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■ 研究会開催報告 ■ 
「中国の科学技術政策」 
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【講演概要】 
中国政府は科学技術・イノベーションを非常に重視しています。第十三次五カ年計画（十三・五）

ではイノベーション・協調・グリーン・開放・共有を新たな発展理念に掲げ、イノベーション駆動

発展戦略を実施しています。 

 本講演では「国家イノベーション駆動発展戦略」、「十三・五科学技術イノベーション計画」な

ど中国最新の科学技術政策、2014 年から行ってきた科学技術計画・資金管理改革などを紹介します。

また、中国と諸外国との科学技術協力の状況を紹介し、今後の中日科学技術協力への期待について

考えます。 
 

 

【講師紹介】 

阮 湘平（ゲン ショウヘイ）氏： 中華人民共和国駐日本国大使館公使参事官） 
［略歴］ 

1984 年 3 月  日本東北大学工学部金属材料工学科 卒業  
1984 年 4 月～1986 年 1 月 冶金工業部鋼鉄研究総院 助理工程師  
1986 年 2 月～1988 年 2 月 中国科学技術交流センター 項目主管  
1988 年 3 月～1989 年 4 月 中国科学技術交流センター 駐日代表  
1989 年 4 月～1991 年 8 月 中国科学技術交流センター 項目主管  
1991 年 9 月～1994 年 12 月 中国科学技術交流センター 日本処 副処長  
1995 年 1 月～1998 年 1 月 中国駐福岡総領事館 領事  
1998 年 1 月～2001 年 8 月 中国科学技術交流センター アジア・アフリカ処 処長  
2001 年 9 月～2005 年 10 月 科学技術部中日技術協力センター 項目弁公室 主任  
2005 年 11 月～2010 年 1 月 中国駐日本国大使館 参事官  
2010 年 1 月～2010 年 9 月 中国駐日本国大使館 公使参事官  
2010 年 11 月～2014 年 5 月 科学技術部国際合作司 公使参事官  
2014 年 5 月～現在 中国駐日本国大使館 公使参事官 
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1．講演録 

【開会】 

（JST 石川フェロー） 

 これより第 108 回中国総合研究交流センター研究会を

開始する。 

今日は「中国の科学技術政策」と題して、中国大使館の

阮公使参事官にご講演いただく。阮公使参事官は、1984

年に東北大学をご卒業後、治金工業部鋼鉄研究総院などで

重要ポストを歴任され、1995 年から福岡の総領事館領事、

2005 年からは中国駐日本国大使館の参事官として活躍さ

れた。2010年から公使参事官となられ、同年11月から2014

年 5 月までは科学技術部国際合作司公使参事官、2014 年

から再び大使館の公使参事官に着任されている。 

昨今、中国では「国家イノベーション駆動発展戦略」、ま

た「『十三・五』国家科学技術イノベーション計画」など

新たな政策を次々に打ち出している。そこで、中国の科学

技術政策にはどのような展望があるのかについて、阮公使

参事官よりご講演いただきたいと思う。 

 

【講演】 

皆さん、こんにちは。ただいまご紹介いただきました中

国大使館科学技術担当の阮と申します。 

 

私は中国総合研究交流セ

ンター（CRCC）のアドバイ

ザリーコミッティのメンバ

ーでもある。半年ほど前、

CRCCはいろいろな人を呼ん

で中国の問題を研究してい

るのに、何故、大使館から

講演者を呼ばないのかとい

う話になり、今日は私が講

演することになった。来月

は教育関係の公使参事官の

講演も予定されている。 

 

 さて、先ほど司会者からもあったように、近年、中国は

次々と新しい科学技術政策、イノベーション政策を打ち出

している。大きなところとして、「国民経済・社会発展五

か年計画」というものを 5年ごとにつくっているが、これ

は科学技術に限ったものではない。だが、去年から実施さ

れている第 13 次五か年計画では、イノベーションが経済

社会発展のために非常に重要なものとして位置付けられ

ている。この五か年計画は去年の 3月の全人代で可決され、

その後、「国家イノベーション駆動発展戦略要綱」が発表

された。国全体の五か年計画が決まると、重要分野ごとの

五か年計画が発表される。最初に発表されたのは「『十三・

五』国家科学技術イノベーション計画」で、それに合わせ

た科学技術政策の一環として、科学技術の管理体制改革も

行われることになった。今日はこれらを中心にお話しした

いと思う。 

 

