迎 える「日中大学フェア＆フォーラ
ム」というイベントがある。今年は上海で開催す
る。大学関係者の皆様には是非参加いただきたい。
もう一つは、今年で3年目を迎える「さくらサイ
エンスプラン」だ。アジア35か国から青少年を日
本に迎える事業で、この3年間で12,600人、中国か
らは4,600人をお迎えした。おかげさまで順調に
拡大している。ご協力いただいている皆さまに心
から感謝を申し上げたい。

　今日は15分程時間があるので、日頃申し上げて
いることをお話したい。私は数年前から中国の科
学技術は日本を抜いているという意見を持ってい
る。その理由について少し絞ってお話する。
　理由の第一は大学にある。中国の大学は凄い勢

いで増え続け、しかもグローバル化を進めている。
その数は、2016年に2,879校。日本は780校なので
大した差があるとは言えないが、一つの大学の規
模が極めて大きく、内容が充実している。その結
果、2000年には340万人だった学生数が、現在は
2,625万人と日本の10倍にも増えている。大学院
生は2004年の30万人から現在は191万人にもの
ぼる。日本の8倍の規模だ。中国科学技術部では、
2020年の大学進学率43％を目標にしている。2015
年に既に40％を達成しているので、スケジュール
を上回るスピードで大学と大学生が増え続けてい
る。ちなみに日本の進学率は50％だ。このままい
くと、今後、中国の大学と大学院生はますます多
くなり、世界中に中国の優秀な学生が進出してい
くと思う。

　中国政府は大学政策を極めて重要視しており、
今現在、日本の3倍の投資を大学にしている。選
択と集中、グローバル化というのが大きな特色だ。
選択と集中という面で言うと、中国には「２１１
工程」という、2,800の大学を112に絞るプログラ
ムがある。「９８５工程」では、それをさらに39に
絞り込んでいる。ハーバードやオックスフォード、
東大といった世界一流大学なみの大学を39校作ろ
うという計画だ。ここに集中投資をして、いろい
ろな便宜を図っている。その結果、中国の大学は極
めて先端的な研究開発型の大学に変貌しつつある。
　2015年には中国から52万人の留学生が海外へ
出ているが、40万人が中国に戻ってきている。先
ほどの112大学の学長の68%が留学経験者で、対
して日本は22%。中国のグローバル化は進んでお
り、欧米の一流大学と42の共同大学、共同大学院
というものをつくり、さらに600の国際共同プロ
グラムを欧米の大学とシェアしている。日本の大 
学とは異質な、非常にグローバルで優秀な大学群
が中国にはあり、出来上がっているということを
認識いただきたい。
　もう一つ、中国の大学では産学連携に非常に力
を入れていることが特徴的だ。現在、94の大学が
サイエンスパークを持っていて、売り上げは8,894
億円にもなる。また、校弁企業という子会社も有
り、その一番大きな例が北京大学の「方正」だ。年
間売上げは2.3兆円にもなる。今日は清華大学から
お二人の先生がいらしているが、清華大学にも数
千億円の売上げ規模の校弁企業がいくつかある。
中国 全体では552の大学が5,279の校弁企業を有
しており、大学が中心となってイノベーションを
牽引している。その結果、「TIMES」の大学ラン
キングのトップ200、かつて2004年は中国が4校、

H28_CRCC研究会講演録.indd 116 17/06/14 17:59



117JST  中国総合研究交流センター（CRCC）

第101回　中国原子力開発の現状と動向

第
93
回

第
94
回

第
95
回

第
96
回

第
97
回

第
98
回

第
99
回

第
100
回

第
101
回

第
102
回

日本が11校入っていたが、2015年はそれが逆転し、
中国は12校、日本は8校となっている。この勢い
は今後も続くと思う。

　もう一点、中国が日本を抜いているという理由
は、中国は現在、極めて高い科学技術水準を持っ
ているからだ。まず、研究開発費は4年で倍増と
いうスピードで増加している。研究開発人材数は
3年前から世界第一位。日本の2倍だ。研究開発費
用も米国に次ぐ世界第2位になっていて、その結
果、研究成果である科学技術論文の発表数を見る
と、中国は日本を抜いて米国に次ぐ世界第2位と
なっている。日本の2.4倍だ。論文の質を示す被引
用トップ10の論文数も世界第2位で日本の3倍と、
これも急増している。工業分野の論文数は世界第
1位だ。トップ10にはいろいろな分野が含まれる
が、その分野を見ると、2014年は米国があらゆる
分野で1位だったが、2014年には中国が2つの分
野で1位、2015年には5つの分野で1位になってい
る。中国の投入した資源から考えると、この数は
今後ますます増えていくと思う。
　かつて日本は国際共著論文においてもアジアで
断トツの第1位だったが、今や中国が国際共著の
相手になっている。中国人研究者の方が欧米の研
究者からみた優秀な研究者だということだ。基礎
研究の面でも急速に伸びていると言えるだろう。

　国の総合的な科学技術力を示すコンセプトとし
て、よく「ビッグサイエンス」という言い方がさ
れる。宇宙や海洋、原子力という分野だ。今日は
原子力についてたっぷりお聞きいただけると思う
が、私はこの分野も中国が日本を追い抜いている
と思う。宇宙や海洋開発もベースに並びつつあり、
日本は追い抜かれている。スパコンについても、
理研の「京」が一時、トップになったことがあった
が、6年前からずっと中国のコンピューターが世界
トップにある。昨年は「神威・太湖之光」という、
半導体チップが全部国産のスパコンが1位になっ
た。設置台数でも、昨年、中国が167台と、米国を
抜いて初めて1位になった。日本の3倍の数だ。中
国全体を総じて、科学技術力が上がっているとい
う証拠になるのではないかと思う。

　中国は「世界の工場」と言われている。あらゆる
一般的な工業製品の最大輸出国であり生産国であ
る。OECDにハイテク製品というコンセプトがあ
り、これもかつて日本が１位だったが、今や中国
が断トツ1位でハイテク製品の輸出国になってい
る。これは中国政府がイノベーションの進展、ハ

イテク化に非常に熱心で、中国政府がその政策を
取っているからだ。中国科学技術部は主要な分野
に重点実験室という制度を設けたり、ハイテク分
野の技術の向上に努めたりしているが、加えて、
サイエンスパークやハイテクパークという政策
を取っている。中国科学技術部にはタイマツセン
ターという特別な組織があり、このサイエンス
パークに入ると、税法上の特典とか知財の面とか、
いろいろな面で優遇が受けられ、製品販売でも便
宜を受けることができる。ちなみに、科学技術部
タイマツセンター傘下のハイテクパークには10種
類ある。
　全国には834のハイテクパークがある。北京の
中関村のハイテクパークが一番有名だ。国家ハイ
テクパークの他に、各地方の省のハイテクパーク
があり、それらを足すと2,000以上になると言われ
ている。その成果がハイテク製品の輸出の増加だ
ろう。中国のイノベーションは着々と進んでいる
と見た方がいい。

　鄧小平が1978年に改革開放政策を取り、今まで
の政策を一挙に転換してからまだ40年も経ってい
ない。これほど急速に進歩してきたのは何故なの
だろうか。ここからは個人的な意見が多分に入る。
　中国科学院は1949年、毛沢東が共産党政権を樹
立したその年に設立された。同時に、中国の科学
技術行政はいろいろな組織をつくっている。中国
は清の時代から長きにわたり、軍事技術力や科学
技術力で欧米に負け続け、これを回復するには科
学技術政策しかないという強い信念があったので
はないだろうか。だからこそ中国は、科学技術政 
策の振興を最重要政策に位置づけているのではな
いかと思う。中国の五ヵ年計画の重要な一部には
科学技術五ヵ年計画がある。それは今年で第13次
を迎える。中国は建国当初から科学技術政策を国
の最重要政策として位置付け、その結果、中国の
政府には膨大な科学技術組織ができた。日本の内
閣にあたる国務院には科学技術のセクションがあ
り、強力な調整力と実行力を持っている。日本の
内閣とは随分と異なる。

　日本の行政組織と異なるところをいくつか紹介
したい。一つは科学技術部の存在だ。科学技術省
という役所がきちんとあり、各省と横断的に計画
を取りまとめ、イノベーションを遂行し、国際交
流を実施している。予算は約1兆円、職員は5,300
人。科学技術振興において非常に要となる役所だ。
　もう一つに有名な中国科学院がある。トップは
大臣レベルで、単純な研究機関ではない。総人員

H28_CRCC研究会講演録.indd 117 17/06/14 17:59



118 JST  中国総合研究交流センター（CRCC）

CRCC研究会講演録　平成28年度

は全体で12万人、予算は1兆円、大学を2つ、会
社を21持っている。全国に置かれ、中国の企業や
地方自治体は、科学技術の振興をするときはここ
に相談してから行う。科学技術人材の供出元にも
なっている。ドイツのマックスプランクや日本の
理研とは桁違いの大きさを持つ素晴らしい研究組
織であり行政組織だ。科学技術の分野における中
国の宝物だと個人的に思っている。
　中国科学技術協会という民間組織もある。会員
は1,000万人いて、中国の研究者は全員がここに所
属している。学界の振興や青少年への普及、科学
技術館の振興などをやっている。日本には無い組
織だ。
　もう一つ日本と違うのは、地方政府が科学技術
に非常に熱心だということだ。どの省にも科学技
術庁があり、長官がいて、科学技術協会があり、研
究所があり、まるで一つの国家のように科学技術
分野をしっかりやっている。日本の県でそういう
体制を取っているところはどこにもない。しかし、
中国は中央政府も地方政府も一帯になって科学
技術をやっている。中央から隅々まで科学技術を
やっているという印象だ。

　最も重要なのは財政配分だ。先ほど、中国にとっ
て科学技術は最重点政策だと言ったが、科学技術
振興への不退転な決意を示しているかの如く、科
学技術振興法という法律があり、その法律の中に、
“国が科学技術の経費に投入する財政資金の増加
額は国家財政の経常収入における増加額を超える
ものとする”という規定がある。つまり、収入より
常に科学技術予算を増やさないといけないという
規定だ。結果、2014年には84兆円の科学技術教育
投資をしている。これは中国の国家財政の比率の
18％を占める。ちなみに日本は5.4兆円で5.7％だ。
比率においては約3倍違うが、GDPは中国の方が
上で国家財政規模が大きい。中国の財政の伸びを
示すGDPはどうなっているかというと、欧米と日
本の主要なシンクタンクは、2050年には中国が世
界一になると言っている。財政配分に対する努力、
配分の姿勢を考えると、2050年には想像もできな
いような差が開いてくるのではないだろうか。日
本政府は、教育と科学技術に対する財政支出の態
度を根本的に改めない限り、ますます中国に引き
離され、遥かに置いておかれ、とても追いつくこ
とができない弱小国になってしまうのではない
か。こういう努力こそ日本政府にしてもらいたい。
　その一方で、日本はどんどん進んでいく中国と
もっと緊密に交流する必要があると思う。それが、
JSTが中国総合研究交流センターをつくり、「日

中大学フェア＆フォーラム」をやり、「さくらサイ
エンスプラン」で中国の人達と交流するという理
由だ。引き続き我々の活動にご協力をお願いした
い。ご清聴に感謝する。

（JST 倉澤上席フェロー）
　ありがとうございました。それでは早速、基調
講演に入る。はじめに清華大学原子力・新エネル
ギー技術研究院の副研究員である孫俊先生に、「中
国原子力開発の現状と展望」と題してご講演いた 
だく。

【基調講演】

①「中国原子力開発の現状と展望」
孫 俊（Sun Jun）

　皆様、こんにちは。このシンポジウムで基調講
演させていただくことをとても嬉しく思う。昨年
はJSTが20周年を迎えたということで、祝福の意
を述べたい。
　先ほど、沖村特別顧問から中国の科学技術につ
いて多くのデータを紹介してもらい、高い評価を
いただいた。まだ私にも分からないことは多いが、
中国と日本の現在の違いや差の原因は、中国が未
だ発展途上国であることが大きな要因だと思う。
発展の速度も日本とは違うと思う。
　私のいる研究院は清華大学に属していて、新エ
ネルギーに関する科学研究や原子力などについて
取り組んでいる。今日は主に3つの時間軸に分け
て、中国の原子力開発の現状と展望について紹介
させていただく。はじめに中国の原子力の発展に
ついて振り返り、政策や方針の変化についても触
れたい。続いて発展の現状と発電所の数、建設中
の数といった具体的なところ。そして最後に、第
13次五ヵ年計画および長期的な展望について述べ
たいと思う。

　早速、歴史的なところからお話しよう。中国で
は1950年代から核技術に関する研究を進め、1980
年代に原子力発電開発をスタートした。清華大学
原子力・新エネルギー技術研究院は1958年に設立
されているが、その時から原子炉の設計、再処理
の技術についても開発を進めてきた。実験炉を作
り、実験を重ね、技術的な人材を養成してきた。
　1980年代に入り、原子力発電の基本的な政策
が定められた。まずはPWR（加圧水型原子炉）を
重点的に発展させるとともに、中外協力で進める
という方針が定められた。海外から先進的な技
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術を導入し、徐々に自分達で設計、そして設備の
国産化を進めていくというものだ。この政策のも
と、中国は、原子力発電所を独自に設計し、秦山で
1991年、初の原子力発電所が送電を開始した。ま
た、フランスから大型のPWR（M310）を導入し、
運用を開始した。それから20年以上経ち、運転デー
タが蓄積されている。世界的にも比較的高いラン
キングにあり、レベル2以上の事故は発生してい
ない。
　1990年代に入り、中国の原子力発展の方針は、
適度に発展させていくことが堅持された。カナダ
と協力し、CANDU炉（重水炉）を導入した。これ
は秦山Ⅲ期にあたる。ロシアからはロシア型加圧
水型炉を田湾に導入した。そしてフランスのPWR
を嶺澳原子力発電所に導入した。これらはその写
真だ。一定の建設規模が維持されている。
　2000年に入ってから、政策が原子力発電の適
度な発展から積極的な建設推進へと変わり、「自
主化」ということが非常に高い位置に置かれた。
2003年に国務院は原子力発電自主化活動指導者
チームを立ち上げ、設計、製造、建設、運営の自
主化を進めた。同年、先進技術を次第に国内に導
入していくという路線が定められ、2005～ 2006
年頃、米国のAP1000を技術導入し、さらにイノ
ベーションするということが進められた。中国独
自のものについても研究開発が進められ、2007年
には原子力発電中長期発展計画が制定された。国
は、大型のPWRの研究開発とそのプロジェクトを
重要なプロジェクトとして定め、資金面のバック 
アップを決定し、その案件を2007年に国務院が確
定した。この計画は2020年まで続く原子力発電の
中長期発展計画となる。2000年初頭から2020年に
至るまでの様々なステップや規模がこの計画の中
に盛り込まれている。

　2011年3月、非常に深刻な事故が福島で発生し
た。中国政府はこの事故を重視し、事故発生後、直
ちに、建設中ならびに審査中のものを差し止め、
運転中の原子力発電所に大規模な検査（ストレス
テスト）を実施した。検査の結果、中国の原子力技
術は安全要件を満たしていると結論し、中国にお
いて福島のような事故が起きる可能性は極めて低
いという見解に至った。さらに、安全性のための
要件が高められることとなり、安全かつ高効率な
原子力発電開発を進めるということで、具体的な
数字やステップ、発展の速度についても再び見直
されることになった。この大規模検査は1年半か
けて行われた。検査終了後、建設中、あるいは審査
待ちのものについてはスケジュール通りに進めら

れることになり、また、HTGR（高温ガス炉）につ
いても、2012年に許可を得て着工した。これは福
島事故以来の着工としては初めてのものだ。

　中国の原子力発展計画に関し、中長期の発展計
画がそ方向を示している。3つの点が計画に盛り
込まれていて、まず、通常的な建設を安定させ、適
時回復していかなければならないということ、つ
まりは建設のテンポを合理的に把握し、秩序立て
て進めていくということだ。第13次五ヵ年計画で
は毎年6～8基のユニットを建設していくことに
なっている。
　2点目は科学的な布陣だ。第12次五ヵ年計画の
間、2015年までは、沿海地区においてのみ、十分に
検証された少数の原子力発電プロジェクトを進め
るということだった。第13次五ヵ年計画において
は内陸部での建設について引き続き検証を行うと
述べられるに留まり、内陸の着工について明確に
定められてはいない。
　3点目は、最高の安全要件の下、新たな原子力発
電プロジェクトを進めていくということである。
セーフティファーストの方針だ。世界で最高の安
全基準は、例えば第3世代の要件で言うと、炉心損
傷の確率を10万分の1にしなければならない。ま
た、大規模な放射性物質の放出については100万
分の1以下でなければならない。この厳しい要件
は、建設中ならびに計画中の原子力発電所におい
ても求められる安全要件となる。以上、中国の20 
年余りの原子力発電の歴史について簡単に振り
返った。

　次に、現在の発展状況を紹介する。このグラフ
は中国核能行業協会の統計だ。運転中のものが35
基、発電容量としては全国の2%を占めている。建
設中のものは21基で規模は世界一だ。2016年の発
電量累計で見ると、全国の発電量の3.5％を占めて
いる。

　これは中国の原子力発電所の分布図だ。陽江4
号機は1月に稼働し始めた。商業運転しているも
のと建設中のものは殆どが沿岸地域にある。一
番北は紅沿河だ。南のものも沿岸にある。皆さん
が注目する山東省の海陽と浙江省の三門には
AP1000のユニットが置かれ、別のところでは新
た なタイプのユニットが置かれるということで注
目を集めている。後は防城港（３・４号機）と福清
（５・６号機）だ。中国が独自開発した「華龍1号」
が採用される。
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　先ほど福島の事故に言及したが、内陸のプロ
ジェクトについては現在、審査を停止し、論証な
どが行われている。最も早く確定したプロジェク
トは3つある。湖北省の咸寧、江西省の彭澤、湖南
省の桃花江だ。これはAP1000を使うユニットで、
立地点を長期的に保持するとともに論証を行う段
階にある。その他のサイトは第13次五ヵ年計画期
間中に建設される可能性が高い。例えば徐大堡、
石島湾だ。年内に着工するところもあるだろう。
これら沿海部のサイトでは、調査・保持の取り組
みも強化している。福建省では高速炉の実証プロ
ジェクトが計画されている。

　中国の原子力の発展は、先進国のものを取り入
れてからリイノベーションするという方法が取ら
れている。先ずは先進国の設計、建設、運転技術を
吸収し、それから多くの炉型を建設する。このや
り方で30万キロワットから100万キロワット、そ
してCAP1400という大出力のものまで発展して
いる。中国は独自に設計、建造、運転する能力を備
えるに至り、レベル的にも世界をリードするとこ
ろまできた。安全面においても制御可能な質を確
保している。

