
中国の科学技術の進展及び
報告書を受けての日本への示唆

2017年4月7日

国立研究開発法人 科学技術振興機構

研究開発戦略センター 海外動向ユニット

フェロー 周 少丹

研究開発戦略センター



中国の科学技術の進展

2



中国の科学技術の進展
• 研究費、研究者数とも大幅に増加しており、勢いがある。Highly Cited 

Researchers 2015にリストアップされた研究者を見ると、30歳代、40歳代の若

手研究者が非常に多い。対象研究分野も、材料科学や化学に厚みがあり、
物理、工学、数学等の分野でも強い。

HCR中国研究者の年齢 HCR2015中国研究分野
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年齢
（2016年10月時点）

研究者数

30～34歳 3 （2.5％）

35～39歳 19（16.5％）

40～44歳 16（13.9％）

45～49歳 19（16.5％）

50～54歳 34（29.5％）

55～59歳 8 （6.9％）

60～64歳 4 （3.4％）

65歳～ 12（10.4％）

合計 115
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割

分野 研究者数 分野 研究者数

材料科学 32名（26％） 分子生物学･遺伝学 3（2％）

化学 32名（26％） 生物学･生化学 2（1.5％）

工学 27名（22％） 環境･生態学 2（1.5％）

数学 13名（11％） 微生物学 1（0.8%）

地球科学 7名（6％） 農業科学 1（0.8%）

物理学 6名（5％） 植物･動物学 1（0.8%）

計算機科学 5名（4％）



中国の科学技術の進展

• 中国政府は「集中と選択」の戦略をとり、主にトップダウン的に
科学技術を推進している。重点分野に研究費と研究者を集中
に投下し、短期間で世界のトップレベルまで引き上げている。

• 優秀な人は、多くが米国で大学院生やポスドクを経験して研究
者の基礎を築いている。これらの人たちの介在により、中国と
米国、さらには欧州を含めて緊密な研究者ネットワークが構築
されている
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例：AAAI17での論文投稿･発表数
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【AAAI17 （AI関連最大規模の国際会議）】

･2017年2月4日～9日 @米国･サンフランシスコ
投稿数で中国が米国を抜き、発表数で米国に迫る（採択率24％）

質量とも存在感を高めている

大会論文投稿数と採択数（国別） 大会･ポスター/デモストレーション数（分野別）

出典：CRDS海外トピック情報により

ポスター/デモストレーション 全体404件の内、中国人発表者は194件（48％）



AAAIにおける国間の共著関係（2010-2015年合算）

6出典：小柴（2016）「国際･国内会議録の簡易分析に基づく我が国の人工
知能動向把握の試み」.NISTEP Research Material. No.253

AI研究の国際学会で

の論文発表数は、米国
と中国が突出

共同研究においては、
米国と中国の共著が
80件と最も多い

日本は他国との共著
が少ない（米国と共著：６件、
中国と共著：５件）



AAAI大会発表論文（2010〜2015年合算）
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 中国単独の論文と共著論文は同じ水準で増加⇒従来の技術と人材の蓄積

出典：小柴（2016）「国際･国内会議録の簡易分析に基づく我が国の人工知能動向把握の試み」.NISTEP Research Material. No.253

●中国AI歴史沿革
 1950～1980年間、ソ連の人工知能及び人工頭脳学（Cybernetics）批判、文化大革命の

影響で、人工知能関連研究は空白
 日本、欧米諸国が主導するハイテク革命の刺激を受けて、1980年から優秀な人材を外

国に派遣
 1984年、鄧小平は「子供の時代からコンピューターの素養を身につけよう」と指示
 1986年以降、「ハイテク研究発展計画（863計画）」「基礎研究発展計画（973計画）」によ