 今、もう一つ大きな政策が実施されている。2006 年か

ら始まっている「国家中長期科学・技術発展計画」だ。こ

れは 2006 年から 2020 年まで、3つの五か年計画をまたぐ

15 年スパンの計画で、今は最後の 5 年間に入っている。

2002 年の第 16 回党大会で制定することが決められた。

2003 年から作り始め、2006 年 1 月に公式発表し、実施さ

れ始めたものだ。 

最初に、2020 年までの目標－2020 年にはイノベーショ

ン型国家になるということが設定された。次に、研究開発

投資の対 GDP 比率を 2.5％に引き上げる。ちなみに、日本

は常に 3.4～3.5％という高い比率を保っている。それか

ら、経済を発展させていくには投資などいろいろな要素が

あるが、科学技術の進歩による経済発展への貢献率を

60％以上にする。さらに、特許と論文では世界のトップ 5

に入る。そして、企業を主体とする国家イノベーションシ

ステムを構築する。それまで中国では、科学技術研究は政

府が進めていく傾向があったが、やはり企業をイノベーシ

ョンの主体としなければならない。中長期計画では、重要

分野やフロンティア領域が定められ、その中でもたくさん

の優先課題が挙げられた。また、もう一つの新しい試みと

して、従来からある国の科学技術計画プログラムとは別に、

国家重大プロジェクトを決めて、15 年かけて集中投資す

るということも始められている。 

計画をつくり始めた 2003 年頃の、研究開発投資の GDP

に占める割合は非常に低かった。15 年かけて 2.5％に上げ

ていくことを目標にしているが、2016 年時点ではまだ

2.08％で、上昇カーブが緩やかになっている。今年を入れ

て残り 4年で 2.5％まで引き上げるには、まだまだ努力が

必要だ。 

 2000 年における中国の研究開発が世界に占める割合は、

たったの 1.7％だった。当時、日本は 20％を超えていたが、

今では中国の方が日本より大きくなっている。中長期計画

の効果が表れていると言えよう。特許も同様で、出願数と

登録数ともに 2000 年にはこれだけしかなかったが、2015

年の数字を見ると大幅に増えている。論文数も、この 15

年でこれほど増えた。 

 これは中国科学技術発展戦略研究院が毎年出している

ランキングだ。国家イノベーションインデックス総合ラン

キングは現在 17 位、研究開発投資は世界第 2 位、対 GDP

比率では 17 位となっている。発明特許の登録数は、2015

年に初めて日本を超えて世界 1 位になった。論文数は 8

年連続で 2位、被引用数も 2位となっている。経済発展に

対する科学技術進歩の貢献率は、2003 年の 39.7％から

55.3％まで上がった。簡単ではあるが、以上が中長期計画

の状況と中国科学技術の現状である。 

 

国全体の「国民経済・社会発展第十三次五か年計画」で

は、5つの新しい発展理念－イノベーション、協調、グリ

ーン、開放、共有－を明示している。イノベーションは発

展をリードする第一の原動力ということで、新たな発展理
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念の第 1位に位置付けられ、非常に重視されている。 

 

五か年計画は、編の下に章という構成になっている。「イ

ノベーション駆動発展戦略」の実施については第二編とし

て記述され、その中で、例えば第 6章では科学技術・イノ

ベーションのリード的役割を強化や戦略的フロンティア

領域におけるイノベーションの突破を、第 7章では“大衆

創業・万衆創新”、これは近年の政策でよく使われる言葉

で、新技術を使うスタートアップ企業を奨励し、皆がイノ

ベーションを行うということを推進するとしている。第 8

章では、イノベーションインセンティブをもたらすような

システム・メカニズムの構築と、第 9章では人材優先の発

展戦略について述べている。今回の五か年計画では、イノ

ベーションに非常に大きなウェイトを置いているという

ことだ。 

 