　AP1000のユニットは、まず浙江省の三門と山
東省の海陽で採用される。浙江省三門の1基目は
2009年4月に着工し、昨年（2016年）6月にコール
ドテストを終え、ホットテストは昨年末から今年
（2017年）初めにかけて行われた。2017年の上半期
には系統連系して発電できるのではないかと見ら
れている。2号機はメインポンプの据え付けが終
わった。山東省の海陽は、三門と同じようなステッ
プで進んでいて、2017年の年末には系統連系し、
発電することができるのではないかと思われる。

　皆さんが注目する中国が自主開発した原子炉、
「華龍1号」は、既に2つのサイトで建設中だ。一
つは福建省の福清5号機と6号機で、5号機は「華
龍１号」の初号機として順調に建設が進んでいる。
今年1月、約62カ月の建設期間をかけて原子炉建
屋が完成した。6号機も2015年12月に着工してい
る。これまで蓄積した経験から、設計、建設、設備
の製造などの過程はスムーズに行った。右の写真 
は防城港の3号機と4号機だ。既に着工している。
こういった技術や経験を長年蓄積してきたのでレ
ベルアップを図ることができた。つまり、殆どの
メイン設備について、国産化する能力を既に有し
ているということだ。
　製造基地も整備してきた。黒龍江、上海、四川の

三か所だ。ハルビン電力集団、上海電気、東方集団
という会社では原子炉部分や二次系の製造能力を
有している。また設備、機器に関しては、重型機械
工場がこのような設備を生産している。
　国産化率では紅沿河が75％、福建省の寧徳は
80％となっている。「華龍１号」は50％の国産化
率だ。今後はこれをさらに80％、90％まで引き上
げていきたい。
　この写真は「華龍1号」の蒸気発生器の試験の
ときのものだ。高温ガス炉に関しても、去年作っ
たのは直径5メートル、高さ24メートル、重さ600 
トンという規模になる。凄い進歩だ。
　核燃料の保証システムも構築してきた。後ほど
劉教授の方から詳しく申し上げる予定だが、これ
についても大きな進展を得ることができた。
　サイトの建設と運営を推進するには、やはり人
材が不可欠だ。そのため現在、約50余りの大学と
研究機関が原子力の専門分野を設け、毎年約3,000 
人の専門者や研究者を輩出し、設計、モニタリン
グなどの人材を育成しながら業界の発展を支えて
いる。

　私たちはフロンティアに立って、研究開発の能
力をキープしていかなければならない。2002年以
降は第4世代の原子炉が非常に話題になり、中国
もこれに注力してきた。6種類の炉型があるが、そ
の内、中国は5つの炉型について研究しており、特
に高温ガス炉（HTGR）とナトリウム冷却高速炉
の研究を推進している。HTGRについては、清華 
大学と関係する研究院が10数年の年月をかけて
研究していて、2012年に10メガワットの実験炉を
作った。2012年には実証炉の建設が始まり、昨年 
12月にはさらに出力の大きい商用炉の設計を政府
に提出した。ナトリウム冷却高速炉は中国原子能
科学研究院が長年、研究を進めていて、2010年7月
に初めて臨界に達した。今年中に福建省において
高速炉の実証事業を開始する可能性は極めて高い。
　小型炉も非常にホットな話題だ。中国はこれに
ついても研究開発を進めている。ここにあるのは、
近年、設計した小型研究炉だ。一つはACP100。中
核集団が研究開発した。多目的となっており、例
えば小規模のグリッドや都市部の熱、電気の供給、
サイエンスパークへの電気、蒸気の供給などがあ
る。海南省でも事業を進める予定だ。もう一つの
ACPR50Sは中国広核集団が開発を進めている原
子炉だ。第13次五ヵ年計画にも組み込まれている。

　法整備については、現在は国レベルの「放射性
汚染防止法」しかない。その他の法律もドラフト
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はあるが、まだ公布されていない。しかし、「原子
力管理条例」は既に完成していて、パブリックコ
メントの募集も終わり、修正作業を進めている。
「原子力法」については、現在研究している最中だ。

　中国は今後も原子力に注力し続けていく。今後
の展望については3つの視点がある。最初の一つ
はエネルギー安全保障だ。現在、中国のエネルギー
は石炭が主となっている。そして石油、天然ガス
の海外依存度が高い。あるデータによると、2020年
には石油および天然ガスの海外依存度はそれぞれ
70％と50％に達する見込みだという。そういう意
味でも、今後、原子力発電が重要になってくる。
　2 点目は環境保全という視点だ。中国では
PM2.5が深刻な問題になっていて、石炭や化石エ
ネルギーの替わりに原子力を使えば汚染が削減で
き、環境問題も解決できると思う。
　3点目は気候変動への対応だ。中国の二酸化炭
素の排出量は非常に多く、削減に対するプレッ
シャーも非常に高い。もし原子力を推進し、化石
燃料の使用量を減らしていけば、二酸化炭素の排
出量も大きく削減できるだろう。この点からも、
原子力を推進するドライビングフォースは非常に
大きいと言える。

　第13次五ヵ年計画においては複数のプランが公
表された。ここにあるのは全て原子力と原子力発
電に密接に関係しているものばかりだ。先ず安全、
そして効率の高い原子力発電を発展させるという
こと。最高レベルの原子力安全基準を採用し、沿
海地域に第3世代のPWRを導入する。また現在は
数多くの炉型を有しているので、今後は自主開発
の第3世代、主に「華龍1号」、ACPなどに集約する。
内陸のサイトについては検証を進め、サイトの保
持に力を入れていく。研究開発に関しては、原子
力の技術を世界のトップに引き上げる。小型炉、
高速炉、HTGRを一定の規模まで拡大し、それな
りの成果を出すという計画もある。人材育成もこ
れまで同様に人材を育成、輩出していく。そして
2020年までに原子力の設備容量を5,800万キロワッ
トまで引き上げることが目標だ。建設中のキャパ
は3,000万キロワットになる。2016年に新たに運
転を開始したものはないが、報道によると、今年
は6～7基の商用運転が新たに開始される予定だ
という。さらには自主化を進め、国産化率も引き
上げていく。

　2014年に李克強総理が政府の活動報告において
出した指示によると、国内のみならず、成熟した

原子力技術を海外に輸出するという国家戦略も定
められている。現在、既にパキスタンに6基を輸出
している。他国とも商談中で、10余りの国と話を
進めている。輸出する炉型は自主開発した「華龍1
号」とCAP1400に加えて、レベルアップを図った
第4世代のHTGRだ。

　最後のまとめとして、3つの点を強調したい。一
つに安全、二つに一定の規模まで引き上げ、三つ
目に持続可能な発展を追及するということだ。長
年、原子力に注力してきた結果、中国は原子力大
国になりつつある。道のりは遠いが、これからは
原子力強国を目指していきたいと思う。

（JST 倉澤上席フェロー）
　孫先生、ありがとうございました。中国が非常
に多様な発展を続けていることがよく分かった。
引き続き劉先生にお話しいただき、質問はシンポ
ジウムの最後にまとめて受けたいと思う。劉先生
も清華大学の原子力・新エネルギー技術研究院に
属されていて、副主任に就かれている。中国は原
子力発電だけでなく、再処理やバックエンドの放
射性廃棄物の処理、核変換といったところも非常
に熱心に進めている。「中国の核燃料リサイクルの
現状と発展」というテーマでお話しいただき、そ
の辺のところを伺いたい。

②「中国核燃料リサイクルの現状と発展」
　劉 学剛（Liu Xuegang）

　皆さん、こんにちは。このたびは原子力につい
て交流することができ、たいへん嬉しく思う。JST
のご手配に心から感謝申し上げたい。

　今日の話は3つの内容で構成されている。初め
に中国の原子力発電の発展における状況、次に核
燃料サイクルについてだ。核燃料サイクルの発展
は、基礎研究と技術開発、応用、商用の開発など
様々な段階に分かれるので、核燃料サイクルのと
ころでは前半部分と後半部分について話したいと
思う。工業への応用と商業用の開発部分にスポッ
トを当てながら、核燃料サイクルの現状と今後の
発展について話し、最後に課題について話したい。

　まず、中国の原子力発電の発展について。先ほ
ど孫先生から歴史的なところを振り返ってもらっ
た。原子力発電の平和利用として、中国は1994年
に初めて原子炉の商業運転を始めた。下の写真に
ある大亜湾だ。2017年1月時点で、平和的利用は
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23年間となる。商業運転をしているユニット数は
35、設備容量は3360万キロワット。2016年ベース
では、全発電量に対するシェアは3.6％を占めてい
る。中国は米国、フランス、日本、ロシアに比べて
原子力国家としてはまだ若い。商業運転した経験
は230炉年となる。
　2000年以降、中国の原子力発電は急速に発展し
た。2017年1月時点で、建設中のユニットは21あ
るが、これは世界の建設中ユニットの3分の1以
上、世界最高のシェアだ。野心的な発展計画とい
うものもあり、最新の計画では、2020年には中国
の原子力発電は5800万キロワットの運転規模とな
り、建設中のものについても3000万キロワットと
なる。この計画が実現できるかどうかだが、学術
的な見地から言うと、5800万キロワットという目
標は達成できないのではないかと思う。2015年12
月時点で中国で運転中・建設中のユニットの合計
は5300万キロワットという水準になっていたが、
建設周期を考えると、着工から5年経たなければ
運転には至らない。計画は調整されていくものだ
が、2015年12月が5300万キロワットだと考えると、
2020年に実際、運転している発電容量は5800万キ
ロワットには至らないのではないかと思う。

　原子力発電の発展に関して、何故、野心的な計
画が制定されたかというと、エネルギーに対する
需要が高まっているという背景が一つにある。中
国は改革開放以降、様々な面において大きく発展
してきたが、一人当たりの電力消費量の水準はま
だ低い。世銀の統計では2013年の一人当たりの電
力消費は日本の2分の1に相当している。韓国と
比較すると3分の１だ。だが、中国の人口は13億
人もあり、今後、電力への需要は伸びていくと予
測されている。そうなると、どのように電力供給
を確保するかが問題だ。中国のエネルギー資源量
はそれほど少ないわけではないが、人口を考える
と十分とは言えない。必要な電力を全て自らの力
で確保していくことはやはり難しい。エネルギー
構造という問題もある。中国では石炭がエネル
ギーの最大の割合を占めている。世界一の石炭生
産国であり、世界一の消費国だ。一次エネルギー
の構成を見ると石炭は65％で、日本、韓国の倍以
上、米国の3倍にもなる。だが、石炭はクリーン
ではない。生産、輸送、貯蔵、利用といった全ての 
過程において酷い汚染が発生する。石炭の技術が
改善されなければ環境対策の効果は上がらない。

　原子力発電の発展を前提とすると、燃料サイク
ルは原子力発電が正常な運転を維持するために不

可欠となる。原子力発電ではウランの探査と採掘、
採取、生成、濃縮、燃料の製造によって必要な燃料
が確保されるが、それを利用すれば使用済み核燃
料が発生する。使用済み核燃料を輸送して再処理
する、あるいは核廃棄物の処分といった工程を整 
えることは、原子力発電を発展させる以上、必要
なサイクルとなる。
　核燃料サイクルにおいては、再処理を行わず直
接処分するワンススルーと、日本、中国、フランス
などがやっているプルトニウム、ウランを分離し、
放射性廃棄物を地下で処分するクローズド燃料サ
イクルの2つに分けられる。中国は原子力発電を
発展させるために技術的なロードマップを制定し
ている。PWRなどの熱中性子炉を発展させ、その
後、高速増殖炉などへ発展させるとういステップ
だ。先ず、熱中性子炉においてMOX燃料を生成す
るというベースを築き、次の高速炉へ移るための
基礎を築くことが必要となる。実現するには燃料
の供給、廃棄物の適切な管理という核燃料サイク
ルを体系的に築かなければならない。中国の特色
として、エネルギー、産業においては自主独立と
いう政策が非常に強調されているので、原子力発
電においても自主独自開発とイノベーションの促
進が定められている。そのため、原子力の燃料サ
イクルにおいては、やはりクローズド核燃料サイ
クルの路線が必要だという見解だ。

　ウラン資源の供給について言うと、中国はウ
ランが豊富ではない。これまで中国のウラン資源
は機密扱いだったが、2015年以降、データがオー
プンされ始め、国内の専門家によると、中国のウ
ラン資源は20万トン程度だという。これはIAEA
の2016年レッドブックに記載された数字だが、ウ
ランのコストが130＄/KgU以下であるとすると、
資源量は17.33万トンとなる。100万キロワットの
原子力発電所に160トンのウランが必要だとして、
商業運転から寿命まで40年、全体規模を6000万キ
ロワットとしたとき、中国の原子力発電所が必要
とする天然ウランは38.4万トンという計算になる。
しかし国内のウランは17万トンで半分以下だ。天
然ウランのニーズは毎年1万トン近くあり、計画
が必要とするウラン量に追いつかない。
　では、どのようにして天然ウランの供給を確保
すればいいのか。これには3つのルートがある。
まず国内の探査と採掘を行うこと。そして海外の
ウラン企業に投資をしたり買収したりする。また
国際的なウラン資源市場で購入する。2015 年の統
計によると、国内のウラン鉱山の生産量は約1,600
トンだ。海外企業への投資や市場購入などで8,100
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トンくらいが確保されているので、これらを合わ
せると先ほどの9,000トンあまりのニーズを満た
すことができる。6000万キロワットでは、年間の
天然ウラン需要は9,600トンになる。

　次はウランの製錬転換だ。天然ウランを転換し
て濃縮をする。今の中国のウラン転換と生成処理
能力は年間5,000トンくらいだ。現在建設中のもの
は、年間9,000トンのキャパシティがあるので、今
後2、3年の内に、ウラン転換の生産量は1万4,000
トンに達することが予想される。これは2014年の
世界全体のウラン転換市場のシェアだ。CNNC（中
国核工業集団）のシェアは9％となっているが、2014
年以降、生産能力は大いに高まると見られている。

　ウラン転換した後は濃縮プロセスに入る。ウ
ラン濃縮とは非常にセンシティブな技術だ。この
技術のため、中国では先ず国産化、そして海外か
ら技術導入するという戦略を打ち出している。原
子力の発電戦略とほぼ同じだ。2015年の統計によ
ると、中国のウラン濃縮を担当する会社は4社あ
り、トータルで見ると年に5.7～7ミリオンSWU
（5700～7000トンSWU）となる。右側のグラフは
2010年に中国の原子力専門家である李フェローが
中国のウラン濃縮に関して出した予測だが、2015
年に公表されたデータと少し乖離していて、実際
の発展スピードは予測よりも速いペースで進んで
いることが分かる。
　ウランを濃縮して燃料を製造するが、中国に
は炉型があまりにも多いという特殊な事情があ
る。PWRが殆どだが、重水炉もあるしHTGRも
ある。同じPWRでも早期にフランスから導入し
たM310、ロシアのVVER、東芝・ウェスチングハ
ウスから導入したAP1000、アレバから導入した
EPRなどがあり、それぞれ核燃料の製造が異なる。
それが大きな問題だ。だが、喜ばしいことに、中
国では独自に核燃料が製造できるようになった。
その生産基地は華北と華南にある。華北の方は内
モンゴルにある中核北方核燃料有限会社、華南は
四川省の中核建中核燃料有限会社だ。南北それぞ
れにメーカーがあって、各種炉型のニーズに応え
ている。

　使用済み燃料は再処理する必要がある。100万
キロワットのリアクターを1年間運転して出る使
用済み燃料は20～25トンになるという予想デー
タに基づくと、2020年には5800万キロワットとい
う計画があるが、そうなれば使用済み燃料は1,000
トンを超える。累計で7,000トン以上出るという

データもある。最初の原子力発電所は1994年にで
きたが、それぞれに合わせて作られた使用済み燃
料プールが満杯、あるいは飽和に近づいたとき、
違うところに移し替えなければならない。ここに
表があるが、中国の大亜湾の1号機、2号機の使用
済み燃料プールは2003年と2004年に飽和してい
る。秦山Ⅱ期は2016 年、嶺澳Ⅰ期の1号機、2号機
と田湾Ⅰ期の1号機、2号機も2016年にはプール
が満杯になった。そのため、発生した使用済み燃
料をプールからいかに取り出し運搬するかが切実
な問題だ。

　使用済み燃料を運び出す際には中間貯蔵が必要
となる。甘粛省にある中核404という有限会社に
は550トンのキャ パシティの中間貯蔵プールがあ
るが、容量が小さく、2012年には一杯になってし
まった。その後900トンの拡張工事を行い、500トン
をプラスして、合わせて1,400トンの貯蔵能力とし
たが、今後さらに3,000トンから6,000トンの中間
貯蔵施設を建設する予定だ。ちなみに、これらは
PWRの使用済み燃料の貯蔵の話である。重水炉や
HTGRに関しては乾式貯蔵をしている。あるいは
一時的にプールに貯蔵した後で乾式貯蔵を行って
いる。

　使用済み燃料を輸送する際は、如何に輸送する
かが重要だ。中国で唯一その資格を持っている会
社は中核清原環境技術有限会社という。2014年か
ら始めていて、最初の輸送は大亜湾の燃料だった。
広東省の大亜湾から甘粛省の中核404まで片道
3,700キロ、7つの省を跨って運んだ。輸送に関し
ても非常に複雑なプロセスと技術のボトルネック
がある。輸送能力と容器の問題だ。現在、大亜湾
の使用済み燃料については、米国が設計したNAC-
STC容器を使っている。現在、この容器は2台（26
集合体分）あるが、毎年、104体の集合体を輸送し
なければならないため、量的にいずれ対応できな
くなる。

　中国では1980年代にウラン、プルトニウムの
回収と再処理を行うパイロットプラントの建設
計画が立てられた。プラントは2004年に完成し、
2010年 12月にホットテストを実施した。実際の
使用済み燃料の集合体をカッティングして、プル
トニウム、ウランを回収するまでのテストだ。大
亜湾から運ばれた使用済み燃料を貯蔵し、毎年50
トンを再処理することができる。だが、ホットテ
ストから2016年までの6年間、運転はされておら
ず、今も改造している。パイロットプラント以外
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では、現在、フランスのAREVAと商談中で、年間
800トンの処理能力を持つ施設を建設する予定だ。
CNNCとAREVAは2007年に意向書を締結してい
る。中国とフランスの国交正常化以降、最大のプ
ロジェクトになるだろう。2013年4月、オランド
大統領と習近平国家主席立ち合いのもと同意書を
締結し、2014年3月には長期協力了解覚書を結ん
でいる。
　フランスから導入する他に、CNNCが自ら設計
し建設する施設もある。処理能力は200トンだ。
この計画が公表されたのは2012年で、「龍謄2020」
という科学技術イノベーション計画が発表され
た。複数の内容から成るが、そこには200トンの
商用使用済み燃料、再処理のモデル事業が含まれ
ている。2016年3月、CNNCはその200トンの再処 
理施設の業務を担当する「中核龍瑞」という会社
を作った。計画に基づき2020年までに設計を終え、
着工する予定となっている。以上が使用済み燃料
のサイクルだが、放射性廃棄物の処理について、
もう少し説明する。