って、画像認識、ニューラルネットワーク、機械学習などの分野が確立･成長



近年の中国の科学技術の進展Ⅰ世界レベルの研究成果

①薛其坤 （清華大副学長、54歳）

 凝集系物理学で世界から注目されている研究者の一人

･ 1992～1994年 CAS物理研-東北大金属研 共同育成博士コース

･ 2000年前後、周期配列のナノクラスターの作成法で、

IC チップの 製造工程の改良に非常に有益であると評価

 ･   2004 年、量子サイズ効果の薄膜の超伝導性への影響に関する論文を  
Science 誌に発表 
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 ✴  CAS物理研との共同チームは、外部磁場なしでト ポロジー絶縁体薄膜におい
て、エネルギー損失なく電流が流れるという異常量子ホール効果(Quantum 
anomalous Hall effect)を観測することに成功

同成果を2013年3月にScienceで発表

 これは世界初の観測で、低エネルギー消耗型高速電子デバイス等、未来型
の電子デバイス開発への応用が期待される

 1957年ノーベル物理賞受賞者楊振寧氏は「これはノーベル賞級の重大な成
果」と高く評価



･2015年 分解能3.6Åで得た酵母スプライセソームの構造の解明

mRNA（伝令RNA）前駆体スプライシングの構造的基盤
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②施一公（清華大副学長 50歳）

タンパク質構造研究における世界レベルの研究者

36歳の若さでプリンストン大学教授に

（投稿論文：Science誌11本 Nature誌22本 Cell誌11本） ）

・1989年清華大学卒

・1995年ジョンズ・ホプキンズ大学博士学位取得

・1998年プリンストン大学 助教授

・2003年プリンストン大学 教授（36歳）

・2008年帰国 清華大学生命科学院院長

・2010年THE RAYMOND & BEVERLY SACKLER INTERNATIONAL PRIZE IN BIOPHYSICS 受賞

・2014年 スウェーデン王立科学アカデミー 結晶学分野 グレゴリー・アミノフ賞

近年の中国の科学技術の進展Ⅰ世界レベルの研究成果

真核生物のスプライソソーム構造、及び真核生物のmRNA前駆体
スプライシンスプライセソームグのメカニズムを解明

（顔寧 清華大教授 39歳）

師
事



③方忠（CAS物理研 副研究所長 47歳）

ウェル･フェルミ粒子を発見し、トポロジカル分野に注目

されている世界レベルの研究者

 ･1991年 華中科学技術大学（武漢）卒

 ･1996年 華中科学技術大学（武漢） 博士号取得

 ･1996～2003年 （日）AIST、（米）オークリッジ国立研究所 ポスドク･訪問学者

    ･2003年 CAS物理研究所 研究員

 ･2012年 CAS物理研究所 副所長

 ･2012年 Achievement in Asia Award (Robert T. Poe Prize)
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近年の中国の科学技術の進展Ⅰ世界レベルの研究成果

※フェルミ粒子には「マヨラナフェルミ粒子」「ディラックフェルミ粒子」「ウェル･フェルミ粒
子」があり、「ウェル･フェルミ粒子（1929年に予言された）」以外は全て観測された

･2014年 Mackay-Terrones結晶によるNode-Line半金属の実現を予言
･2015年 半金属TaAs結晶からウェル･フェルミ粒子を観測し、ウェル半金属を発見

⇒今回の成果により、超高速でかつ消費電力を低く抑えた次世代デバイスの開発
が大きく進展するものと期待



④卢柯（CAS瀋陽金属研 金属国家実験室 主任 51歳）

中国金属材料研究の権威、金属国家実験室の責任者

38歳で中国科学院院士に選出（史上最年少）

･1985年 南京理工大学卒

･1990年 CAS金属研究所 博士号取得

･1991〜1993年 マクスプランク・金属研究所 訪問研究者

・1993年 中国科学院院士

･ 1998年 ISMANAM98 Gold Medal and Junior Scientist Award (Australia)
･ THERMEC Distinguished Award (Canada)
･2011年 Humboldt Research Award
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近年の中国の科学技術の進展Ⅰ世界レベルの研究成果