国全体の五か年計画の中では、「科学技術・イノベーシ

ョン 2030」として、科学技術・イノベーションについて

具体的な記述がされている。第 13 次五か年計画は 2020

年までの五か年計画だが、2030 年までを見通した重大な

科学技術プロジェクトを実施するというものだ。それぞれ

の項目についてはお手元の資料を見てほしい。 

 

去年の 5 月には、五か年計画に続き、「国家イノベーシ

ョン駆動発展戦略要綱」が発表された。イノベーション駆

動とは、イノベーションが発展の第一の原動力となり、科

学技術イノベーションが、制度、管理、ビジネスモデル、

経済、文化などのイノベーション、つまり科学技術以外の

イノベーションと相まって、発展が持続的な知識の蓄積、

技術進歩、労働力の素質向上による方式への転換を促進し、

経済がより高度化、分業がより精細化、構造がより合理化

の段階へ進むことを促進するということで、つまり、経

済・社会の発展をより高度化するためには、イノベーショ

ンを第一の原動力としていくという意味だ。 

「国家イノベーション駆動発展戦略要綱」では、戦略目

標として 3つのステップを掲げている。第 1ステップでは

2020 年にイノベーション型国家の仲間入りをし、中国特

色の国家イノベーションシステムを作り上げて、「小康社

会」の実現を力強くサポートするとしている。「小康社会」

とは、ゆとりある生活のことで、イノベーションがその実

現を力強くサポートするという目標が一つ。第 2のステッ

プは、2030 年にイノベーション型国家の前の方まで進み、

発展の原動力の根本的な転換を図って、経済社会発展のレ

ベルと国際競争力を大幅に向上させるというものだ。マラ

ソンに例えると、トップランナーに追随する第 2グループ

の先頭に行くようなイメージだと思う。第 3 ステップは、

2050 年に世界の科学技術イノベーション強国となり、世

界の主なサイエンスセンター及びイノベーションセンタ

ーとなるということだ。 

これらの目標は中国全体の目標と一致している。全体の

目標の方でも2020年を見据えているが、2021年以降には、

中国にとって 2つの“100 年”の節目がある。 

1 つ目の“100 年”は 2021 年の中国共産党百周年、2つ

目は 2049 年の中華人民共和国建国百周年だ。この 2 つの

“100 年”の節目において、国の発展に向けた目標を実現

することを目指していて、科学技術戦略の目標もそれに沿

っている。 

今日はお話しないが、皆さんが関心をお持ちであろう

「中国製造 2025」も大体、似たような感じだ。2025 年に

中国は製造業の先進国となり、2035 年にはその中でも上

位に上がり、2050 年には製造業の強い国になることを目

指している。 

 

 第 13 次五か年計画ではいくつかの具体的な目標を立て

ている。例えば、先ほどお話したイノベーションインデッ

クスの世界ランキングでは、2015 年が 18 位、2016 年は

17 位で、2020 年の目標は 15 位だ。毎年 1つずつ上がって

いけば達成できる。科学技術の進歩による貢献率は

55.3％から中長期計画と同じ 60％を目標にしている。研

究開発経費の対 GDP 比は、2016 年は 2.08％だったが、中

長期計画の目標では 2.5％としているので、ここは非常に

努力をしなければいけない。政府の研究開発費用はそれほ

ど増やせないので、企業が研究開発イノベーションを進め

ることで達成可能かと思う。 

就業人口 1 万人当たりの研究開発者数の目標は 60 人。

ハイテク企業の営業収入は 22.2 兆元から 34 兆元。知識集

約型サービス業の増加値は 20％。主な工業企業の研究開

発支出対主要業務の売上比は 0.9％から 1.1％にする。こ

れは非常に低い数字なので、日本の製造業のようになれば

簡単にクリアできるだろう。ちなみに、日本の製造業は平

均 4％だ。まだ大きな差がある。 

論文の被引用数のランキングは 4位から 2位、PCT 特許

の出願件数は倍以上にする。人口 1万人当たりの発明特許

保有件数もおよそ倍というような数値目標を掲げている。 

 