　再処理計画に基づき、今後、中国は中低レベル
放射性廃棄物処分施設を5つ作る予定になってい
て、既に3つが完成している。甘粛省の西北処分
場は中核404が運転を担当する。広東省の北龍処
分場は広東省にある原発の放射性廃棄物を処理
し、四川省飛鳳山の処分場では四川省の研究炉お
よび核燃料サイクル施設で発生した廃棄物を処分
する。原子力発電設備は沿岸地域に置かれている
が、処分場は四川省、甘粛省、広東省にあって距離
が離れている。数も足りない。
　中低レベル放射性廃棄物のサイト選びは非常に
難航した。2014年、環境保護部は、新しい原子力
発電所を建設する際に放射性廃棄物の処理プラン
も同時に出さなければいけないとした。原子力発
電の建設と廃棄物の処理を結びつけたのだ。
　中低レベル放射性廃棄物の他にも、高レベル放
射性廃棄物の処理問題があり、各国が頭を悩ませ
ている。中国も同様で、現在、甘粛省北山地区を中
心にサイトを探している。岩石のサンプリングや
水調査をやっている最中だ。去年は地下実験室の
場所の選定もスタートした。5～10年後には地下
貯蔵室と地下実験室を建設できる見込みとなって
いる。

　最後に、私個人の考える課題と挑戦について紹
介したい。技術面では二つの挑戦がある。一つは
フロントエンド、つまりウランの供給、転換、濃
縮、核燃料の製造だ。技術は既にあるものの、今後

の発展計画のニーズはまだ満たしていない。規模
が小さいからだ。産業規模の拡大、技術のレベル
アップが急務である。2011年の福島第一原子力発 
電所の事故以来、安全、高効率という方針が打ち
出されたが、核燃料サイクルについても安全、高
効率が必要だ。産業の安全性と住民が容認できる
安全レベルを保つことが重要である。高効率に関
しては、競合相手に対し一定の競争力を保ちなが
ら、効率よく進められるレベルに引き上げていく
必要がある。これは中国という一国の責任ではな
く、世界各国、原子力を推進する国々の責任でも
ある。安全確保という大前提の下、高効率を追求
し、国内ニーズのみならず海外にも進出する必要
がある。フロントエンドに関してもバックエンド
に関しても、まだまだ解決しなければならない問
題がたくさんある。現在、50トンの再処理工場が
あるが、計画ほどうまくはいっていない。800トン
の再処理施設は未だ商談中だ。回収したプルトニ
ウムとウランをどのように再利用するか、MOX 
燃料をどのように製造するか、高速炉のニーズに
合うかどうかという検証もまだ実現できていな
い。高レベル放射性廃棄物の処理問題もある。フ
ロントエンドに関してはかなりのレベルにまで到
達しているが、バックエンドに関しては未だレベ
ルが低い。中国にとっての緊急課題だと思う。

　管理的な問題点もある。先ずは核燃料サイクル
に関する法整備が必要だ。そして管理レベルの強
化や人材育成といった急務もある。
　核管理に関しては、非常に詳細な法律とガイド
ラインが求められる。しかし、核燃料サイクルに
関する法律や技術基準についてはまだ不十分だと
思う。中国の規制部門である国家核安全局の担当
者の殆どは原子力発電所から来た人間で、核燃料
サイクルに関する経験が不足している。また、中
国の核燃料サイクルの応用と基礎研究レベルが乖
離しているということも問題だ。このサイクルを
高いレベルまで上げ、高効率を実現していくには、
設備の設計、製造、 材料選びなど、基礎研究と同じ
ように推進していく必要がある。しかし、政府の
目はまだそこには向いていない。原発の建設の方
に気を取られていて、基礎研究まで目を向けてい
ないのだ。

　原子力発電の商用運転の利益をどのように分配
するかということも一つの問題だ。利益は大きい
が、ウラン転換、ウラン濃縮、核燃料の製造およ
びウラン鉱山の採掘、探査にかかる費用があり、
全体としての収益力はまだ低い。アンバランス
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だ。使用済み燃料の再処理および廃棄物の処分が
非常に大事だということも認識されているが、産
業チェーンにおける利益分配の最適化と合理化を
図っていく必要があると思う。

　原子力業界の安全に関する文化の育成と醸成、
また一般国民に受け入れてもらうための普及啓蒙
活動も重要だ。
　代表的な事例として、2016年の連雲港事件があ
る。中国とフランスが800トン規模の再処理施設
の場所を探していた際、候補地に挙がったのが連
雲港だった。だが、メディアが報道した後、現地住
民が猛反対し、地方政府も場所選びを中断させる
と明言した。先々、核燃料サイクルをうまく発展
させ、廃棄物処分という問題を解決するためには、
現地の住民に受け入れてもらわなければならな
い。政府の推進力を住民に受け入れてもらい、政
府と住民の両方で推進しなければならないのだ。
以上、中国の核燃料のサイクルの現状とプランに
ついてお話した。

（JST 倉澤上席フェロー）
　いろいろとご質問もあると思うが最後にまとめ
てお願いしたい。
　それでは、次のパネルディスカッションまで10 
分休憩とする。

～  休　憩  ～

（JST 倉澤上席フェロー）
　それでは後半のパネルディスカッションを開始
する。
　本日のパネリストを紹介させていただく。初め
に基調講演をいただいた孫先生、劉先生。そして
日本科学技術交流協会常務理事・事務局長であり
千代田テクノル社アドバイザーの永崎隆雄先生。
永崎先生は動燃の北京事務所長も務められ、中国
の核燃料サイクルを長年、ウォッチされ続けてい
る。それから一般社団法人海外電力調査会特別研
究員の渡辺遥先生。渡辺先生も中国の、特に原子
力発電の方をウォッチされている。両先生には孫
先生、劉先生を交えてご討議いただく。
　本日のモデレータは、テピア総合研究所の主席
研究員の窪田秀雄先生にお願いした。窪田先生に
は、中国総合研究交流センターの報告書や研究に
おいて、共同でいろいろなことをやらせていただ
いている。ここから先は窪田先生に進行をお任せ
する。

【パネルディスカッション】

モデレータ：
　窪田 秀雄（テピア総合研究所主席研究員）
パネリスト：
　永崎 隆雄（ 日本科学技術交流協会常務理事・事務

局長／千代田テクノル社アドバイザー）
　渡辺 搖（ 一般社団法人海外電力調査会 特別研究員）
　孫 俊氏
　劉 学剛氏

（窪田）
　皆様ご存知の通り、中国は産官学一体で原子力
開発を進めている。学の中心になるのが清華大学
だ。清華大学は先月、1月16日に、中国核工業集団、
国家電力投資集団、広核集団、いわゆる中国の三
大原子力事業者と言われているところと国際原子
力人材養成のフォーラムを開催するとともに、協
定を締結した。原発輸出を国家戦略に据える中国
にとって、国際的に通用する人材の育成を狙った
ものだ。このフォーラムにはエジプト、イギリス、
イラン、トルコなど16カ国の大使館関係者が参加
したと聞いている。まさに今の中国の原子力界の
勢いを象徴しているかのようだ。

　基調講演では孫先生、劉先生からたいへん興味
深い話を聞くことができた。発電だけでなくバッ
クエンド等についても、まさに野心的ともいえる
計画が進められていることが紹介されたが、中国
の原子力開発が安全に行われるということは、隣
国の日本にとっても非常に重要だと思う。パネル
ディスカッションではそういうことも踏まえ、ど
のような日中協力が可能かということも議論して
いきたい。原子力分野での日中協力によって日本
の技術が移転してしまうという懸念を示す人も一
部にはいるが、中国の方が遥かに進んでいる部分
もあるのではないだろうか。中国が日本を凌駕す
るのは時間の問題ではないかと思う。先ほど沖村
さんも指摘されたように、日本は既に中国に追い
抜かれているという見方もできるのではないか。
日本では未だ運転再開もままならず、瀬戸際に追
い込まれているという見方もできる。中国の原子
力開発から日本が学ぶべきところも非常に多いの
ではないかと思う。例えば、孫先生のご専門であ
る高温ガス炉だが、日本では大洗の高温工学試験
研究炉、HTTRのプロジェクトがどうなるのか不
透明だ。中国では山東省の20万キロワットの実証
炉が2018年に運転を開始する予定に加え、60万キ
ロワットの実用炉の計画も具体的に進んでいて、
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着工も間近だと聞いている。清華大学では、今、
やっているガス炉よりはるかに取り出し温度の高
い超高温ガス炉の開発をスタートしたとも聞いて
いる。日本がこのまま何もしなければ、高温ガス
炉では中国に置いてけぼりをくうような見方もで
きる。個人的には、国内で高温ガス炉の実証炉プ
ロジェクトを進めるというような思い切った行動
も必要ではないかと思う。
　今日のパネルでは二人の先生の講演を受ける形
で、先ず始めに、中国が今ほど注目されていなかっ
たときから長きにわたってウォッチしてきた永崎
さんから、例えば日本が中国から何か学ぶべきこ
とはないかといったところについて核燃料サイク
ルを中心にご報告いただきたいと思う。
　それでは永崎さん、宜しくお願いします。

（1）中国の核燃料サイクルの状況
永崎 隆雄（ながさき たかお）
　日中科学技術交流協会常務理事 /事務局長
　千代田テクノル社アドバイザー
　元日本原子力研究開発機構 北京事務所長

　それでは早速、中国の核燃料サイクルの状況に
ついてお話する。
　これは中国と日本の核燃料サイクルを比較した
ものだ。緑色のところが実用化している部分で、
黄色が開発中の部分、青色が海外からの輸入部分
を示している。中国と日本を比較すると、先ず、中
国はウラン輸入のところだけは海外に依存してい
るが、他は大体自給でやっている。日本は海外に
かなり依存していて、濃縮も依存している。核燃
料サイクルにおける日本と中国との違いは再処理
だ。日本は商業プラントをつくっているが、中国
はまだ開発中だ。次に重水炉。中国には重水炉の
サイクルが入っているが、日本にはない。

　次の図は中国の原子力政策の変遷を表したもの
だ。1981年に原子力開発が承認された。以後は計
画経済下で計画経済から脱出するという大きな政
策で、エネルギー重視、経済重視ということにな
り、軍転民－軍事技術を民用に転用するというこ
とで原子力が始まっている。原子力は導入と自主
開発という2路線で始まっている。そして生産量
を増産させるため市場競争の原理を導入し、国有
企業の政府機能を分離して企業－行政の対立構造
を入れ、増産を進める。目標としては100万キロ
ワット原子力発電の国産化だ。だが、内需重視政
策で石炭をエネルギーの主柱にする政策で環境問
題が起こる。そのため、環境が重視され始め、原

子力重視が出てきた。それから原子力中長期計画
が出て、増産のために国有企業の独占を排除し、
いろいろな電力会社が原子力に参入できるように
なった。投資もいたるところから集められるよう
にして増産体制を取ったが、そうこうしている間
に四川省に地震が起こり、四川省の原子力発電設
備製作メーカー東方電気集団の工場が倒壊した。
その復興のため倒壊設備の修繕増設投資が行わ
れ、上海電気、ハルピン電気も増設して原子力発
電設備製造年間10基体制になるが、福島事故が起
こって減速する。そして安全計画ができて安全重
視となり、さらに自主知財権重視となった。そし
て改良第3世代化の競争が起こる。一方、過剰設
備を外に売ろうということで「一帯一路構想」が
起こる。また経済が減速し、倒産するところが出
始める。合従連衡でそれを救っていくのと同時に、
強い企業をつくって国際競争力を強化するという
ことで輸出競争時代になる。国内6基、輸出が3基
となり、2030年までに30ギガワットを輸出すると
中国当局は言っている。
　次の図は2012年原子力安全計画に見る中国の課
題の核燃料関係部分だ。核燃料工業と原子力発電
の建設スピードが合っていないことを問題にして
いる。これがどういうことなのか、需給バランス
を計算して後で調べてみたいと思う。中低レベル
放射性廃棄物処分場の建設完了も課題に挙げてい
る。これついても後で見てみたい。2020年には高 
レベル放射性廃棄物処理処分の最終設計を完成さ
せて、地下実験室の建設を完了させるとも言って
いる。それからウランの製錬処理の強化も取り上
げている。つまりはウランの製錬能力が足りない
ということだ。それから使用済み燃料の再処理を
積極的に推進するということを取り上げている。
先ほど述べたように、中国はまだ商業再処理を実
用化しておらず、この面では日本に後れを取って
いる。

　次の図は核燃料の需要計算となる。原子力発電 
100万kW・年間当たり核燃料の需要計算をする
基礎数値は表の数値になる。左端のPWRから右
端の高温ガス炉まで、軽水炉、重水炉や高速炉な
どの核燃料サイクル諸量が載っている。ガス炉に
ついてはHTR-PMというものを使う。ここには原 
子力発電所から発生する中低レベルの廃棄物の発
生量も載せているが、大体、100万キロワット・年
間、45㎥と仮定して計算している。
　次の図は1GW・年間当たりの個々の核燃料サイ
クルの物流の図だ。右端が高速炉だったらどうな
るかというもので、左端が軽水炉のワンスルーだ。
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高速炉では天然ウランが要らずに、劣化ウランが
年間1トンでガラス固化体が年間約1トン発生と
非常にシンプルなサイクルになる。
　次が核燃料需給バランス図で一番上左の図は核
燃料需給バランスの基礎になる発電設備量の推
移だ。こちら（水色線）が軽水炉の発電設備の量。
2014年くらいから急速に立ち上がっている。また、
計画が未定の2020年より以降は、軽水炉は年間6
ギガワットずつ入ってくるとしている。灰色の線
は高速炉で、2025年くらいから年2ギガワットく
らいずつ上がるだろう。これを見ると2030年には
軽水炉は115ギガワットくらいになる。

　軽水炉の建設費は一基45億ドルとして計算し、
2030年 115ギガワットの場合、5,220億ドルであ
る。上右図は中国の重水路設備容量の推移図であ
る。重水炉は2基114万キロワットほど入っている。
右下図は軽水炉と重水路の原子力発電に必要な天
然ウランの需要量（灰色線）だ。先ほどの数値を基
に計算されている。橙色線が供給能力だが、 時間
がたつと供給能力と需要量の差がどんどん開いて
いる。天然ウランに関しては、現在は世界の10％
くらいの需要だが、この計算によると2030年には
30％くらいに増大する。下右図は重水炉（CANDU 
炉）の方で青い線が成型加工能力、橙色が需要だ。
需給は均衡している。次の図の左上図は軽水炉
UF6（六フッ化ウラン）の転換需要で、これも前述
の天然ウラン需要と大体同じだ。橙点の生産能力
は通産省が調べたデータだ。こちらの点はWNA-
World Nuclear Associationが調べたところによる。
2020年には14,000トンくらいだ。右上図は濃縮需
要図だ。産業省が調べたデータは橙点、WNAが調
べたデータは水色点だ。先ほどの劉先生のところ
のような数値だ。2030年1万トンSWUくらいが必
要になってくるので工場を作らないといけないだ
ろうという数値になっている。2030年の濃縮役務
料金は11.7億ドルくらいだ。左下図は軽水炉成型
加工需要の図だ。橙線は海外核燃料サイクル施設
動向調査による。水色は点軽水炉の初装荷燃料と
取替え燃料の合計の需要推移だ。右下図は軽水炉
使用済み燃料発生量推移とプー ル貯蔵能力の図で
ある。灰色線はプール貯蔵能力である。1GW当た
り510tHMの貯蔵能力を仮定し、2020年以降年間
6GW、プール設備3,000tHM増加するとしている。
水色点は使用済み燃料発生量で橙点は2014年中国
国家報告での発生量である。この図を見ると全体
的にはプール貯蔵能力は発生量を大幅に上回って
いる。しかし、古い発電所においてはプールが満
杯になる可能性がある。次の図の左上図は重水炉

の使用済み燃料の発生量の予測。水色点のように
増えていく。灰色点はプール貯蔵能力と乾式貯蔵
能力だ。十分、貯蔵能力がある。それから、橙色点
が重水炉使用済み燃料の実際の発生量。国家報告
で出てきた数量で、プール貯蔵能力は十分あると
いうことだ。2014年9月の「中国国家報告」に出て
いる。右上図は高速炉導入予測を行うため使用済
み燃料に含まれるプルトニウムの量を計算した図
である。2049年まで取っているが、2027年辺りで
再処理が始まる。軽水炉使用済み燃料を800トン
処理するとプルトニウムが4.8トン回収されるの
で、2050年くらいには累計で120トンくらいにな
る。高速炉は2.4トンくらいのプルトニウムがあ
れば初装荷燃料として一基が立ち上がるので、800
トンの再処理で2基の高速炉が立ち上がる計算に
なる。2050年頃には51ギガワットくらいの高速炉
が立ち上がるということだ。左下のグラフが中低
レベルの放射性廃棄物の発生量だ。橙色が発生量
で、大体1GW当たり年間45㎥（リュウベイ）とし
て計算している。黄色点水色線が北龍処分場の能
力、水色点が西北処分場の能力で、灰色点は原子
力発電所の一次貯蔵庫の能力。この図より処分場
の能力は十分あると思うが、西北処分場は甘粛省
の方のゴビ砂漠にある。遠過ぎて、沿海からの原
子力の廃棄物をここまで運ぶのは大変だ。そのた
め、沿海に作る必要があるが、沿海には北龍しか
ない。北龍は大亜湾原子力発電所の傍だが、沿海
に立地する原子力発電所の全て引き受けるとする
と、足りなくなってくる。だから沿海側にもう一
つ作らないといけないように思う。右下図は高レ 
ベルの固体廃棄物の発生量で、年間800トンの再
処理が始まる2025年くらいから年間40トンくら
いが発生する。そうなると2080年には2,200トン
になる。高レベルの廃棄 物処分の計画は今世紀
の中ごろから処分を始めるという計画になってい
る。1,000トンくらい発生した頃になる。候補地は
北山、再処理工場（404工場）の傍だ。

　次の表は中国が輸出している原子力発電の60
年分の燃料計算だ。ルーマニアからスーダンま
で様々な国に輸出しており、炉型もCANDU炉や
CNP、「華龍1号」とかEPR、AP1000、CAP、ACP、
HTRといろいろある。合計すると27基で2,760万
キロワットくらいの輸出交渉をしていて、成立し
ているところがあれば交渉中のところもある。こ
こで必要な天然ウラン量、UF6転換、濃縮、成型加
工を計算すると、天然 ウランでは大体25万トン、
UF6転換で22万トン、濃縮では13万トン、成型加
工では5万4千トンとなる。使用済み燃料の合計
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は51,790トンである。OECD評価の販売価格で計
算すると、大体1,681億ドルになる。目標は2030 
年30ギガワットだ。核工業集団の銭総理によると、
一基45億ドルで30ギガワットくらいを目標にし
て売るのだという。原子炉の売り上げは1,242億
ドル。60年間の核燃料のいろいろなサービスで大
体300億ドルになる。