･ 2017年   粒界の安定性が金属ナノ材料の硬度を影響を与えるもう一つ
の要因という発見をscience誌で発表
⇒三十年以来、金属研究において、金属結晶粒の大きさが硬度を影響する唯一の要因

という常識を破り、金属の硬度を変えるもう一つの次元を開いた



⑤ 王貽芳（CAS高エネ物理研 所長 54歳）

高エネ物理分野において世界レベルの研究者

1976年ノーベル物理賞受賞者丁肇中（中国系米国

研究者）の弟子

･1984年 南京大学卒

･1985～1991年 欧州原子核研究機構 研究者

･1992年 イタリア･フィレンツェ大学 博士号取得

･1992～1996年 米国MIT 研究者

･1996～2001年 米国スタンフォード大学 研究者

･2001年 CAS高エネ物理研 研究員
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近年の中国の科学技術の進展Ⅰ世界レベルの研究成果

･2012年 ダイヤベー原子炉によるニュートリノ実験で、ニュートリノの新しい振動方式を観測
し、振動の幅を精確に計った

･2014年 Panofsky Prize in Experimental Particle Physics（米国物理学会）
（2002年 小柴昌俊、户冢洋二、梶田隆章同賞受賞）

･2016年 Fundamental Physics Breakthrough Prize（2016年梶田隆章、鈴木厚人ら同賞受賞）

小柴昌俊 （2002年ノーベル物理賞）
･自然発生ニュートリノを観測

梶田隆章 （2015年ノーベル物理賞）
･太陽によるニュートリノの振動現象を観測



⑤潘建偉（中国科学技術大学 副学長 47歳）

量子通信領域で最も活躍している世界レベル研究者
･ 1992年 科学技術大学卒

･  1996年 オーストリア留学 指導教官：量子通信の権威Anton Zeilinger教授

･ 1999年 オーストリアウィーン大学博士学位取得

･ 1999年  Anton Zeilinger教授と共に初めての量子もつれ現象を観測

･ 2005年 量子もつれ効果を利用し、自由空間で13km（当時の記録）離れる

2箇所に光量子を配分することに成功

 ･ 2006年 100km量子通信実験成功 ･2009年 200km量子通信実験成功

 ･ 2015年 単一光子の複数の自由度の量子テレポーテーション（2015年Natureより発表)
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近年の中国の科学技術の進展Ⅰ世界レベルの研究成果

量子もつれ現象の原理を追求するより、その現象を利用する技術応用に注力

 2016年、「墨子号」量子通信実験衛星を打ちあげ
 現在では、潘建偉氏がリードする「北京-上海」量子通信

網が建設中で、そのうち、「合肥-上海」間はすでに開通
 2030までに全国をカバーする量子通信網を完成する計画

中国の高速列車技術
に継ぎ、次の国家ブラ
ンドを樹立



①FAST：500メートル球面電波望遠鏡（2016年）

･世界最大の電波望遠鏡

･4,450枚の三角形のパネルから構成、

反射面の向きを変える仕組み

建造目的：

①地球外知的生命体探査（SETI）

②ヒドロキシ基、メタノールなどのスペクトル線観測を通じて、
星系形成のしくみやダークマターの分布を解明
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近年の中国の科学技術の進展Ⅱ大型研究施設

パルサーを発見して、1993年ノーベル物理賞受賞者になったJoseph 
Hooton Taylor教授がFASTを視察し、天文学の新しい発見を大いに期待



② スパコン「神威･太湖の光」 （2016年6月）

 中国国産のCPUを搭載

 2016年11月 CASソフトウェア研究所･清華大･北京師範大共同チーム

  高性能計算領域の最高賞である「ゴードンベル賞」を受賞

                                他の2つチームの研究成果がノミネートされ、候補の半分を占有

 2017年 中国政府は「国家重大研究開発計画（SIP、さきがけに相当）」で

  高性能計算領域（次世代スパコン関連）に3.1億元（約52億円）を拠出

 2020年頃   中国はE級スパコン（Eflops級、現在の10倍の性能)を完成する予定
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近年の中国の科学技術の進展Ⅱ大型研究施設