実施中の国家中長期計画と並行して、第 13 次五か年計

画では新たな重大プロジェクトを立ち上げていく。分野は

農業や情報、サービス、製造、新材料、エネルギー、交通、

バイオ、食品、ビジネスモデルのイノベーションをサポー

トする近代的なサービス技術だ。ビジネスモデルのイノベ

ーションは、科学技術イノベーションと相まって非常に重

要となっている。また、産業変革を引き起こすブレークス

ルー技術、生態環境技術、資源の高効率リサイクル技術、

人口健康技術。中国でも高齢化が進んでいるので医療技術

も非常に重要な分野だ。都市化、公共安全と社会管理、海

洋資源、宇宙、大深度地下と極地。それから国家安全に係

わる対テロの安全技術。基礎研究とフロンティア領域の技

術研究も重要視しているし、国際プロジェクトにも引き続

き積極的に参加していく。今、入っている主な国際プロジ

ェクトの 1 つは ITER－フランスにあり、日本、中国、米

国、ロシア、韓国、インド、EU の７者が入っている核融

合プロジェクトだ。SKA は Square Kilometer Array、つま
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り平方キロアレイの望遠鏡のことで、南アフリカと英国で

一緒にやっている。ちなみに日本は TMT－Thirty Meter 

Telescope、直径 30 メートルの望遠鏡の方をやっている。

GEO は地球観測、IODP は International Ocean Discovery 

Program で深海海底を掘削するプロジェクトだ。ここには

日本も入っていて、海洋研究開発機構（JAMSTEC）がプロ

ジェクトの主力装備を提供している。このような国際プロ

ジェクトに引き続き参加していく。 

一方で、そろそろ中国がリーダーシップを取るような国

際プロジェクトを立ち上げてもいい時期に入っているの

ではないかということで、何を立ち上げられるか検討を重

ねている。第 13 次五か年計画期間中に、ビッグサイエン

スのプロジェクトを中国から提案して、国際的にやってい

こうということになるだろう。 

 

その他、重大な科学技術インフラとして、お金のかかる

大型装備にも力を入れていく。 

重大科学調査とは、例えば最近では、チベット高原の総

合的な科学調査を始めたところだ。 

 

 ハイレベルなイノベーション基地も建設していく。その

代表的なものが国家実験室だ。これは中国の大学にあるよ

うな国家重点実験室とは全く異なる、今までにない新しい

ものだ。例えるなら米国のナショナルラボラトリーのよう

な、国が重要と思う分野の、完全に独立した新しい組織の

国家実験室だ。これまでになかったやり方の一つでもある。 

科学技術リソースの開放・共同利用や人材育成、グロー

バルなネットワーク作りというようなことも進めていく。 

 

科学技術管理体制の改革の一つとしてはファンディン

グの仕方が変わった。これまでは、ハイテク関係の「863

計画」や基礎研究の「973 計画」というような計画それぞ

れにおいてファンディングされていたが、科学技術部が管

理している「863 計画」や「973 計画」以外にも、各部署

にいろいろな科学技術計画が 100 以上ある。この改革では、

2014 年から 2016 年までの 3 年をかけてそれらを集約し、

2017 年の今は既に新体制の下、運用が始まっている。 

まず、100 以上あった各所の科学技術計画－資金、プロ

グラムを 5つの分類に統合した。1つ目の分類は国家自然

科学基金が管理するもので、これは日本の JSPS（日本学

術振興会）のような性格を持っている。CRCC のアドバイ

ザリーコミッティのメンバーである姚 建年（よう けん

ねん）先生が国家自然科学基金の副主任を務めている。2

番目は国家科学技術重大プロジェクトで、先ほど話した

16 の重大プロジェクトとか、2030 年に向けて新たな重大

プロジェクトを立ち上げるというもの。一番重要なのは 3

番目の国家重点研究開発計画だ。ここに様々な分野の専門

プログラムが置かれている。4番目は研究成果を実用化す

る技術イノベーション誘導プロジェクト、5番目が基地と

人材プロジェクトだ。 

 