　次の図は、核燃料工業の現状と世界での位置付
けについて。
　次の図は中国のウラン生産の現状と世界の位置
付けである。生産量は世界9位で、世界全体の3％
しか生産していない。一方、需要は世界4位で5,338
トン、需給差は3,790トンになる。日本は今はゼロ
だが、原子力を再開すると8,000トンの需要が生じ
る。インドもあるので、世界的な需給圧迫が起こ
るだろうと思われる。
　右表は租製錬工場の現状だ。次の図はウラン資
源の図だ。2014年データだと、ウラン資源は20万
トンくらいで、一番新しいレッドブックで発見資
源量、確認と推定を入れて 取ったものだと36万6
千トンで2013年より10万トンばかり増えている。
　何とかウラン資源を増やさないといけないとい
うことで、3つの政策が取られている。一つは国内
炭鉱と生産拡大だ。例えばボーリングの深度を深
くする。ウランは炭鉱や石炭のところに溜まって
いくので、炭鉱屋と組んでそれを行う。ここに見
つかっているものは大規模でものすごい鉱床だと
言われているが、どれくらいのトン数かは分から 
ない。そして、二つ目が海外開発の促進、三つめ
が国際貿易の促進となる。つまり、買ってくると
いうことだ。次の図の右上は精製錬の状況である。
現状生産量は1,500トンくらいで需要5,338トンに
追い付かない。右上図はUF6転換の状況で、5,000
トンくらいの能力があって4,000トンくらい生産
している。下左図は濃縮の図で、遠心法は2015年
に世界で4位、2020年には3位くらいになるだろう。
世界の列強の中に入ってくる。下右図は2015年軽
水炉再転換能力図で中国は13位か14位。2つ工場
がある。

　次の図は軽水炉成型加工の図である。中国は14
位と18位。右上図は重水炉の成型加工で世界6位
だ。左下図は再処理の図だ。商業再処理の方はま
だ実用化していないと言ったが、年間50トンくら
いのパイロットプラントがある。日本の東海村と
同じくらいの規模で、六ケ所再処理工場に比べた
ら低い。右下図はMOXの製造能力だ。MOXはま
だ無いが、2020年には年間40トンを作るというの

で、2020年くらいにはかなりのレベルに達するだ
ろうと思われる。日本の六ヶ所ではおそらく年間
130トンくらい作るだろう。次の図は重水炉の使
用済み燃料の乾式貯蔵の写真だ。カナダから導入
したもので既にやっていて、貯蔵スペースも大分
取っている。右上表は国家報告の中低レベルの廃
棄物貯蔵量と推定年間発生量。それぞれの発電所
で一年間発生する量を計算すると右端の値で最近
の発電所では45㎥となる。左下のグラフは各国の
発電所で発生する中低レベルの廃棄物発生量だ。
日本が一番少ない。中国よりもはるかに少ないが、
中国では廃棄物は最小化しなければいけないとし
ていて、軽水炉単機当たり年間50㎥（リュウベイ） 
以下にすると言っている。右下図の上の写真は北
龍の中低レベル廃棄物処分場である。このように
建物の中に入れてコンクリートを注入して、完成
したら上に土を被せる。下の写真は西北の中低レ
ベル廃棄物処分場だ。ピットの中に入れていて、
コンクリートを詰めて上から土をかぶせるのだと
思う。広いスペースがあり将来的には60万㎥（リュ
ウベイ）くらいの能力になる。
　次の図は核工業の立地である。これを見ると内
陸部に分散している。便利がいいように原子力発
電の近くに集約化しようとして広東省の鶴山に作
ろうとしたが、2013年に反対運動のデモで計画が
潰れてしまった。再処理工場の方も沿海の連雲港
の方にもってこようとしたら反対運動で立ち消え
になった。

　次のスライドは中国核燃料有限公司という組織
である。集約工場を沿海に持ってくる計画の時に、
いろいろな会社を一つにまとめたのだろう。再転
換、核燃料、濃縮に関する会社は全部所属してい
て、入っていないのはウラン探鉱、租製錬、精製
錬、廃棄物処分だ。この会社の2011年の収入は年
間22億ドルとHPに載っている。下の囲みがウラン 
探鉱と精製錬会社だ。

　最後にまとめると、今後、原子力の国内建設は年
に6ギガワット分くらい、輸出が3ギガワットにな
り、核燃料の需要は9ギガ分、つまり、国内需要の
1.5倍の燃料供給が必要になると思われる。原発と
核燃料供給の不適合という問題があり、ウランの
輸入は毎年、増大する。中国だけでなく世界的に
も核燃料需給の不均衡が起こると思われ る。2030
年までの各国の推定原子力発電所増設が約200ギ
ガワット、WNAのデータでは日本の復活も入れ
て270ギガワットくらいになる。輸出が 240GWで
合計は440GWだが重複しているので合計で440ギ
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ガもないが、現在規模である391ギガワットの1.7
～2倍くらいになると思われる。そうなると2030
年にウランが足りなくなるだろう。高速炉を早く導
入したらいいのだが、今の計画では2025年の再処理
だ。そこで出来たプルトニウムを使ってやるとす
れば、2030年までにせいぜい11ギガワット、2050
年で50ギガワットくらいで、天然ウランの節約は僅
か13%くらいにしかならない。再処理工場を800
ではなく1,600にすればこの倍になる。
　核燃料工業は分散立地している。燃料輸送が全
国津々浦々に及んでいるので集約化した方がいい
のだが、反対運動で難航しているという現状があ
る。中低レベル処分場を四川省の方に建設すると
いうが、沿海の方が望ましいのではなかと思う。
高レベル廃棄物処分場の地下実験室の立地も難航
すると思う。対策として、事故時の補償を明記し
た原子力損賠賠償法の制定が必要ではないかとい
うことだ。
　以上である。

（窪田）
　ありがとうございました。引き続いて、渡辺さん
から日本と米国の比較を交えながら、中国の原子
力発電開発をどのように見ているかお話いただき
たい。

（2）中国の発電から核燃料サイクル
渡辺 搖（わたなべ はるか）
　一般社団法人海外電力調査会 特別研究員

　海外電力調査会の渡辺です。
　非常にオーソドックスだが、はじめに中国の一
次エネルギーについて私たちが認識しているとこ
ろを紹介したい。この数字は2015年の中国の一次
エネルギー消費量だ。中国の場合、エネルギー統
計のベースは標準炭換算になる。1トン当たり7,000
キロカロリーだ。大体43億トンということになる。
日本の場合は石油換算するので、石油換算すると
これが大体、32.5億トン程度かと思う。ちなみに、 
この年の日本の一次エネルギー消費量は大体4.4
億トンだ。中国の消費エネルギーの大きさがよく
分かるだろう。構造を見ると石炭が64％、石油が
18％程度、天然ガスが5.9％、その他12％となる。
その他のところが今日の話のポイントで、12％の
中をよく見ると、メインは水力、風力、太陽光と
原子力だ。一般には再生可能エネルギーとも言わ 
れるが、これらは電気にして初めて使えるエネル
ギーになるという特質を持つ。

　次に中国の発電設備、発電量の構成を見てほし
い。ご存知の通り、中国は世界最大の水力発電国
であり、風力、太陽光にしても今や世界最大の発
電国だ。水力は3億3千万とあるが、統計ではこの
中に一般揚水発電も入っている。大体2,000万か
ら3,000万近い揚水発電所を持っているので、それ
を引くと、実際にエネルギーを生み出すのは3億
キロワットくらいの水力発電と思われる。風力発
電は1.5億キロワット、発電設備は9％だが、2,400
億キロワット・アワー程度の電気を作るので、エ
ネルギー量としては4％くらいを占める。太陽光
発電は0.8億キロワットで、出力ベースでは4.7%。
これに対してキロワットアワーベ ースでいくと
662億キロワット、エネルギー量としては1％の電
力量を生み出す。それでは原子力はというと、こ 
れは2015年のデータなのでキロワット数は小さ
い数字になるが、0.3億キロワット、発電設備量の
中の2％程度になる。この中で発電量はというと、
2,100億キロワットあまりで3％を占めている。

　2014年11月、北京でAPEC首脳会議が開催され、
その直後、習主席とオバマ前大統領が共同記者会
見を行った。その時、習主席は2030年を一つの目
安として、中国は非化石エネルギーで20％を賄う
と公言した。確かにいろいろな計画が出ているが、
事実上、2030年にエネルギー消費量の20％を非
化石エネルギーで賄うためには太陽光や風力では
足りない。水力発電では、これから開発できるサ
イトというものにかなり制約がかかってくる。そ
うなると原子力を一定のレベルで発展させない限
り、2030年の20％というのはなかなか難しくなる
と思う。そういう意味でも原子力を重要視せざる
を得ない。
　少し見方を変えて、電気設備と発電量を日本、
中国、米国とで比較してみる。日本は停滞、米国は
ゆるゆると伸びていて、中国は特にこの15、16年
間に急激に伸びている。電気事業の観点から見た
時、一人当たりのGDPと電力消費 をみて、GDP
当たりの電力消費がどういうレベルにあるのかが
分かる。中国は非常に大量の電気を使っているが、
ここから読み取れるのは、明らかにエネルギー多
消費型産業の構造を持っているのではないかとい
うことだ。
　原子力発電について日本と中国を眺めてみる
と、今のペ ースでいけば、中国は場合によっては
今年中にでも日本を追い抜くかもしれない。2025
までにはフランスも抜いて世界第2位の原子力大
国になるという見方もある。
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　次からは3頁にわたって稼働中と建設中の原子
力発電所を並べた。稼働中の陽江4号については
いろいろな見方があり、発電したと見れば運転中
と言えるが、IAEA基準でいうとこちらになる。た
だ、先ほどの孫先生の図は、国家核安全局が正式
に運転を認めたということでそこに差がある。ご
理解いただければと思う。
　発電所の名前の右側に◎、△、○とあるが、◎
は私が格納容器の中まで入ったことのあるサイト
だ。秦山のⅠ期と台山と三門の3つに入ったこと
がある。○は中央制御室とかタービン建屋の中に
入ったことがあるところ、△は敷地に入ったとこ
ろだ。建設を開始したばかりのサイトには殆ど何
もない。秦山のサイトは一塊になっていて、そこ
には50回くらい行っている。

　中国の核燃料サイクルについては私の方でも数
字を集めたが、先ほど永崎さんと劉さんから説明
と実態の話があったので、数字だけ参考にしてほ
しい。

　この図、「中国の核燃料サイクル」で言いたいの
は、やはり劉先生がおっしゃるように、中国と日
本は同じように閉じたサイクルを目指していると
いうことだ。来月、アリゾナ州フェニックスで放
射性廃棄物の管理処理処分に関する世界的なシン
ポジウムに行く予定だが、その準備で用意したの
がこの日本の核燃料サイクル図だ。ピンクの座布 
団に置かれているものは日本原燃株式会社が実際
に営業していたり、建設中だったりするところに
なる。
　ここに再処理工場の工程表を示したが、この工
程の中の分離建屋と書いてあるところから高レベ
ル放射性廃液が出る。このガラス固化が非常に難
しかった。いろいろと出てくる高レベル放射性廃
棄物を再処理工場の中で一つにブレンドするのだ
が、六ケ所再処理工場では、ブレンドしたものを
ガラス溶融炉の中に投入してガラスの結晶の中に
閉じ込める。2008年、その最後の段階でガラス固
化体の製作に失敗した。その後5年をかけて、運転
操作方法を磨きさらにより良いガラス固化設備を
作り上げたが、それらにあたっては、米国のサバン
ナリバーやドイツのカールスルーエにある研究所
の協力も得た。

　最後に、海外電力調査会の中国との原子力協力
関係について紹介したい。
　1985年の暮れ、海外電力調査会は当時の核工業
総公司と交流協定を締結した。それ以来、交流を

続けているが、1992年に開始された1,000人研修
と言われる交流においては20人の中国の方を10
年間にわたって毎年、日本に招待し続けた。この
ような交流から、中国の原子力発電開発の方々、
特に現場技術者同士の交流は深まっていったと思 
う。中国からの日本国内への受入研修生は累計で
964人にのぼる。日本からは346名が中国に行って
いる。

　中国は第3世代炉を中心に、AP1000、あるいは 
EPR、「華龍1号」という世界で最初の原子炉の運
転に入ろうとしている。初めて運転する炉のデー
タは非常に貴重だ。是非ともその貴重なデータを
公表していただきたい。また初期故障にもぶつか
るだろうが、それを乗り越えるのも重要だ。日本
にはそのような経験がある。そのためにも今後も
協力し、交流していきたい。
　海外電力調査会の交流は通訳を介している。人
間と話をするより機械と話をする方が得意だとい
う技術者は日中双方共通だ。現場の腕を磨くこと
が主であるなら、言葉に対する負担を減らそうと
いう気持ちでいる。これからも日本と中国の原子
力発電所の現場技術者の交流を続けていきたい。
　以上だ。

（窪田） 
　ありがとうございました。
　それでは、孫先生と劉先生にも参加いただいて
議論していきたい。初めに私の方から2人の先生
に質問したいことが何点かある。内陸部の原子力
発電所には当面、着工しないという話だったが、
以前聞いたところによると、内陸部の原子力発電
所で採用する炉型はAP1000に決まっている とい
う。それは確かか。

（孫）
　先ほど紹介した江西省、湖南省、湖北省のもの
は確かにAP1000だ。しかし後続のサイトはどの
炉型にするか確定していない。いずれにしても中
国の条件としては第3世代以上のものでなければ
ならない。安全性を確保するためでもある。

（窪田） 
　関連するが、フランスのアレバや米国のウェス
チングハウスが計画している第3世代炉、EPRや
AP1000の工期が非常に延びていて、それに伴って
コストが上昇していると聞く。中国ではどうなの
だろうか。孫先生に伺いたい。
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（孫）
　中国の政策には安全、高効率というものがあり、
高効率は経済効果と密接に関係している。第3世
代のEPR、AP1000では、工期延長とコストアップ
の問題が確かに発生している。だが、中国の「華龍
１号」やCAP1400、第4世代でも似たような問題
が発生している。コストの上昇にはいくつかの原
因がある。先ず、安全基準がどんどん高まってい
る。そして、新しく設計された原子炉、あるいは初
めて使われる原子炉については研究開発に注力す
る必要があり、その研究開発コストも考慮しなけ
ればならない。研究開発についても不確定要素が
ある。研究開発にかかる期間やモニタリングに要
する期間、レベルも延びる可能性がある。時間が
かかることでコストが増える可能性は否定できな
い。しかしそういうサイトを運営しながら一定の
経験を積み、例えば8機目とか10機目あたりから
コストを削減できるのではないかと思う。それま
での経験を活かしてコストダウンできれば、原子
力の競争力も高まるだろう。

（窪田）
　2015年には5基が商業運転を開始し、2016年に
は7基が運転を開始している。建設期間を調べる
と、大体5年9カ月から5年10カ月だ。AP1000を
採用する三門１号基と海陽１号基は8年程度。大
体、2年程度長くなっている。世界初のAP1000ゆ
え、やむを得ないという話もあるが、三門や海陽
のAP1000で一番問題になったのはどういう点だ
ろうか。

（孫）
　個人的見解だが、中国のAP1000の建設に関し
ては2つのファクターがあると思う。1つ目は、福
島第一原子力発電所の事故の後、中国全体でレ
ビューしたために1年半く らい遅れたということ。
もう一つは、初めての炉ということで不確定要素
が多いということだ。例えば、メインポンプなど
の機器は米国に供給してもらっているが、様々な
問題が発生し、工期を遅らせることになってし
まった。

（窪田）
　EPRも AP1000 も大型の PWRだが、一方で、
SMR、モジュール方式の小型炉に世界的な関心が
高まっている。海上浮動式のプラントにSMRを
利用するという話もあったが、中国で最初に着工
する炉型はどのあたりになるのだろうか。先ほど
ACP100という炉型も出てきた。これが一番、早

そうな気もするが、何年頃に実証炉に着工すると
いうような 具体的計画は出ているのか。

（孫）
　ACP100は小型でSMRの範疇だ。いろいろな設
計がある。一つは海上プラットフォームと一緒に
推進しているもので、海南島辺りで実証炉を作る
可能性がある。安全性を証明するためのプラント
を作るかもしれない。設計は既に終わっていて、
発展計画にも載せられているが、どこに建設され
るかはまだ明らかではない。中核、中広核集団は
海外のマーケットも開拓している。第13次五ヵ年
計画の重点的な発展分野にもなっているので、中
国国内のみならず、海外でも展開する可能性があ
ると思う。

（窪田）
　中国では、高温ガス炉、SMR以外に、高速炉に
ついてもナトリウム冷却と鉛冷却、トリウム溶融
塩炉、進行波炉、先進燃料重水炉と、ありとあら
ゆる炉型を同時並行で開発している。これだけの
炉を並行して一緒に開発する理由は何なのだろう
か。これだけ同時開発して市場展開すると、燃料
サイクルも非常に複雑になると思う。劉先生、孫
先生の2人の先生に伺いたい。

（劉）
　中国は各種炉型を開発しているが、まだ研究段
階のものもある。例えばトリウムだ。一つの炉型
の概念から応用に至るまでにはそれぞれ段階があ
る。基本的なコンセプトがあり、技術的な開発を
して設計し、落とし込み、商用的に応用して価値
を生み出すには長い時間がかかる。応用のところ
も幅広い。例えば、先ほどの小型モジュール型の
原子炉だが、これを応用する際に、どのような場
所で使用するのかということを具体的に語るには
まだ早い段階だ。高温ガス炉は2000年に実験炉が
できたが、2017年時点でまだ実証炉が作られてい
ない。つまり、実験炉が作られ商業運転に至るま
で16～17年かかると思われる。海上浮動型のプ
ラットフォームはアイデアの段階だ。実際に利用
されるにはまだまだ時間がかかる。何故、これほ
ど複数の炉型を同時に研究開発しているかという
と、研究開発の段階において、最新の技術を把握
し、人材を養成することが初歩的段階でするべき
ことだからだ。技術的な開発段階に入れば、材料
面の開発、設備面の経験を積み、エンジニアリン
グの段階に入ったら実験的規模を拡大する。商業
運転に入れば管理面、それから融資などの点も関
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わってくる。それぞれに段階があると思う。

（孫）
　補足だが、中国の歴史を振り返ると、PWRなど
様々な技術を海外から導入してきた。政治外交的
な要因というものもある。現段階では第4世代の
多くの種類の原子炉の研究開発を進めている。や
はり技術のベースを築き上げるということが重視
されていると思う。

（窪田）
　中国で一番進んでいる第4世代炉は高温ガス炉
だと思うが、20万キロワットの山東省の実証炉が
来年あたり運転を開始すると聞いている。

（孫）
　当局トップによると、2018年の上半期に系統連
系し発電するということだ。この高温ガス炉の研
究開発には私も携わってきた。今のところ、当初
の予定よりやや延びている。要因は研究開発面と、
やはり初のものであるという点だ。研究開発につ
いては特に問題ないという状況まで来ているの
で、そこは楽観視できると思う。2018年には問題 
なく動くだろう。私たちチームは、全力で良い技
術を早急に実現化し、経験を積み、そして他国に
普及していきたい。