･TOP500ランキング 世界1位
（実行性能 93.0416PFloｐｓ 京の9倍）

･Graph500ランキング 世界2位 （1位は京）
･Green500ランキング 世界3位は



③核破砕中性子源装置（China Spallation Neutron Source）

 無機材料：液体結晶体から超伝導セラミックスまで

有機材料：タンパク質からプラスチック材料まで

幅広く材料の構造を解明することが可能

 中性子が陽子に敏感に反応する特性を利用し、大分子の

内部構造を鮮明に計測することが可能

⇒生命科学研究への貢献が期待される

 中性子が重い原子に混ざった軽い原子に敏感に反応する特性

を利用して、金属化合物の中の酸素原子、窒素原子などの場所

を特定することが可能

⇒例、超伝導材料YBCOの酸素原子を特定し、材料研究の加速が期待される
16

近年の中国の科学技術の進展Ⅱ大型研究施設

･世界四つの大型中性子源装置の1つ
･固体の原子の位置、運動状況及び磁気特性を計る重要な装置
･2018年に竣工の予定（広東省東莞市）

亜鉛イオンを
吸収して結晶
したインシュリ
ンの分子構造

ある種のペプチドが細胞
膜に穴を開けた瞬間



報告書を受けての日本への示唆
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日本への示唆（１）

• 科学論文数や被引用回数での国際順位が低下している。今回の調査でも、中
国人が115名に対し、日本は79名と総数で少ない。日本において科学論文の

作成能力が徐々に劣化していること、さらには被引用回数を稼ぐ論文が書け
ないことを表している

• 中国に比べて、トップレベルの研究者が老齢化している
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年齢（歳） 中国の研究者数 日本人の研究者数

30～34 3 （2.5％） ０

35～39 19（16.5％） ５ （7％）

40～44 16（13.9％） １２（16％）

45～49 19（16.5％） ８（11％）

50～54 34（29.5％） １４（19％）

55～59 8 （6.9％） ９（12％）

60～64 4 （3.4％） １３（17％）

65～ 12（10.4％） １４（19％）

合計 115 75



日本への示唆（２）

 研究者の対象研究分野において偏りが顕著。 植物・動物学の研究者
数が79名中28名、免疫学の18名で、両分野で全体の6割近く

ドイツの研究者 日本の研究者
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分野 研究者数

植物・動物学 28

免疫学 18

化学 5

物理学 5

薬理学・毒性学 5

材料科学 4

工学 4

分野
研究
者数

分野
研究
者数

臨床医学 24 宇宙科学 7

植物･動物学 22 計算機科学 6

化学 18 工学 6

農業科学 12 物理学 6

材料科学 11 精神医学･心理学 6

環境･生態学 10 生物学･生化学 5

薬理学･毒性学 10 微生物学 4

地球科学 9 経済･ビジネス 3

神経科学･行動学 8 数学 3

社会科学･一般 8 免疫学 2

分子生物学･遺伝学 7



日本への示唆（3）

• 国際人的ネットワークの縮小
日本のノーベル賞学者の多くは

･若い頃海外に赴き、知的刺激や異文化を経験

･人的ネットワークを形成

･帰国後の研究人生に大きな影響

しかし、現在日本人の留学生数は減少するばかりでなく、国際共著論文数も相
対的に減少

• 注意すべき定量的な評価指標の扱い
本調査において

･中国の場合には科学技術的な価値と被引用回数の乖離を確認

⇒論文の数や被引用回数が評価指標として一人歩きすると、科学業績は何で
あるかが忘れられる恐れ
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