5 つの分類に統合したところで、公開かつ統一の国家科

学技術管理プラットフォームをつくる。その 1つは省庁間

連絡会議だ。科学技術イノベーションをやるのは科学技術

部だけではない。関係省庁間の連絡会議をつくり、そこで

重要な政策協調を行う。2 つ目は専門機関による管理で、

JST や JSPS のようなファンディング専門機関をつくる。

専門機関が資金の配分を行い、本省は直接関わらなくする。 

 3 つ目は戦略的諮問と総合審査委員会で、どの申請に対

してファンディングを行うか専門家の審査に委ねる。4つ

目がダイナミックに調整できるメカニズム、5つ目が国家

科学技術管理情報システムだ。日本の e-rad のような、し

かももっと広い内容をカバーするシステムを構築してい

く。 

科学技術管理体制改革には他にもいろいろな内容があ

る。例えば研究者の待遇改革だ。例えば、これまでは、研

究所の所長あるいは大学の学長は幹部として扱われるた

め、個人の研究成果に対する報酬を受け取ることができな

かった。幹部にならずに研究室にいて、研究成果が移転さ

れれば報酬を受け取れるが、幹部になると受け取ってはい

けないことになっていた。そういった待遇面の改革もこの

中でたくさん行われている。 

 

現状、中国はおよそ 160 の国・地域と国際的な科学技術

協力関係にある。110 の国と政府間科学技術協力協定を締

結し、200 以上の政府間国際科学技術協力機関に加盟して

いる。そして、米国、ドイツ、EU、フランス、イスラエル、

ブラジル、ロシア、カナダ、ベルギーとイノベーション対

話メカニズムを創設し、アフリカ、ASEAN 諸国、南アジア、

上海協力機構の国（ロシア、カザフスタンなどの中央アジ

ア）、ラテンアメリカ、アラブ諸国といった発展途上国と

科学技術パートナーシップを構築している。 

 

国際科学技術協力のための予算は確保されており、国家

重点研究開発計画の中に、国際科学技術協力専門の重点専

門プログラムを 2つ設立している。一つは政府間の国際科

学技術・イノベーション協力重点専門プログラムで、例え

ば、中国と日本の科学技術協定によるもの、あるいはその

中から生まれるプロジェクトに該当する。もう一つの“戦

略的”というのは非政府間で重要なもので、民間同士、企

業同士の国際科学技術協力に対して、この予算の中からフ

ァンディングができる。 

 

第 13 次五か年計画の「国際科学技術・イノベーション

協力専門計画」も発表されている。今はグローバルな時代

なので、やはりグローバルな科学技術・イノベーションシ

ステムを構築して、経済社会発展の重大な技術をサポート

していくということが第一の目標だ。次に、国際的に影響

力と魅力のある科学技術・イノベーション集積地を形成し、

互恵・ウィンウィン、共同発展の国際科学技術・イノベー

ション協力の新たな局面を形成する。そして、企業が国際

科学技術・イノベーション協力に深く参入することをサポ



中国総合研究交流センター 第 108 回研究会 詳報 ＜2017.9＞ 

 

5

ートし、「大衆創業・万衆創新」を大いに推し進めていく。 

 