（窪田）
　高温ガス炉の話ばかりになるが、実証炉に次い
で60万キロワットの実用炉の計画ができたと聞い
た。何年着工というような具体的な話は出ている
のだろうか。

（劉）
　60万キロワットのサイトについては、沿海と内
陸部分についても考慮しながら計画されている。
2010年には60万キロワットのコンセプトと初歩的
設計を終え、2010年から6年かけて基礎的設計を
レベルアップした。昨年12月、我々の研究院はこ
の60万キロワットの初歩設計と原子炉部分の配置
について公開した。だが、まだ具体的なスケジュー
ルは出ていない。設計面では先行しているものと 
あまり差がないので、審査なども速やかに終わる
と思う。スケジュールについては楽観視している。

（窪田）
　先ほど劉先生が、核燃料サイクル分野で人材問
題という課題があると指摘されていたが、人材問
題も含めて日本と具体的にこういう協力できると

いう部分があるだろうか。例えば、中国の原子力
発電所に日本の部品、部材が入るといった協力は
あるが、それ以外に何か、日中協力できるような
分野はあるだろうか。

（劉）
　個人的意見だが、中国と日本は燃料サイクルに
ついて多くの協力ができると思う。サイクル全体
で見ると、海水からのウランの抽出などについて
はとても良い技術研究を進めている。原子炉の設
計では、様々なソフトウェアとモデルを使ってい
るが、シミュレーションなども含め日本に確証で
きると思う。再処理については東海村、六ケ所村
などが一部のプロセスについて成功しているの
で、我々もそうした経験から学ぶことができる。
その他、日本は長年にわたり、高速炉の推進をし
ている。燃料の精製を行い、管理経験も豊富だ。
他国同様、地下貯蔵などに課題があるが、手を取
り合い協力することで、それらを解決することが
できると思う。
　原子力が他分野と違うのは、何か問題が発生し
た時、国境に関係なく、関係分野の人々が責任を
取らないといけないという点だ。電力分野におけ
る協力も進められると思う。各部署の関係者は、
半年から1年にわたる日本での研修にも参加して
いる。協力分野は多岐にわたると思う。

（孫）
　少し付け加えさせてもらう。日本との協力にお
いては非常に良い土台ができていると思う。例え
ば高温ガス炉では、日本にはHTTRという非常に
成功した事例がある。超高温状況での運転経験も
ある。また、基礎研究においても日本がリードし
ている。水素の製造やガスタービンの問題、高温
材料の分野において、日本は先進的な技術的土台
ができている。高温ガス炉は中国の今後の発展方
向の一つにしているので、この分野でセミナーや
シンポジウム、人的交流を一緒に推進できる。清
華大学の原子力研究所は、一昨年、日本原子力研
究開発機構（JAEA）を訪れた。相互訪問のメカニ
ズムも構築できていると思う。それぞれの分野に
担当窓口を置き、交流メカニズムを増やしていき
たい。

（窪田）
　それでは会場から質問をお受けしたい。ご質問
のある方は挙手を。
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（フロア） 
　パネルではガス炉の話がかなり多かったが、軽
水炉、ガス炉を続けていくと、遠い将来、ウラン需
給がひっ迫する。つまりは高速炉開発について伺
いたいのだが、2017年には実証炉FBRを建設開始
すると聞いた記憶がある。ガス炉については日本
との協力体制をお話いただいたが、高速炉では日
本との協力体制があるのか。

（孫）
　高速炉の建設だが、実験炉は2011年に送電を開
始した。実証炉が福建省に作られる予定で、早け
れば2017年に着工できると思う。まだ明確なロー
ドマップはできていないと思うが、計画に通りに
いけば近いうちに着工できると思う。

（劉）
　高速炉における日中協力については、私が知る
限り、それほど多くないと思う。中国の高速炉は
どちらかというと独自に研究開発した炉型だ。ロ
シアと協力して、研究開発を推進してきた。HTGR
は清華大学が研究し、高速炉は北京の中国原子能
科学研究院が担当している。実験炉は既に できて
いて、4、5年前に送電網に接続された。日本には
高速炉の経験がある。原子能科学研究院は日本と
協力していると思うが、清華大学は管轄外のため、
詳しい情報は分からない。

（フロア）
　劉先生に伺いたい。核燃料サイクルのウラン資
源について、今後、資源の需給がひっ迫してくる
という話があったが、今後、中国としては、ウラン
資源の貯蔵や備蓄をするという戦略があるのだろ
うか。

（劉）
　世界の原子力発電の歴史を振り返ると、1960年
代、1970年代はウラン資源が足りないということ
で値段が高騰した。その後、高速炉を研究し、サ
イクルと再処理などの研究が推進された。中国も
使用済み燃料の再処理に力を入れるようになった
が、これはつまりウラン資源の二次使用になる。
現在、中国での毎年の取引量は9,000トンになるが、 
これは運転中の原子力の年間使用量を上回ってい
る。戦略 的に備蓄が進められていることは間違い
ない。

（フロア）
　中国は日本の13倍の人口があるので、エネル

ギー問題は本当に大変だと思う。第4世代炉の研
究も進んでいるようだが、13億の人々の生活を守
るにはそれなりの電力が必要だ。そういう意味で
は、ウランだけが原発の枠だけではないという科学
的な考え方や視点もあるように思うがどうだろう。

（窪田）
　つまり、ウラン以外のプルトニウムとかトリウ
ムのことだろうか。

（フロア）
　今日はトリウムの問題に触れられていなかっ
た。中国でもトリウムについて話している人がい
ると思うが、日本ではトリウムはバッシングされ
る傾向にある。中国の13億の人民の電力を賄って
いくには、第4次産業としてトリウ ムを考えてい
く必要があるのではないかと思うがどうだろう。

（劉）
　トリウムによる原子力発電の活用の問題はいく
つかのレベルから答えられると思う。上海応用物
理研究所では確かにトリウム利用の発電につい
て研究している。私自身もトリウム利用について
トレース研究してきた。トリウムは天然において
232のアイソトープしかなく、その反応の性質につ
いてもウランとは異なる。核融合に利用できる原
料としなければトリウムを活用できないが、トリ
ウム元素は、その性質から転換しなければならな
いという問題が付きまとう。ウランが不足してい
るという問題だが、サイクルの角度から気が付い
たこととして、ウラン資源の不足は235で全体で
はない。サイクル全体において濃縮という過程が
あり、160トンの天然ウランを濃縮して20トンの
ものを得る。140トンの劣化ウランは既存のリア
クターでは利用できないが、高速炉を開発すれば、
238あるいは劣化ウランが直接利用できるように
なる。ウラン資源が7倍に増えると換算できるが、
これは全く新しいトリウムサイクルを開発するよ
りも合理的だと個人的に考えている。

（窪田） 
　時間の関係上、次を最後の質問にさせていただ
く。

（フロア）
　自分はずっと高速炉開発をやってきたので高速
炉について聞きたい。元々、中国はステップワイ
ズに高速炉を開発するということで、実験炉、原
型炉、実証炉、実用炉と、日本と同じように開発
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を進める予定だったが、2009年にロシアと覚書
を交わしてBN800、つまり実証炉を2基導入し原
型炉をスキップするとした。海外導入と独自路線
を二つのトラックで進めるという話だ。その後、
BN800は、お金が高いとかIP技術の取り扱いの
問題でなかなかうまく進展しないということで、
2013年からは中国独自の高速炉開発にシフトし
たという。CFR600実証炉やCFR1000だ。そこで
2つ質問がある。ロシアのBN800の話は現状どう
なっているのかということ。それから、中国で高
速炉開発を進めるために、できるだけ早く金属燃
料に移行したいという話を聞いたのだが、CNC発
表では2030年頃に金属燃料にもっていくという図
がWEBサイトにある。金属燃料はそう簡単に開
発できないと思うが、そこら辺の開発状況につい
て教えてほしい。

（劉）
　清華大学ではナトリウム高速炉については取り
組みが少ない。特に、高速炉実証炉のスケジュー
ルやロードマップについて把握していないので、
先ほどの質問には答えられない。だが、中国の原
子力発電の技術ロードマップにおいて、高速炉は
非常に重要なところに位置づけられているのは確
かだ。中核集団、各組織当局は、高速炉の発展のた
めに多くの資源を投入している。

（窪田）
　劉先生と孫先生は、今日のためにわざわざ中国
から来ていたただいた。ウェスチングハウスと
AREVA、ヨーロッパ、日本も含めて今、原子力は
非常に元気がなく、かつて謳われた原子力ルネッ
サンスは頓挫してしまったのではないかという雰
囲気もある。だが、ロシアと中国は全く別の様相
をしている。中国が世界の原子力界の羅針盤の役
目を果たしてくれることを期待している。

【閉会】
（JST 倉澤上席フェロー）
　これにてシンポジウムを終了する。孫先生、劉
先生にはたくさんの具体的なお話をありがとう
ございました。パネリストとして参加された窪田
さん、永崎さん、窪田さん、ありがとうございま
した。

（了）

•

•

•

•

［基調講演 ①］
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•

•

•

•

•

ACPR50s

5

•

•

2016 11 ZH-65
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•

•

• CAP1400

Thanks for your attention!
SUN Jun
PhD, Associate Professor

Deputy Head of Reactor Physics, Thermal Hydraulics, and System Simulation Division

Deputy Head of HTGR International Working Group

Institute of Nuclear and New Energy Technology (INET)

Tsinghua University, Beijing, China

Email: sunjun@tsinghua.edu.cn
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China’s Nuclear Fuel Cycle Status and Future Development
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Contact information

LIU Xuegang
Associate Professor, Deputy director

Nuclear chemistry and engineering Division 

Institute of nuclear and new energy technology

Tsinghua University, Beijing, China

Liu-xg@mail.tsinghua.edu.cn
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2012年原子力安全計画に見る中国の課題
核燃料関係

• 原発建設と核燃料工業発展レベルの適合化

• 2015年先進高効率放射性汚染管理と

中低レベル放射性廃棄物処分場の建設を完了

• 2020年HLW処理処分の最終設計完成、地下実験室建設完了

• ウラン製錬処理を強化し、環境安全を確保。

• 枢要技術として大型加圧水型炉、高温ガス冷却炉と使用済燃

料再処理を重大専門プロジェクトとし、積極的に推進

4

［パネルディスカッション（1）］
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• 神華集団-核工業集団の石炭とウラン兼探
成功

②海外開発の積極推進
③国際貿易の促進
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2
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北龍低中廃棄物処分場 能力8800
将来8万

2013年末処分量
9,455

2013年末
処分量
1,493

新期立地：広東,西南（綿陽飛鳳山）,北部

2016

27

21

18
18

504

2013 7

2016 8

19

中中国核燃料有限公司
中国核工業集団所属の核燃料会社 全土に分散設置
職員2.6万余人。2011年末資産430億元以上、主営業収入 150億元（22億$）以上
所属企業：ウラン探鉱、粗製錬、精製錬、廃棄物処分を除く 核燃料会社

１１． 中核北方核燃料元件有限公司（内蒙古包頭） 再転換成型加工
２． 四川紅華実業有限公司（四川） 特殊ガス製造、精密測定
３．中核建中核燃料元件有限公司（四川宜濱） 成型加工
４．中核蘭州 濃縮有限公司（甘粛蘭州） 濃縮
５．中核陜西 濃縮有限公司（ 西西漢中） 濃縮
６．核工業理化工程研究院（天津） 遠心機製造開発
７．中核（天津）機械有限公司（天津） 遠心機製造
８．中核新能核工業工程有限責任公司（山西太原） 転換濃縮の設計施工管理
９．核工業第八研究所（上海） 炭素繊維複合材料 遠心機材料
１０．中核四〇四有限公司（甘粛嘉峪関） ＵＦ６転換 再処理 ＭＯＸ

U

まとめ
• 今後国内建設年６ＧＷ、輸出３ＧＷ。そのため、国内需要の1.5倍の燃料
供給が必要。

• 原発と核燃料自給の不適合：ウランは毎年輸入拡大。⇒世界も同様

⇒世界のウラン需要、2030年には今の約1.８倍と推定

現在運転中350ＧＷに対して、世界の増設276ＧＷ*（建設中65、計画中
171、日本復活40）⇒中国の高速炉導入、2030年で11ＧＷ（現在の3％）、
2050年で50ＧＷ位（現在の13％）。天然ウラン節約僅か。

• 核燃料工業は分散立地。燃料輸送が全国に及ぶ

⇒発電所近辺への集約立地が必要。

• 核燃料工業や再処理の新規立地は反対運動で難航

新規中低レベル処分場建設中。沿海が望ましい。

• 高レベル廃棄物処分地下実験室の立地も難航か？

⇒原子力法の制定や原子力損害賠償法の制定が必要

＊出典：World Nuclear Power Plant and Uranium Requirements 2017 1 WNA

20
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【開会】
（JST 倉澤上席フェロー）
　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第102回月例研究会を開
始する。今日は「飛躍的発展段階に入った中国の
宇宙開発」というテーマで、この場で何度もご登
壇いただいている科学技術振興機構特任フェロー
辻野照久様にお話をいただく。
　今、宇宙開発は米国を中心にベンチャーがたく
さん出てきている。特にスペースX社が有名だ。
先頃ではソフトバンクが出資するワンウェブとい
うベンチャーが、通信に利用するための小型衛星
を低軌道に乗せている。ソフトバンクはワンウェ
ブとインテルサットの合併話にもかなりの額を投
入しているらしい。これはおそらく、将来のIoT
や物流、車の自動運転などといった重要な社会
インフラの 変化を見据えてのことかもしれない。 
　今後、ますます宇宙の幅広い利用が進んでいく
と思われるが、その中でもひときわプレゼンスを
高めているのが中国だ。特に昨年は「天宮2号」と
いう中国の宇宙ステーションの実験機が打ち上げ
られ、有人宇宙船とドッキングしたり、「長征5号」
という新しいロケットの打上げに成功したりして
いる。サターンロケット並みの性能を持つ「長征9
号」の開発も宣言されている。今日はグローバル
な視点を含めた中国の宇宙でのプレゼンスについ
て全体的なお話をいただきたいと思う。

【講演】
（辻野）
　ただいまご紹介いただいた辻野です。
　ここでお話させていただくのは3回目となる。
最初は第30回、次が第85回だった。今日は初心者
にも分かりやすく、中国の宇宙開発をウォッチし
てきたところをお話したい。よくご存知の方には
雑駁で物足りないかもしれないが、一通りのこと
をお話したいと思う。

　簡単に自己紹介をさせていただくと、私は昭和
25年生まれの66歳、団塊の世代の一つ後の世代だ。
大学卒業後は国鉄に入ったが、分割民営化があり
宇宙開発事業団（当時）に移った。それから30年、
宇宙の仕事をしている。定年を迎え再雇用も満了
し、今はJSTの特任フェローをしながら、日本宇
宙フォーラムから請けた世界の宇宙開発動向調査
を行っている。
　中国の宇宙開発の始まりは1950年代、まだ人工
衛星が飛んでいない頃に言われた「両弾一星」と
いう言葉に遡る。“両弾”とは核爆弾と導弾（ミサ
イル）という二つの“弾”と、“一星”は衛星を意味
する。つまり、ミサイルが発展して人工衛星の打
上げを目指したということだ。1970年に中国初の
人工衛星が打上げられ、47年が経過した。
　中国は今、皆がそれなりに豊かに暮らせる「小
康社会」の実現を目指している。食糧自給率100％
を維持し、GDPの急速な増大、高学歴化、そして
社会主義市場経済の発展などが小康社会の実現
を推進している。だが少子高齢化や資源不足－エ
ネルギー問題と特に深刻な水の問題があり、どう
やって13億人を食べさせ続けていくのか、またそ
れらの問題は発展を妨げるリスクとなる可能性も
ある。そこを助けるのが中国の宇宙開発の目的の
一つでもあり、宇宙を利用することで資源不足を
補っていこうとしている。

　中国の宇宙政策は、いわゆる宇宙白書である「中
国的航天」にまとめられている。2001年に始まり、
5ヵ年計画が出る年の年末に発表されている。前
期の実績と次期の計画が載っているので中国のや
りたいことが非常によく分かる。
　2015年には重要な発表が2つあった。一つは「国
家安全法」、安全保障の話だ。宇宙資産は国家の
インフラとして守るべき対象であり、宇宙を有効
に活用することが安全保障に寄与すると述べてい
る。もう一つは「民生用宇宙インフラ中長期発展

飛躍的発展段階に入った中国の宇宙開発

PROFILE
辻野 照久（つじの てるひさ）氏　科学技術振興機構研究開発戦略センター（CRDS）特任フェロー
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。2016年3月にJAXA
勤務期間満了。現在はJAXAによる世界の宇宙開発動向調査の一部業務を受託して自宅で現職当時とそう変わらない情
報収集・発信環境を維持している。

2017年3月17日（金）　15：00～17：00開催日時
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計画」。2025年までを視野に、通信放送衛星、地球
観測衛星、航行測位衛星の3つを宇宙インフラと
して整備するという計画だ。

　中国の宇宙開発におけるトップは行政府である
国務院である。国務院には日本の“省”に相当する
“部”があり、工業・情報化部は日本でいう経済産
業省あるいは総務省で、科学技術部および教育部
は文部科学省にあたる。こういったところが宇宙
の仕事をしているが、国務院の直属機関である中
国科学院は傘下にいろいろな科学分野の研究所を 
集めており、そこに宇宙を専門とする研究所がい
くつかある。空間応用工程・技術センター（CSU）
は宇宙ステーションの開発を行っている。地球観
測は遥感・数字地球研究所（RADI）がやっている。
“遥感”というのは、遥かに感じる、つまり遠くの
ものを感知するということで、英語だとリモート
センシングのことだ。“数字地球”はデジタルアー
ス。国家空間科学センター（NSSC）は日本の宇宙
科学研究所（ISAS/JAXA）に近いところかと思
う。国家天文台（NAOC）は三鷹の国立天文台に
近い。「嫦娥（じょうが）」による月探査や準天頂軌
道の測位衛星の軌道設計などをやっている。
　国家航天局（CNSA）と国防科技工業国（SASTIND）
は工業情報化部（MIIT）に属している。いずれの
局長もMIITの副部長である許達哲さんが兼任し
ており、宇宙に関して言えばこの3つの組織の区
別があまりつかない。CNSAの人員は100人程度
で、JAXAの調査国際部と広報部を合わせたくら
いの規模だと思う。だが最近はCNSAの存在感が
増している。CNSAのホームページに重要なプレ
ス発表が載るようになった。
　これは中国の宇宙開発の特徴だが、予算がいろ
いろな組 織に横断的に配分されているために全体
額がどれくらいになっているのか分からないとこ
ろがある。大きく分けると、有人宇宙飛行は軍を
中心とする載人航天工程弁公室（CMSEO）がやっ
ていて、月探査は探月工程（CLEP）という組織、
航行測位は中国衛星導航系統管理弁公室（CSNO） 
がやっている。
　産業界は日本とは桁違いだ。名前が少々紛らわ
しいが、中国航天科技集団公司（CASC）と中国航
天科工集団公司（CASIC）は規模がそれぞれ13万
人と10万人、2つ合わせて23万人という巨大な産
業界を形成している。大学では国防科技大学や北
京航空航天大学、ハルビン工業大学などが小型衛
星をつくって打上げている。そしてかなり重要な
のが、7番目に書いてある人民解放軍（PLA）だ。
打上げや衛星管制を行う装備発展部（EDO）と宇

宙飛行士が所属する航天員大隊があり、ここには
宇宙飛行士経験者と宇宙飛行士候補者がいる。こ
のように中国の宇宙開発体制はいろいろな組織に
またがって国の隅々に存在している。

　前回の講演（2015年6月）から2年近く経ってい
るが、その間に起こったことといえば、2015年で
は長征6型および11型ロケットの打上げがある。
どちらも小型ロケットだが、特に長征6型は重要
なデモだった。また、今まで中国には天文衛星が
無かったが、初めて「悟空」という暗黒粒子探査機
を打上げた。先ほど紹介した「国家安全法」と「民
生用宇宙インフラ中長期発展計画」の制定も2015
年だ。年間打上げ回数はロシアが26回、米国が20
回、中国は19回で第3位だった。
　中国の宇宙開発が飛躍的段階に入ったという根
拠は2016年の実績にある。海南島にできた新しい
射場、文昌衛星発射センターから長征5型と7型ロ
ケットを打ち上げ、「天宮2号」と「神舟11号」の
ドッキングがあり、3年ぶりに有人宇宙飛行が行
われた。さらに、欧米の科学者たちが驚いている
のが「墨子」という量子科学実験衛星だ。昔の戦略
家の名前を持つこの衛星で凄い実験が始まってい
るらしい。温室効果ガス観測衛星もある。年末に
は静止気象衛星「風雲4型」を打上げた。年の最後
に発表された宇宙白書には過去5年間の実績と今
後5年間のミッション計画が対比で掲載されてい
る。2016年の打上げ回数は22回で、米国に並んで
第1位だった。ちなみにロシアは17回で、しかも
7月以降の打上げはたった4回、全てが宇宙ステー
ションに関するソユーズ（有人宇宙船）とプログ
レス（物資補給船）だった。今年に入ってもまだプ
ログレス１機だけで、次も4月に予定されている
ソユーズだ。以前は軍事衛星、通信衛星、商業衛星
などをプロトンロケットやソユーズロケットなど
でたくさん打ち上げていたが、ここ9カ月ほど全
く動きがない。中国が年間の打上げ数でロシアを
追い抜いたというのは空前の出来事なので、是非、 
覚えておいてほしい。
　今年はどうかというと、今朝、日本でも種子島
からHⅡA33号機で情報収集衛星が打ち上げられ、
今年の全世界の打上げ回数は16回となったが、そ
の内、米国が5回、中国、欧州、日本が3回ずつ、イン
ドとロシアが1回ずつとなる。日本としては出来
過ぎで、前半に早く打上げた分、後が続きにくい
が、中国はここからが本番だ。今年は年間30回打
ち上げるという。中国は年の初めは春節などがあ 
ってペースが遅いが、年の後半、特に 0～12月あ
たりになると凄い勢いで打ち上げていく。
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　これまでの中国のロケット打上げ回数は通算で
255回になる。失敗数も含んでいるが、初期失敗
や設計が確立していない段階の失敗はカウントし
ていない。長征1～4型は在来型のロケット、5～
7型は新系列ロケットといわれる。小型の長征11
型は固体燃料なので、液体燃料で飛ぶ他の「長征」
とは別系列ともいえる。「長征」が245回、他に小
型の「快舟」、「風暴」、「開拓」というロケットがあ 
る。「開拓」は3月2日に上がったばかりだ。以前、
2回失敗しているが、初期失敗ということで打上げ
回数にカウントされていない。全体の打上げ成功
率はおよそ96％となる。長征9型の他に、今、開
発中のロケットには長征8型がある。右下の写真
の小さい方が長征8型、左が長征5型だ。

　私の数え方では中国の衛星数は累積で326機あ
る。米国が打ち上げた中国の衛星通信企業の衛星
やイギリスが香港企業のために打ち上げたものも
含めて326機だ。ロシアと米国は2,000～3,000機
と桁が違うが、米国、ロシアに次いで第3位だ。第
4位の日本が200機程度なので、いよいよ差がつい
てきた。

　「国家安全法」が何故、制定されたかというと、
2015年7月に中国共産党の会議で話し合われた問
題意識が関係している。「社会に矛盾が多発し、予
見可能または予見困難な各種の危機にかつてない
ほどさらされている」ということで、「国家安全
法」を改める必要があると分析された。「国家安全
法」第32条には宇宙に関する記述がある。中国は
平和的な宇宙空間の探査を堅持し、宇宙空間の資
産を守ることによって中国社会の安全保障を確保
していくというものだ。「民生用宇宙インフラ中
長期発展計画」には、通信放送、地球観測、航行測
位の3つがある。2025年まではまだ10年近くある
ので、それまでにどれくらい衛星が打ち上げられ
るか分からないが、この作成には財政部が関与し
ているらしいので、予算も考慮した上での計画だ
と思う。

　今日は、昨年12月に出た宇宙白書の内容を中心
に話したい。
　“発展の目的とビジョン及び原則”の中では、“宇
宙空間を平和的に利用する”、“人類の文明と社会
の進歩を促進する”、“全人類に幸福をもたらす”
としており、その目的は非常に崇高だ。自らが宇
宙強国になることを発展のビジョンとしているの
で、今の方向性を維持したまま飛躍的に発展して
いくような状態が続いていくと思う。そして“「中

華民族の偉大な復興」という中国の夢を実現”す
るとも言っている。19世紀あたりから中国は欧米
列強に苦い思いをさせられていたことから弱い国
だと思われていたかもしれないが、中華民族は実
は凄いのだということを示すためにも宇宙開発に
力を入れていくということだ。“発展の原則”とし
ては①イノベーション的発展、②協調的発展、③平
和的発展、④開放的発展の4つを挙げている。

　宇宙輸送システムにおいて第12期5ヵ年計画で
実現できたのは「長征6型」と「長征11型」までだ
が、今回の宇宙白書では2016年11月までの業績を
評価の対象にしているというトリックがある。こ
こは考え方の違いで、年度できっちり分けるのか、
少々ずれても宇宙白書の発表までに達成したとし
て含めるかどうかというところだが、長征5型と
長征7型の成功までは前5ヵ年計画の成果である
としている。宇宙白書発表後は、「開拓2号」とい
う小さなロケットの打上げを成功させた。今、開
発中なのは長征8型だ。“無毒・無汚染の中型打上
げロケット”という表現しかなく“長征8型”とは
書かれていないが、おそらく8型のことだと思う。
“重量級打上げロケット”も名前は明かされていな
いが長征9型のことだろう。“低コストの打上げロ
ケット”は「快舟2」だ。いろいろなものをやって 
いるが、同時に民間のロケット開発も奨励してい
る。⑤の“ロケットの再使用可能な輸送システム”
は国家の開発レベルではなく民間でやってもらお
うというものだ。スペースXの中国版を狙ったよ
うな開発方針にもみえるが、再使用可能なロケッ
トを民間に開発してもらうことも考えているよう
である。

　お手元の資料にあるのは新系列の長征ロケット
の基礎情報である。2015年に打ち上げた長征6型
は直径2.25mでエンジンを一つだけ使った小さ
なロケットだ。それまでの長征3型や4型が直径 
3.35mであることを考えると燃料も相当少なくて
すむ。長征7型の直径は3.35mだ。3.35mというの
は実は新幹線と同じ幅で、中国は今まで鉄道でロ 
ケットを輸送していたので、新幹線の幅がロケッ
トの大きさになっている。これは米国も同じで、
スペースシャトルの補助ブースターを大陸横断鉄
道で輸送する都合上、3.35mという直径になって
いた。
　周りにある4つの小さい丸は長征6型ロケット
の第1段部分を付けたものだ。長征6型は推力100 
トンのエンジンが1基だけだが、3.35mにすれば2基
入れられる。2つを束ねて周りに一つずつとして、
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エンジンは全部で6基。これは有人宇宙船「神舟」
を打ち上げた「長征2F」とほぼ同じ性能を持つ。
　長征5型は直径が5メートルなので5型と言う。
5型には2種類の形状があり、さらに静止衛星用の
上段の有無によって4通りの性能に分かれる。“522 
型”と“540型”とがあるが、例えば“522型”の“5”
は“5型”の“5”、十の位の“2”は長征7型の中心
コアの2個エンジンを2基使うということ、一の位
の“2”は長征6型の一段部分を2個使うというこ
とだ。“540型”は長征7型のものだけを4本使うと
いう意味になる。当初“504型”というものもあっ
たが、長征7型と比較すると推力で下回ってしま
うため意味がないということでやめてしまった。

　去年は「長征5型」と「長征7型」を打ち上げた。
今年は4月に長征7型の2号機で「天舟1号」を打
ち上げる予定になっている。「天舟」はロシアでい
うプログレス補給船、日本の「こうのとり」に相当
する貨物輸送船で、今年の1月に出荷審査を終え
た。船で運ばれ、3月9日に海南島に着いたらしい。
6月には長征5型の2号機で「実践18号」を打ち上
げる予定だ。11月には3号機で「嫦娥5号」を打ち
上げる計画もある。長征6型についてはまだ不確
定だが、「長光1号」を打上げるという情報もある。
“長光”とは長春光学の略だ。長春を省都とする吉
林省は独自の地球観測衛星網をつくろうとしてい
て、そのための衛星を多数打ち上げようとしてい
る。決して中央政府と吉林省が対立しているわけ
ではない。むしろ中央は地方政府にどんどんやれ
と応援している。長征7型の3号機による「天舟2
号」は来年、打上げが予定されている。この他、「神
舟12号」の打上げもあるが、これには長征2F型が
使われる予定だ。

　新型ロケットとしては、衛星の小型化に対応し
た小型ロケットが開発されている。今年の1月に
は「快舟１号A」で小型衛星3機が打上げられ、3
月には「開拓2号」で技術試験衛星「天鯤（てん
こん）」が上がっている。「天鯤」の“鯤”は魚へん
に昆布の“昆”という文字で、キリンや鳳凰、龍と
いったような想像上の魚を表わす。何百里もある
巨大な魚という意味がある一方、数の子という意
味もあり、これから小型衛星を100機も200機も打
ち上げる計画があるので、数の子を散らばしたよ
うに衛星が飛ぶというイメージなのではないかと
理解している。
　民間のロケット開発については先ほど話したと
おり、再使用型の開発を目指している。

　過去5年間の実績のところでは、以前は“宇宙
インフラ”を“人工衛星”とし、地球観測衛星、通
信放送衛星、航行測位衛星、技術試験衛星の4つ
が挙げられていたが、今回は宇宙インフラとして、
2025年までの中長期計画に挙げられている3つの
分野、すなわち地球観測、通信放送と航行測位を
挙げている。
　地球観測から順番に紹介すると、このインフラ
計画では地球観測を陸域観測、海洋観測、大気観
測の3系列、7つのコンステレーションとしている。
資料の20頁を見てほしい。衛星群が7つあり、陸
域観測では高分解能光学、中分解能光学、合成開
口レーダとある。衛星の名前が統一されるかどう
かは分からないが、この3つの系列で各々コンス
テレーションを作ると言っている。
　海洋観測には2つのコンステレーションがある。
海洋水色衛星では海の色を見ることで漁獲場所の
探知に役立てる。海洋動力衛星というものもある。
大気観測では、私もあまりよく区別がつかないの
だが、いわゆる気象衛星の天気観測衛星と気候観
測衛星というものを上げている。この2つが具体
的にどう差別化されるのか注目していきたい。さ
らに、コンステレーション以外にも専用衛星とい
う概念がある。それぞれ一つずつ例が挙げられて
いて、例えば、陸域では地球物理探測衛星。これは
イタリアと協力しているもので、今年の後半に打
ち上げられる可能性がある。宇宙から地震電磁波
を探知することを目的としていて、地震が起こる
前に出ると言われる電磁波をキャッチして地震予
知に役立てようというものだ。海洋環境観測衛星
は海洋監視衛星という言い方もあり、おそらくは
海洋汚染とかを見るための衛星だと思う。大気の
方では大気成分探測衛星「碳（炭素）星」がある。
二酸化炭素のような温室効果ガスを観測する衛星
だ。これらは2025年までの中国の地球観測衛星の
全計画であると考えていいだろう。

　陸域観測衛星では「高分」がある。去年は10号
の打上げに失敗したが、替わるものを上げるかも
しれない。それから「環境」と測量用の「天絵」。
“絵”には測量のような意味があるので宇宙から
の測量を意味する。ブラジルと一緒にやっている
「CBERS」は「資源」と同じ設計だ。「遥感」は人民
解放軍が運用している衛星で、19頁に表が載って 
いるが、30号まで打ち上げている。4グループのと
ころを見てほしい。JB8、つまり尖兵8型という衛
星が2010年には9号で2012年には16号となって
いる。その下の（A-C）というのは同時に3機打ち
上げているという意味だ。これまで5回打ち上げ
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ているので、衛星数としてはロケットの機数より
10機多くなり、30プラス10で40機が上がっている。
運用を終了したのは最初の1号と2号だけで、後は 
全て運用中だ。
　先ほど吉林省の話をしたが、地方政府が主体と
なって上げている商業地球観測衛星もある。「吉林 
1号」は5つの衛星を中心にしていて、もっと小さ
い「霊巧」もあり、全部で100機以上になるという。

　海洋観測衛星はまだ3機が上がったところだ。
大気観測衛星は3型と4型が中心になっている。
極軌道の「風雲3号」は世界気象機構（WMO）も
絶賛する凄い衛星らしい。

　2番目の宇宙インフラである通信放送システム
に話を移す。
　民間のチャイナサトコムの子会社である中国通
信広播衛星公司は「APStar」や「Chinasat」を運用
している。いろいろな企業が競合していて、東南
アジアは勿論、欧米にもサービスを展開しようと
している。通信放送に関しては、中国はナイジェ
リアやベネズエラ、ボリビア、ラオス、ベラルーシ
などの衛星をつくっていて、ロケットの打上げま 
で中国がやっている。衛星を輸出するというのは、
衛星を軌道に上げてから軌道上で引き渡すという
“輸出”だ。最初にかかる費用も中国の銀行が全て
出し、輸入国はローンで返していく。衛星保険な
ども全て中国が丸ごと抱えて、衛星の運用自体は
各国がやるが、技術者や管制担当者を訓練するの
も中国というように、全てがパッケージ化されて 
いる。今年はニカラグアの衛星を打ち上げるとい
う話もある。
　「実践18号」の何が凄いかというと、東方紅5型
の衛星バスを使った試験だということだ。これは
長征5型で今年の6月に打ち上げられる「SJ-18」だ。
今の東方紅4型はこのようなバスになっている。
最近は太陽電池を増やして出力を上げることが流
行っているが、こんな風に十字型にパネルを配置
するケースもある。東方紅5型は従来のものより
かなり大きく世界最大級だ。混雑した静止軌道上
で、今まで2、3個でやっていたことを1個にまと
めることができる。電波の関係もあるので、どの
ように運用されていくか実績を見ていかないと分
からないが、2018年にはアジア太平洋通信衛星の
APStarで実用化が始まるという情報もある。

　衛星通信放送システムについては、電話線やマ
イクロ波回線などといった地上の通信網と融合さ
せた衛星通信放送システムを目指すということが

白書に書かれている。

　宇宙インフラの3つ目が衛星ナビゲーションシ
ステムだ。今、この分野で最も進歩しているのは
中国ではないかと思う。2012年には地域システム
が出来上がり、もうすぐ全球システムが完成する。
東南アジア全域にサービスを拡げていて、GPS受
信機や応用アプリケーション、ナビゲーション
サービスの販売が中国の一大ビジネスになってい
る。これまでに中国は航行測位衛星を27機打ち上
げている（資料の“25機”は間違い）。「北斗3号」
は精度が4倍程度向上するというし、日本の「みち
びき」や米国の新型GPSにかなり近づくのではな
いだろうか。2020年までにはGNSSを構築すると
している。まだ20機以上を打ち上げなければなら
ないが、今年は打上げが3、4回計画され ており、
一回に2機ずつ上げれば6～8機になる。

　有人宇宙飛行では、今年は「天舟１号」を打ち上
げ、「天宮2号」と無人のランデブー/ドッキングを
行う。宇宙ステーションの建設が来年から始まる
ので、今年は宇宙ステーション関係に非常に力を
入れていくだろう。3つのモジュールが計画され
ており、2020年の運用を目指して進められている。

　これまでの実績を振り返ると、「神舟5号」で初
めて1人の搭乗員が地球を周回し、6号、7号とき
て、だんだん人数と滞在日数が増え、「天宮1号」
とのドッキングもやり、女性宇宙飛行士も誕生し
た。2016年には「神舟11号」で2名の飛行士が31
日間、宇宙に滞在した。今までは1 週間程度だっ
たが、搭乗人数を一人減らして食料をたくさん積
み込み、中期滞在を目指した。実際に飛んだ宇宙
飛行士は11名、延べ14名になり、宇宙滞在日数は
168日。168日というのは世界で12位だ。1位と2
位はロシアと米国が圧倒的だが、実は3位は日本
で、1,000日を超えている。4位から11位の間にヨー
ロッパ6カ国とカナダ、カザフスタンが続き、500
日、400日、200日のレベルで並んでいる。「神舟12
号」をやっても中国が200日を超えるかどうかは
分からないし、当分は10位以下が続くと思うが、
中国の宇宙ステーションが完成したら、あっとい
う間に日本は追い越されて中国が3位に上がって
くるだろう。ただし、1位と2位は過去の実績があ
まりに大きいので当分追い抜かれることはないと
思う。この図は2月の「天舟1号」と「天宮2号」の
ドッキングの様子だ。見かけ上は「神舟」とあまり
変わらない。
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　深宇宙探査は、私は宇宙科学の範囲だと思って
いるが、中国にとっては宇宙科学とは区別されて
軍の仕事のようで、白書では“月探査”、“火星探
査”、“その他”に分けて取り上げている。月探査で
は今年「嫦娥5号」でサンプルリターンを行い、来
年「嫦娥4号」で人類初の月の裏側着陸を計画し
ている。月で取ってきた試料の研究も重要なミッ
ションの一つになるだろう。
　火星探査も考えていて、2020年には最初の火
星探査機を打ち上げる計画がある。当然、サンプ
ルリターンも考えられていて、火星のサンプルリ
ターンはどこの国もやっていないので、本当に実
現するかどうか興味津々だ。その他、小惑星探査
や木星など、さらに遠くへ行くことも考えている。