「国際科学技術・イノベーション協力専門計画」の主な

任務の一つは、対外的な科学技術協力を深化させ、協力・

ウィンウィンを核心とする新型国際関係の構築の一助と

することだ。まさに“科学技術外交”である。2つ目とし

て、「一帯一路」建設を推進し、沿線諸国との科学技術・

イノベーション協力の新たな局面をつくっていく。「一帯」

とはシルクロード経済ベルト、「一路」とは 21 世紀海上シ

ルクロードのことだ。この 5月に中国で「一帯一路」のハ

イレベルなフォーラムが開催され、日本からは二階自民党

幹事長が日本代表団団長として参加し、習近平国家主席と

会談した。一時期、日本は「一帯一路」構想をどちらかと

いうと懐疑的な目で見ていたようだが、今年に入ってから

安倍首相から前向きな発言が聞かれるようになった。 

対外開放を拡大し、全世界向けの科学技術・イノベーシ

ョンシステムを構築していくことも主な任務の一つだ。ま

た、国際ビッグサイエンスプロジェクトに積極的に参加、

あるいは新たなプロジェクトを立ち上げてリーダーシッ

プを取り、中国科学技術の国際影響力を高めていく。対外

援助は主に商務部が担当しているが、科学技術部でも科学

技術による対外援助を行っているので、その質を高めてい

く。そして、科学技術イノベーションの人材を育成し、人

材の国際化レベルを全面的に高めていく。 

さらに、イノベーション・チェーン、つまり基礎から応

用、実用化までのイノベーション・チェーンを全てカバー

するような、国際科学技術協力のプラットフォームとネッ

トワークを構築して、持続可能な国際研究開発協力を推進

し、地域の優位性を発揮して、地域の科学技術・イノベー

ション互恵協力共同体を構築する。ここでいう地域とはつ

まり中国の中の地方あるいは外国と国境を接している地

方のことを指している。中国の地方政府も科学技術・イノ

ベーションを非常に重視していて、地方政府からもたくさ

んの科学技術予算が出ている。日本の場合、内閣府の資料

によれば、地方政府の科学技術予算は、政府の科学技術関

係予算の上に 10 分の 1 が乗っている程度だが、中国の場

合、中央と地方が半分ずつくらいになっている。中国の地

方政府は科学技術・イノベーション分野でも非常に力を持

っているので、地域の優位性を発揮していく。そして、企

業の科学技術・イノベーションの海外進出を推進し、「大

衆創業・万衆創新」を助力していく。 

 

中国と日本は 1980 年に両国政府間の科学技術協力協定

を締結した。これに基づき、2年に 1度、次官級の科学技

術合同委員会を開いている。当初は次官級ではなく局の次

長級、例えば日本の外務省ならアジア局の審議官、参事官、

中国だと科学技術部国際合作司の副司長あたりが団長に

なっていた。だが、これは外務省・文科省とか中国の科学

技術部止まりの話ではなく、政府間の話なので、団長のク

ラスを高めなければ都合が悪いということになり、10 年

程前から次官級に上げられた。冒頭、私の略歴を紹介いた

だいたが、以前、私がこの仕事に関わった際に、団長が次

長級ではまずいのではないかと、本国と日本側に働きかけ、

双方合意の下、2008 年頃から次官級の合同委員会となっ

た。中国側は科学技術部の副部長、日本側は外務省の科学

技術協力担当大使と文部科学省文部科学審議官の 2 人が

団長となる。副部長が団長になれば、他の部署からは局長

級、次長級がメンバーとして入ってくるので、そこで決め

たことを実行に移す際の指示系統がとてもスムーズにな

る。次官級が集まるため、日程調整はたいへん難しいが、

効果は非常に高い。 

中国の科学技術部（MOST）と JST はこの枠組みの下で、

直接、共同ファンディングをやっている。理研とも共同プ

ロジェクトをしている。今はあまり目立たないが、改革開

放以降、JICA の技術協力は中日科学技術協力の中でも長

年にわたり非常に重要な協力の一部だった。対中 ODA は殆

ど無くなったが、今は新たな試みとして JICA ルートの技

術協力をやろうとしている。基本的に必要な資金は中国側

が負担し、JICA はお金を出さずにコストシェアをする。 

民間の科学技術協力も様々な形で行われている。日本か

らは 1980 年代初期から、たくさんの専門家が技術指導を

しに中国に来てくれた。あるいは中国から日本に勉強に行

くという人材交流も多くあった。近年では、JST の「さく

らサイエンスプラン」がある。毎年、高校生も含めて 2,000

人くらいの中国の若者が日本に短期間滞在し、日本の科学

技術に対する理解を深めている。去年からは、中国の科学

技術部も日本の若手科学技術関係者を中国に 1 週間程度

招へいするプログラムを開始している。去年は 78 名、今

年は 100 名を予定している。 

 

 JICA の技術協力は 1979 年に始まった。民間による科学

技術協力や人材交流もそれと同時期に始まっている。多種

多様な協力によって、これまでも大きな成果を上げてきた。

しかし、MOST－JST、MOST-理研以外のところは殆ど変わっ

ていない。そこで、中日両国の科学技術協力をさらに発展

させていくためには何をしていくべきかを考えてみたい。 

 