　ところで、「嫦娥4号」は月の裏側に着陸すると
いうが、月の裏側は地球からは絶対に見ることが
できない。一体それをどうやるのかとよく聞かれ
る。中国は既に「嫦娥2号」で地球・月系の第2ラ
グランジュ点に衛星を置くということを実現して
いる。ラグランジュ点は地球と月、それぞれの引
力と遠心力が釣り合っているポイントで、重力が
無く安定した状態にある。そこにデータ中継衛星
を置いて、月の裏側の着陸機から送られてくる画
像や数値データを取得し、地球に転送する計画だ。
　「嫦娥1号」は2007年10月に打ち上げられた。日
本の「かぐや」はそれより3カ月早い7月に打ち上
げられている。「かぐや」は1回しかチャンスが無
いということで、最高の設計を施し、高度100km
で高い分解能で観測した。一方「嫦娥1号」は全般
的に性能が低く、観測高度も200kmであまり良い
データは得られなかった。だが、すぐにバックアッ
プ機を用いて2010年に「嫦娥2号」を打ち上げた。
「かぐや」と同じように観測し、余った燃料でラグ
ランジュ点のミッションを行い、小惑星の接近観
測もした。出来ることは何でもやるという柔軟な
発想だ。「嫦娥3号」は2013年の12月に打ち上げ
られ、中国は世界で3番目の月面着陸国となった。
この時は月面に「玉兎」というローバーを放出し
て相互通信も試みたが、そのローバーは月での2
昼夜が経ったところで故障してしまい、あまり大
した成果は得られなかったようだ。だが、そこま
でのことができている。中国にとっては、この経
験があれば十分、サンプルリターンと月の裏側に
挑戦できるということだ。
　2014年10月に打ち上げた「嫦娥5号T1」は技術
試験衛星だ。月をフライバイして地球に再突入し、
帰還に成功した。それは、サンプルリターン実験
の主要なところともいえる。「嫦娥3号」の成果と

「嫦娥5号T1」の再突入実験の成果を組み合わせ
た「嫦娥5号」の打上げは今年の11月に計画され
ている。
　有人月面基地がどうなるかについてはまだハッ
キリとしていないが、今のペースでいけばおそ
らく2025年から2030年頃には短期滞在をスター
トさせるのではないだろうか。国際宇宙ステー
ションには米国のビゲロウ（Bigelow）という会社
の膨張式の居住モジュール（BEAM）が付いてい
るが、ああいうものが月で使われれば、割と手軽
に月面基地ができると思う。そうすれば月面での
長期滞在も可能になるかもしれない。

　技術試験衛星は宇宙インフラそのものではない
ので、先ほどの宇宙インフラと定義された3つの
衛星とは一線を画し、新しい項目に置かれている。
資料の番号がずれているのはそのためだ。
　技術試験衛星では、これまでに「東方紅」や「実
践」、「創新」、「試験」、「納星」、「新験」など試験を
想像させるような名前の衛星がたくさん上げられ
ている。さらに、大学や企業が製作している超小
型衛星もあり、浙江大学は「浙大皮星」というピコ
サット（実際はナノサットより大きい）、その他に
も「快舟」「天拓」「星辰」などいろいろな小型衛星
が数多く上げられている。全て技術試験衛星とい
う位置付けだが、中には学生の宇宙技術教育とい
う面が含まれるものもある。新系列の長征5、6、7
型ロケットで打ち上げている最近の技術試験衛星
はユニークなものが多いので、次の頁でもう一度
説明するが、本当にいろいろな衛星が作られてい
る。例えば「実践13号」、「実践18号」やレーザ通
信だ。これは東方紅5型だが、新世代のバスの試験
で技術試験の範疇にある。

　次の頁に新系列の長征ロケットの初号機の衛星
を紹介した。長征5型1号機では「実践17号」を上
げたが、これは東方紅4S型バスの衛星で重量も4
トンしかなく、実に控えめだと思う。日本では10
トン以上の重さのものを上げなければ実証実験に
はならないと思われがちだが、中国はあまりそう
いうことにはこだわっていない。静止軌道への投
入を実証するという考え方だ。
　長征6型にはエンジンが１基しかないが、スペー
スX社が開発した「ファルコン１」も1基のエン
ジンだけで人工衛星の打上げに成功した。その後、
エンジンを束ねて大きな衛星を打ち上げる形に
なっている。中国はスペースX社がやっているこ
とを殆ど踏襲しているように見えるが、中国も長
年研究し続けている。もしかしたらスペースX社
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の方が物真似かもしれない。いずれにせよ、長征6
型はたった１つのエンジンのロケットだが、20機
の小型衛星を打上げた。衛星は全て1kgぐらいの
小さなものだから重量はたいしたことはないが、
たくさんの衛星を一気に打ち上げるということ
を含め、中国は技術試験衛星というカテゴリーで
様々なことをやっている。
　長征7型は本格的なロケットで、打ち上げたも
のの中に「多用途飛船返回艙」という衛星がある。
今、米国は「オリオン」という多目的有人モジュー
ルを開発しているが、それを中国語に訳すとこう
なるのではないかというような名前だ。「多用途飛
船返回艙」は有人カプセルの模擬、シミュレーター
で回収にも成功している。「翺翔之星」は大学が
作ったものだ。難しい字が使われていて意味がよ
く分からないが、こういうものも上げられている。
「天鴿飛行器」の“鴿”は鳩、つまり伝書鳩を意味
する。2機上げられているが、これは衛星間通信の
技術試験だ。「遨龍」という衛星のミッションはデ
ブリの除去実験らしい。それから、「在軌加注試験
装置」は、その名が示す通り、軌道上で他の衛星に
燃料を補給する実験を行う。長征7型の1号機は
それ自体が試験ロケットだ。1回の打上げで試験
衛星を5種6機も飛ばし、それらが全て成功し、そ
れなりの成果をあげている。この辺りが今の中国
の実力だと思う。

　射場は今まで3つあったが、文昌が増えて4ヵ
所となった。西昌はバックアップ射場になるとい
うことなので、今後はあまり使われなくなると思
う。長征6型を文昌から打ち上げるという話もあ
り、もしかすると太原も要らないとなるかもしれ
ない。

　宇宙管制では既存のシステムを整備していく。
これからたくさんの衛星を上げていく中で、軌道
決定精度を向上させるとか国際協力のネットワー
クを強化するといったことが考えられている。

　宇宙応用の考え方はこれまでと大きく変わって
いる。前5ヵ年計画では衛星種類別になっていて、
地球観測衛星の応用、通信放送衛星の応用という
風に書いてあった。だが今回は目的別に3つに整
理し直された。一つはビジネスでどう使うかとい
う事業応用、二つ目が地域応用、三つ目が公共サー
ビスだ。どの衛星を使えばどうなるというのでは 
なく、宇宙を利用してこういうことをやるために
は衛星をどう使えばいいかという変化とご理解い
ただくといい。

　次は宇宙科学だ。先ほどの宇宙探査と同様の整
理となっている。皆さんにお配りした「世界の宇
宙技術力比較（2015年度）」をみていただくと分か
るように、宇宙科学の中に探査機も入っている。
今回の宇宙白書では相当離れたところに探査機と
宇宙科学を配置されているが、これが意味すると
ころを考えると、宇宙探査は軍のミッション、宇
宙科学はアカデミーのミッションと分けて考えて
いるからだと思う。例えば他の天体の資源を“領
土”とは言わなくても利用することはできる。そ
れをいち早く開拓して活用する、権益を取るとい
うのは軍の仕事だ。それ以外の宇宙科学－いわゆ
る天文観測や地球環境観測を宇宙科学というカテ
ゴリーにしたようで、①宇宙天文学・宇宙物理学、
②宇宙環境での科学実験、③量子科学宇宙実験、
④基礎理論及び科学応用研究の4つを束ねてい
る。ある意味、中国の宇宙科学に対する取り組み
が非常に整理されてきたのだと感じた。今までは
専用の衛星を使って宇宙実験をしていたが、これ
からは宇宙ステーションで出来るようになるだろ
うし、量子科学宇宙実験でも、量子暗号通信、エン
タングルメント、量子テレポーテーションと新し
い単語がどんどん出ていて、欧米の量子科学者も、
中国は一体、何をやるのだと注目している。面白
いことになるだろう。
　中国は宇宙科学では衛星を1つも上げていな
かったが、いよいよ今年はHXMTという硬X線の
天文衛星を上げて、やっと欧米並み、日本並みに
天文観測ができるようになる。また、太陽極軌道
の電波望遠鏡とか、磁気圏、電離圏、熱圏とかを観
測するMIT、X線タイミング・偏光観測衛星や超
長基線電波干渉観測用衛星など、いろいろなこと
を同時に進めている。これらのことが同時にでき
るということは、すなわち中国の科学者の層の厚
さを示している。これまでなかなか進まなかった
ことも、今後、飛躍的に発展していくと思われる。

　私はかつて、文部科学省の科学技術政策研究所
（NISTEP）の客員研究官として“宇宙からの災害
リスクを低減する宇宙状況認識”というテーマの
研究レポートを書き、宇宙からの災害リスクは次
の3つであると分析した。一つは宇宙環境として
最大の問題である宇宙デブリ、二つ目は宇宙天気、
三つ目は地球近傍物体だ。今回の中国の宇宙白書
では、今までは“宇宙デブリ”と単体の項目だった
が、“宇宙環境”という項目の中にその3つを取り
上げている。私のレポートを参考にしてくれたの
かと思った。
　宇宙デブリについて言うと、実は中国は過去に
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大変なことをしている。使用済みの気象衛星にミ
サイルを命中させてバラバラにしたのだ。自国の
衛星だから勝手に処分してもいいと思ったのかも
しれないが、ミサイルで粉砕してバラバラにすれ
ば地上に落ちてくると考えたのだろう。だが、力
学的にはそうはいかない。1機の衛星が3,000個以
上のデブリになってしまった。ミサイルには地球
を周回するだけのスピードが無いので、すぐに高
度が下がり落ちてしまうが、ミサイルがぶつかっ
て粉々になった破片には、元々持っていたスピー
ドを失うブレーキが無い。そのため全ての物体が
てんでバラバラに好きな方向に飛んで行き、中に 
はスピードを上げたものもある。まだ3,000個以
上のパーツが宇宙に残っていて、大気圏に落ちた
破片は100～200程度だ。これは2007年、今から
10年前のことだが、未だにこの3,000個を引きずっ
ている。史上最悪の宇宙デブリ発生事件だ。ロシ
アと米国の衛星が側面衝突した時もたくさんのデ
ブリが発生したが、それ以降は大きな事故はない。
宇宙には数万個のデブリがあり、小さいものまで
含めると数限りなくあるが、観測できるサイズの
デブリではこの2回の事故が大きい。流石に中国
もこのやり方はまずいとなったと思うが、米国
は非常に警戒するようになり、2013年5月に中国
が1万kmまで打上げた観測ロケットは静止衛星
を狙っているのではないか、衛星を壊そうという
アンチサテライト実験なのではないかと、かなり
慌てたことがある。中国によると、それは科学観
測実験で、1万kmの上空でバリウムを500kg放散
したということだったが、そういう経緯もあった。

　今朝、急遽、書き足したのでお手元の資料には
載っていないが、今後の懸念として宇宙からの災
害リスクがある。非常に顕著な例が「天宮1号」だ。
当初計画では、「天宮1号」は2年経ったら地上か
らの指令で再突入させることになっていた。それ
がつい最近までずっと運用していて、「天宮2号」
も上がったので、そろそろ落とそうとなったのだ
が、地上からの指令が利かない。つまり、制御不能
状態になっていて、適当なところで落とすことが
できない。どこに落ちてくるか分からないのだ。
大気圏の再突入時に全てが燃え尽きる設計にして
あればいいが、もしかすると残骸が地上に落ちて
くるかもしれない。それが大都市だったら大変だ。
そういった宇宙からの災害リスクを中国は自分自
身で抱えている。
　宇宙デブリの対策には、観測と低減、保護があ
る。観測では専用の望遠鏡をつくり、低減では“鈍
化”といってロケットのスピードを落として早く

落下させる。危険の出ないところで落としてデブ
リにしないという対策も取っている。宇宙ステー
ションもつくっていくので、衝突保護についても
研究開発しているところだと思う。

　APSCO（アジア太平洋宇宙協力機構）では
APOSOSという、各国が光学望遠鏡で宇宙物体を
観測するプロジェクトがある。光学望遠鏡で観測
するには、太陽が陰に隠れながらも宇宙空間を照
らしている明け方と夕方の2回しかチャンスがな
い。だが、全世界で観測すれば時間帯のチャンス 
が広がる。APSCOの参加国にはイランやペルー、
トルコも含まれるので、それらの国が入れば広い
範囲をカバーすることができる。地球の約半分の
エリアが観測範囲となるので、時間差でどこかが
観測可能となる。実に面白い試みだ。

　宇宙天気予報という言葉を聞かれたことがある
だろうか。実はこれは結構恐ろしいことで、例え
ば、太陽フレアが地上の送電線に影響してダウン
させてしまうとか、人工衛星の太陽電池が全部壊
れてしまうとかいう話だ。それを防ぐために日本
ではNICT（情報通信研究機構）が宇宙天気の研究
をしている。中国ではどうかというと、NICTの 
人によると6つの研究機関がそれぞれ独自にやっ
ているらしい。中心的に取りまとめているのは、
日本でいう宇宙科学研究所である国家宇宙科学
センターの空間天気国家重点実験室だ。毎年、研
究課題を設けて、いろいろな研究機関から多数の
応募を受けているという。
　宇宙天気には“子午プロジェクト”という大規
模なプロジェクトがある。東西南北でいろいろな
観測機を置いて組み合わせ、地球を取り巻く宇宙
環境を総合的に観測しようというプロジェクトだ。

　地球近傍物体（NEO）の観測も行われている。
火星と木星の間には多くの小惑星があるが、衝突
などで粉砕されると思わぬ方向に飛んでいくこと
がある。太陽から見て地球の内側に近日点がある
場合は、地球軌道と交差するような動きをするの
で、地球にぶつかる可能性も出てくる。今年、も
しかしたら大きいものが落ちてくるかもしれない
という情報もあり、中国科学院の国家天文台に属
する紫金山天文台が江蘇州と安徽省の境界付近に
「盱眙天文観測站」という観測施設をつくった。ち
なみに、日本には岡山県にスペースガード協会が
運用する宇宙デブリ観測施設がある。私は日本宇
宙フォーラム（JSF）にいる時に、その施設を建設
するプロジェクトをやらせてもらい、宇宙デブリ
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や地球近傍物体の観測方法を勉強して、普通の星
ではない物体を探せるようにした。今、中国では
そういうことをやっている。

　さて、国際協力だが、中国は日本と米国以外の
殆どの国と協力していると言っている。最近は米
国が宇宙状況監視（SSA）で協力しようという話
を中国に持ちかけているようだ。日本は中国の事
を知らなさすぎると思う。協力の芽はあるものの、
直接的な協力の話が具体的にはなかなか進まな
い。だが、中国は欧州やロシア、インドなど世界中
の殆どの国々と協力しているという。例えば、欧
州とは地球観測のドラゴン計画、あるいは乏しい
周波数帯を欧州と中国でうまく調整して使い分け
ながら行う航行測位システム（欧州はガリレオ計
画）。インドとも通信衛星や地球観測衛星の研究開
発を一緒にやっている。中国の視点では、常にオー
プンにやっているということだ。
　今後の国際協力でも積極的にオープンな姿勢を
取っていくという。例えば、宇宙ステーションに
はドッキングポートが全部で6つあり、中国はそ
の内の3つか4つを使うが、残りのポートに外国の
モジュールを付けてもいいと言っているし、外国
人の宇宙飛行士も乗せると言っている。中国では
CNSAが国際協力の窓口組織になっている。今後 
もいろいろな分野でやっていくだろう。

　先ほど紹介したAPSCOについて少し補足する
と、2015年からメキシコがオブザーバーとして
参加するようになった。昨年のシンポジウムはペ
ルーで開かれている。マレーシアとの協議を3月
10日に行ったという発表もあった。分担金の話が
あったところをみると、マレーシアもAPSCOの
加盟国となるかもしれない。

　JSTでは現在、お配りした2015年版の「宇宙技
術力比較」の2016年版を検討している。長征5型
の成功があったので、宇宙輸送ではこれまで10点
満点の4点しか付けられなかったところを、今回
は6点アップの10点満点で付けることになるだろ
う。衛星通信ミッションも増えているし、ドラゴン
計画も第3期が完了して中身も大分、分かってき
た。宇宙科学では中国しかやっていない量子科学
もある。中国の加点と他国の減点で中国の立ち位
置は相対的に上がっていく。また、東方紅5型バス
が実現し、「嫦娥5号」のサンプルリターンが成功
すれば、2017年度版ではさらなる加点が見込まれ
る。世界の主要国と比較した姿を引き続き見てい
きたい。

　ここに今後の打上げ計画をまとめた。宇宙ス
テーションの3つのモジュールに「天和」、「問天」
「巡天」とあるが、「天和」が中心となっていて、「問
天」はいわゆる科学実験、「巡天」の方は天文観測
をやると聞いている。
　前回2015年の講演以降、中国は「国家安全法」
を制定し、宇宙資産を社会インフラとして維持す
ることを規定し、宇宙開発は着実に進んでいる。
今回、発表された宇宙白書には、今後5年間とそれ
以降の主要な宇宙ミッションが示されている。お
配りしたものは中国語の原文に忠実に翻訳してい
る。是非、利用してほしい。長征5型の打上げが始 
まり、宇宙利用、宇宙探査、有人宇宙活用とあらゆ
る方面で世界最高レベルの宇宙活動を展開する体
制が整ったと言ってもいいだろう。今日のタイト
ルである“飛躍的に発展する”というのは、これか
ら本格的に、飛躍的に発展するという意味である。

【質疑･応答】
（JST 倉澤上席フェロー）
　常に幅広い内容のお話を伺った。それでは早速、
会場から質問を受けたい。

（フロア）
　量子衛星というのはどういう衛星なのか。

（辻野）
　実を言うと、私自身も量子科学のことをあまり
よく分かっていない。自分が勉強した範囲で答え
させてもらいたい。数年前、ある電気メーカーの
量子通信を研究している人に聞いたところによる
と、量子通信の原理は分かるし、ごく短距離の実
験はできるが、どれくらい遠距離に伝達できるか
が大きな問題だという。量子の伝送方法で考えら
れるのは光ファイバーの中を通す光ケーブルと、
空間を伝播させるというやり方の2つらしいが、
どちらも100kmに届かない。地球が丸いというこ
ともあるので、地上では100km以上届くことがな
い。そうなると、一般的な通信に使えるのかとい
う問題になる。ウィーン大学の教授もそういった 
ことを研究していて、大気層は10kmあるが、人
工衛星を使えば行きで10km、帰りで10km。往復 
20kmだけ厚い空気層を通過すれば、後はほとん
ど空気が無いから青天井でいくらでも飛ぶのだ
と考えた。その原理を中国の研究生が中国に持っ
て帰った。量子通信ではエンタングルメントとか
量子モジュレといわれる、一個の光の波動性、物
質性、粒子性を組み合わせた現象を使うが、通信
内容を盗もうとすると量子状態が変わるため、取
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得データの意味が無くなると言われている。つま
り、秘匿性に優れており、暗号通信に使えるのだ
が、問題は伝送距離で、それを克服する手段が人
工衛星の利用だという。それで中国は「墨子」とい
う 衛星を打上げた。まだ1,000kmというレベルだ
と思うが、静止軌道に飛ばすことができれば往復
7万kmだろうが宇宙空間では関係ない。そういう
ことができるということを中国は世界で初めて実
証したと思う。

（フロア）
　デブリについて伺いたい。先週も何かを壊し
たというようなニュースがあったように思うが、
2007年にそんなことをやっていたとは知らなかっ
た。1か月前に日本のJAXAで“尻尾をぶらさげる”
計画（「こうのとり6号」による“導電性テザー”を
利用したデブリ除去システムの実験）があったが、
あれで解決できるのだろうか。他に解決策はある
のか。

（辻野） 
　あの実験がうまくいったとは聞いていない。宇
宙デブリを低減、除去するのはたいへん難しい。
私は日本宇宙フォーラムにいたときに衛星設計
コンテストを担当していた。“デブリを退治する衛
星”というテーマを出したところ、面白いアイデ
アがいろいろと出てきて、アイデア大賞を取った
のは東北大学の“タコ衛星”だったと記憶してい
る。タコのように長い足でぐるぐる巻いてデブリ
を掴み、抱きかかえて一緒に落下するというもの
だ。日本では衛星同士がくっついたり離れたりす
るミッションを「おりひめ・ひこぼし」（技術試験
衛星7型）でやっている。「おりひめ・ ひこぼし」
は結合機構が設計されていて協力的にドッキング
してくれる。しかし、デブリにそんな協力は期待
できない。非協力型の衛星への対処が必要だ。そ
こで、東北大学の学生が考えたのは、長い鞭のよ
うなものを対象物に巻きつけて一緒に落ちるとい
うものだ。
　衛星を一つ打ち上げるにはロケットが必要だ。
ロケット自体が新たなデブリになる。既存のデブ
リを一つ退治するくらいでは全体数は減らない。
何千個、何万個と掃除機でホコリを吸い取るみた
いに除去できたらいい。今回のJAXAの実験はそ
ういうことを狙っていた。電磁的な力を加えて対
象物のスピードを減速させ、落下するよう仕向け 
るという実験だった。だが、紐というのが難しい。
力学的に、地球の中心に対して同じように回って
くれない。鉄道であれば線路に傾きをつけてカー

ブをスムーズに曲がっていくことができるが、宇
宙では平行運動を保っていく上手い方法がなく、
大体、もつれてしまう。そのためテザー実験でま
ともに成功した例がない。宇宙エレベーターも難 
しいのではないかと思う。それでもデブリ除去は
必要だ。JAXAの実験が成功して、私の懸念を打
破してくれると嬉しい。

（フロア） 
　普段はニュースに流れることしか知り得ないの
で中国の宇宙開発がこれほど多岐に及んでいると
は知らなかった。宇宙デブリ対策のところに“保
護”とあるが、デブリはスピードが速い。対する衛
星の速度も早いので、ぶつかったら対処のしよう
がないと思う。壁が役に立つのか。

（辻野）
　デブリの大きさにもよる。宇宙ステーションは
人命がかかっているのでデブリ対策を一生懸命し
ている。日本の実験棟「きぼう」は、宇宙ステー
ションの真正面にあるのでぶつかりやすい。そこ
で、小さなデブリが衝突しても大丈夫というよう
なバンパーを付けている。予め計算していて、か
なり大きなデブリと衝突する可能性がある時はデ
ブリ回避マヌーバという上下の動きで衝突をかわ
している。どの方向からデブリが飛んでくるかは
分からない。最悪のケースは正面衝突だ。衛星速
度の2倍になるので秒速18km、新幹線の200倍と
いうスピードになる。1mm程度の小さなデブリで
もぶつかったら致命的だ。中国も有人宇宙ステー 
ションをやるのであれば、人命を尊重するために
もデブリからの保護対策を何としてもやらなけれ
ばならない。中国がどれくらいの対策を取ってい
くのか関心をもって見ている。

（倉澤上席フェロー） 
　私からも質問させてほしい。最近の日本の宇宙
開発の状況はどうだろか。あまり活気が無さそう
で気になっている。

（辻野）
　今朝、H-ⅡA33号機の打上げ成功のニュースが
あった。
　私がJAXAで特許権などを扱う知財担当課長を
していた時、H-ⅡAの設計ノウハウと特許を三菱
重工に移管する現場に立ち会った。確かに予算面
で渋いところもあり、なかなかうまくいかない面
もあるが、JAXA職員の士気は高いし、日本の技
術者、メーカーの従業員の品質に対するこだわり
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は世界に誇れるレベルだと思う。そんなに悲観し
たものではない。

（フロア）
　中国の宇宙開発予算は日米に比べてどの程度の
ものか。

（辻野）
　米国に比べると規模は遥かに小さく、欧州より
も小さい。だが、日本の宇宙予算よりは大きい。
ロシアは最近、打ち上げていないのでどうなって
いるか分からないが、民事衛星、民間用途の開発
に関していえば、中国はロシアを上回るとみてい
る。また、予算として明確には言えないが、中国で
は軍がやる部分もあるので、目に見えないお金が
使われているところもあると思う。例えば、日本
で射場をセキュリティ的に防御するには、どこか
の警備会社と契約し、伝票を書き、会計検査を受
けるというように大変な手間がかかる。中国は射
場をどう警備するかというと、たくさんの軍人が
銃を持って立っている。契約ではなく身内がやっ 
ているようなものだ。燃料を輸送するにしても、
日本では会計検査院から1トン当たりいくらかか
るのか、どういう根拠で価格を算定するのかと聞
かれて大変だが、中国では軍用車が配送する。手
間をかけずに都合よくやっているということだ。
我々には真似できない。

（フロア）
　中国が宇宙強国を目指すという話になると、軍
主導で宇宙開発が進められるとか、安全保障上の
脅威が大きくなるとか紹介されることが多いが、
実際のところはどうなのだろうか。今日はあまり
軍事関係の話はなかったが、例えばGPSでは欧
米と同じことをやっているような気もする。科学
ミッションも増えているということだったが、ど
ういう方向に進んでいるのか。もしくは軍事的観
点から宇宙開発を進めるのが常なのだろうか。

（辻野） 
　私は軍事の専門家ではないのであまり詳しくは
言えないが、感触として、人民解放軍が宇宙の仕
事をするというのは平和的利用として良いことだ
と思う。軍という名前にとらわれがちだが、皆、同
じ人間同士、手柄も立てたいし有意義な貢献もし
たい。もっと言えば、習体制の下では軍とか民と
かいう区別が内部にはあまり無いように思える。 
ロケットの打上げでは軍の人と民の人が隣り合っ
て一緒に座り、軍服を着た軍人と白衣や作業服の

民間人が抱き合って喜ぶ。軍だからどうという感
じではない。
　軍事通信衛星と民事通信衛星では何が違うかと
いうと、それは、軍が使う包丁と家庭で使う包丁
は同じだと言うのと同じだ。包丁は料理に使うの
であって人に危害を加えるために使うものではな
い。使いようによっては殺人兵器となり得るツー
ルかもしれないが、それをどう使うかはその時の
社会情勢や政治家の判断によるものであって、最
初から軍備のために宇宙をやるのではない。国家
安全法で述べられているように、社会基盤を守っ
ていくためのインフラだと位置付けられている。
災害対策や農業などをきちんとしていくのが政治
の役割だ。そういう観点で使われている限りは平
和利用だと頷かざるを得ない。悪く言えば何でも 
できるから、どこまでも疑える。中国は既に、生物
兵器や化学兵器を任意の場所に落とすくらいは簡
単にできるだけの力を持っている。その力をどう
使うかが問題なのだ。世界平和のためには、人民
解放軍や政府の人が、宇宙の平和利用は楽しいな
と一生懸命やってくれたらいい。

（フロア） 
　最近の様子は非常によく分かった。急にこうい
う状態になってきたのか、あるいはかなり昔から
地道に宇宙開発をやってきた成果なのか、あるい
は当時の技術をうまく取り入れたのか、技術的な
背景を伺いたい。

（辻野）
　資料の42頁、国際協力のところをみてほしい。
元来、中国は「自力更生」として何でも自分達で
やっていくのだとしていた。だが、最近の「自力更
生」が意味するところは違ってきている。外国に
良いものがあれば積極的に使おう、例えば鉄道な
ら、日本の新幹線は素晴らしいからそれを利用し
て改良を加えて、ハルビンまで行けるような、日
本ではできないような高寒冷対策を施した電車を
作って世界一だと宣言しようという風になってい
る。昔はソ連が主流で、ソ連から技術導入してい
たが、ソ連の発展が鈍くなってきたので欧米にシ
フトした。地球観測では完全にヨーロッパに倣っ
ている。人材面では「海亀政策」があり、米国の宇
宙企業で就職した人や留学生、経験者を呼び戻し
ている。中国科学院の職員募集要項を見ると、米
国に行った経験がなければ難しいというようなス
ペックだ。昔、当時の宇宙開発事業団は米国のデ
ルタロケットを作っている会社（マクドネル・ダ
グラス社、現ボーイング社）から、液体式ロケッ
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トの技術をノウハウから製造にいたるまで全て教
わった。そして今日の日本がある。中国もある程
度はそうしているが、むしろ外国で修行した人が
戻ってきている。以前は高卒の人が多かった宇宙
産業界も、今は7割くらいが大卒だ。人数は変わ
らないが作業能力が大きく向上している。作業量
は多いが給料が高いので皆、寄ってくる。方や今
のロシアでは、宇宙産業よりハンバーガーショッ
プ でアルバイトした方がまだ稼げるというほど
に士気が下がっている。実を言うと、米国でも白
人で航空宇宙をやりたい人が減っていて、ヒスパ
ニックや中国など外国系の人材に頼っている面が
ある。だが、中国は中国人の力だけで発展できる
ような人材的な仕掛けを10年前からやっている。
10年前に文科省の仕事で調べた内容が今も有用だ
と思う。最後のページに紹介したHPに中国の人
材育成の問題などがあるので参考にしていただき
たい。

【閉会】
（JST 倉澤上席フェロー）
　時間になったので、これで今回の研究会を終了
する。

（了）

H28_CRCC研究会講演録.indd   158 17/06/14   18:00



159JST  中国総合研究交流センター（CRCC）

第102回　飛躍的発展段階に入った中国の宇宙開発

第
93
回

第
94
回

第
95
回

第
96
回

第
97
回

第
98
回

第
99
回

第
100
回

第
101
回

第
102
回

1

2015
• 6 11
•
•
•
• 19 (26 ) 20 3

2016
• 7 5
•
• 11
• 10
•
• 4
• 2016
• 22 1 17 3

2017 3 17 16
5 3 1

5

•

•
•
•

•

6

3

7

Back Ground

2015 1

84
第三十二条 国家堅持和平探索和利用外層空間、国際海

底区域和極地，増強安全進出、科学考察、開発利用的能力，
加強国際合作，維護我国在外層空間、国際海底区域和極地的活
動、資産和其他利益的安全。

8

•
•
•
• JSF)
• JAXA)
•
• JAXA
• JAXA
• JST JSF

2

% GDP

3

4

H28_CRCC研究会講演録.indd   159 17/06/14   18:00



160 JST  中国総合研究交流センター（CRCC）

CRCC研究会講演録　平成28年度

• 2015 10 29 NDRC) 2025

• MOF) SASTIND

3
Constellation

GNSS)

9

• 12 5
6 2015/6 11 2015/9

5 2016/9 7
2016/6 2 2017/3

•
8

9
2

13

• 6 2.25m YF-100
7 5

• 7 3.35m 2F 5

• 5 5m YF-77
4 2 2

4
2.25m 3.35m 5m

6 7(340) 5(522 5 540
1 2 2 2 2

1 2 4
6 8 10

14

• 2017 4 7 2 1
2017 1 12 1 CASC

CMESO
21 22 7 3 9

• 2017 6 5 2 18
• 2017 11 5 3 5
• 2017 6 2 1

• 7 3 2018 2
15

• 11 2015 9 4
• 1 A 2017 1 3

• 2 2017 3

16

2016
4

(1/3)

10

2016 2/3

11

2016 3/3

4

12

H28_CRCC研究会講演録.indd   160 17/06/14   18:00



161JST  中国総合研究交流センター（CRCC）

第102回　飛躍的発展段階に入った中国の宇宙開発

第
93
回

第
94
回

第
95
回

第
96
回

第
97
回

第
98
回

第
99
回

第
100
回

第
101
回

第
102
回

1)
• 3
•

•

•

17

2)
APStar Asiasat 19

•
2016 1 15

• 2017
• 5 2017 SJ-18 2018 APSTAR-6D

4 5 ©CAST
21

•

•

•

•

22

3)
• 2
•
• 2018

• 2020 35

•

23

• BD) 3 2
10 7 8

• 2012

• 4

• 2020 GNSS 20

24

• GaoFen 1 2 4 8 9 5
• HuanJing 1A 1B 1C
• TianHui 3
• CBERS 4 1
• ZiYuan 3
• 40
•

JiLin 100

• HaiYang 1 1B 2 3

• 2 A G 7 3
2H 4 A 2016

• 3 3
18

20

地球観測衛星種類 陸域観測 海洋観測 大気観測

衛星群（星座）

高分解能光学
観測星座 海洋水色衛星

星座
天気観測衛星

星座
中分解能光学
観測星座 海洋動力衛星

星座
気候観測衛星

星座合成開口レーダ
観測星座

専用衛星 地球物理場探測
衛星

（電磁場観測→地震予知？）

海洋環境観測
衛星

大気成分探測
衛星

http://zfxxgk.ndrc.gov.cn/Attachment/%E9%99%84%E4%BB%B6(8).pdf
p6 p11

H28_CRCC研究会講演録.indd   161 17/06/14   18:00



162 JST  中国総合研究交流センター（CRCC）

CRCC研究会講演録　平成28年度

• 1
• 2

/

•
•

•
-

25

•

3
5 6 7

•

13 18

29

5 1
• 17

S 4

6 1
7 2 4

20

7 1
2

6
30

•

•
•

TT C
•

•

•
31

1)

2)

3)

32

SZ 5 2003 1 SZ- 2005 2 SZ-7 2008
3

2011 TG=Tiangong 1 SZ-8
2012 SZ-9 3 1 2 1
2013 SZ-10 3 1 2 1
2016 SZ-11 2 TG-2

11 14 168

Planned
• 2016 TZ=TianZhou 1
• 2
• 2018
•
• 2020
•
• 2022
• 2024 ISS
•

6 26

2017 5

2018 4
- 2

2020

27

• ChangE 1 2007 10 24
200km 100km

• 2 2010 10 1
100km

L2
• 3 2013 12 1

• 5 T1 2014 10 24

Planned
5 2017 11
4 2018 L2

2025 2030

28

H28_CRCC研究会講演録.indd   162 17/06/14   18:00



163JST  中国総合研究交流センター（CRCC）

第102回　飛躍的発展段階に入った中国の宇宙開発

第
93
回

第
94
回

第
95
回

第
96
回

第
97
回

第
98
回

第
99
回

第
100
回

第
101
回

第
102
回

1)
•

• X HXMT

•

2)
• 10
• 2

•

3)
•

4)
•
•
• X

33

•
65/73

1.2m

•

•

37

8

http://www.spc.jst.go.jp/hottopics/1303/r1303_tsujino.html

38

• 6

- (CMA)

(CAS)
- (NSSC)
- (NAOC)
- (CRIRP)
- (IGGCAS)
- (PRIC)

• 6

http://english.nssc.cas.cn/l/dss/SKSW/

•

http://www.spaceweather.ac.cn/
39

40

120
30 15

2013 5

6 FSW
2015 12
2016 8

2017 X HXMT
Solar Polar ORbit Telescope 

(SPORT)
M) I) T)

MIT
X X-ray Timing and Polarization 
(XTP)

Very Long Baseline 
Interferometry (VLBI)

34

•

•

•
•

•

2012 5

35

• 2007 C 3000
9

2012 5 6

SSA) CoC)

• 10,000km
ASAT

• 1

36

H28_CRCC研究会講演録.indd   163 17/06/14   18:00



164 JST  中国総合研究交流センター（CRCC）

CRCC研究会講演録　平成28年度

NEO)
•

118“28 32 44
180

•

105/120cm

http://www.pmo.cas.cn/jgsz/gctz/xygcz/

41

2015
• 2016 JST
•

5
TJS

11
2017 3 31

2017 5 5

45

2017 30
3 2 TJS-2 3B 2

• 7 1 4
• 5 18 5 6
• 3B 13 16
• 3 3 6 3
• X HXMT
• 5 (11
•
• Nicasat 6

2018
• 4
• 2F 12
• 7 2
• 3 2018 2022
• 9 8
• 3 2020
•

46

2015
32

2025

2016 5

2016 5

47

•
e-mail ttsujino@jcom.home.ne.jp

Teruhisa TSUJINO

•
URL

http://spacephila.jp/index.htm

48

•

•

•

•

•

•

•

•

42

• 5

-
- BRICS
- APSCO

-
-
-
-

-
-

43

APSCO
• 2015
• 2015 4

• 7
2015 11 12-14

• 8
2016 10 3-6

• 2017 MASTA GNSS
• 2017 3 10

44

H28_CRCC研究会講演録.indd   164 17/06/14   18:00



CRCC研究会講演録
第93回～102回

2017年3月

編　　　集 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
 〒 102-8666
 東京都千代田区四番町5-3　サイエンスプラザ
 Tel．03-5214-7556　　Fax．03-5214-8445
 URL: http://www.spc.jst.go.jp

ＩＳＢＮ９７８－４－８８８９０－５５５－８
2017　Printed in Japan

H28_CRCC研究会講演録.indd   165 17/06/14   18:00




	表紙
	目次
	第93回 主要国と中国の科学技術協力について
	第94回 長期化する環境汚染、顕在化する健康リスク─政策･社会対応の動向
	第95回 中国の科学技術は日本を抜いたか？
	第96回 中国の少子高齢化と人口政策について
	第97回 アメリカから見た中国
	第98回 日中のさらなる相互理解のために！
	第99回 有力大学における中国人学生の留学動向
	第100回 中国経済の変化：起業を通じたイノベーション
	第101回 中国原子力開発の現状と動向
	第102回 飛躍的発展段階に入った中国の宇宙開発
	奥付