ここに“問題点”と書いたが、それは決して今までの成

果を否定するものではなく、これから発展していくために、

どのような問題を解決しなければならないかを考えたも

のだ。 

まず、両国の経済関係に比べて、科学技術関係の規模は

小さいのではないだろうか。日本は長年にわたって中国の

1番の貿易相手国だった。今は 2番だが、逆に今、中国は
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日本の最大の貿易相手国になっている。中国には多くの日

本企業が進出しているし、近年では、中国の対日直接投資

も徐々に増えている。このような経済関係があるので、科

学技術協力がもっとたくさんあってもいいと思う。 

先ほど話した次官級の合同委員会で認定する協力案件

には、やはり大学同士のものが多く、研究機関、研究開発

法人、企業のものはまだ少ない。協力、共同案件の分野も

一定の分野に限られている。何故か。日本のマスコミがよ

く取り上げる“技術流出”や“知財保護”といったことが

関係しているのではないだろうか。そういう雰囲気の中で

は、中国との科学技術の協力に消極的になるのではないか

と見ることもできる。政府間科学技術協力協定にもとづく

合同委員会は2年に1度行い、当然、成果も上げてきたが、

2 年に 1 度の開催では柔軟性に欠けるように思う。また、

次官級に上げたことで、中国側には一定の効果があったが、

日本側の他省庁からの参加はまだ足りないのではないか。

やはり文科省が中心になっているので、科学技術に関係す

る他省庁が全て参加するような仕組みにしていく必要が

あると思う。 

人的交流の規模もまだ小さい。両国間の人的交流は「さ

くらサイエンスプラン」や中国科学技術部が去年立ち上げ

た「青年科学技術者招へいプログラム」があるが、科学技

術分野で言うと、まだ規模が小さく、内容も不足している

と思う。日本の科学技術政策研究所（NISTEP）が毎年出し

ている報告書の中に、日本から海外へ行く研究者のデータ

がある。それを見ると、中国へ出向く人の数は米国に行く

人の数より多いように見えるが、平均の滞在日数で比べる

と、米国へ行く人の滞在日数の方がはるかに長い。これは

つまり、米国には長期滞在して一緒に研究するが、中国で

は学術交流をして短期間で帰ってくるということではな

いだろうか。もっとお互いが一緒にやる共同研究のような、

内容的にもっと充実した人的交流が必要だと思う。 

 

こういった問題点を解決するためにはどうしたらよい

のだろうか。 

一つに、従来からある科学技術協定の他に、主要国との

間に創設しているようなイノベーション対話メカニズム

を中日両国間にも創設するというのはどうだろう。このメ

カニズムには政府の関係部署全てが入る。例えば、米国と

の間では、次官級よりさらに上の大臣級となっているので、

他機関からは局長どころか次官まで参加しやすくなる。イ

ノベーションに関する話なら何でも取り上げることがで

きるようにして、そのメカニズムの中で問題を討議、解決

して、共同でやっていけるような課題もここに吸収する。

その結果、相互理解と信頼醸成が図られ、両国の科学技術

協力はさらに拡大していくのではないだろうか。ひいては、

人的交流の規模も拡大して内容も拡充する。やはり人は直

接会って一緒に仕事をすることで、相互理解と信頼醸成が

深まっていく。それにより、共同研究も拡大していくと思

う。 

産業技術に関する協力も拡大していくべきだろう。産業

技術協力の話になると、すぐに技術流出、知財保護の話に

なるが、中国の特許制度は日本に倣ってつくられている。

1980 年代の中国には、特許制度も特許庁も特許法も特許

人材も無かった。当時の科学技術部である国家科学技術委

員会が 5人の若者を日本に派遣し、日本の特許庁で勉強さ

せて、中国の特許制度、特許法、特許庁をつくった。まだ

30 数年前の話だから、米国や日本と同じようなレベルを

求められるのは厳しいところがある。決して問題が無いと

は言わないが、勿論、我々も問題改善に向けた努力をして

いる。 

 

何故、産業技術が重要かというと、中国の市場は非常に

大きく、中国の制度は非常に柔軟だからだ。中国では新し

いビジネスモデルを創出しやすい。“ユニコーン企業”と

呼ばれる、スタートアップして上場してはいないが、時価

評価額が 10 億ドルという企業がある。先日、日本の新聞

に“デカコーン”という言葉が載っていた。ユニコーンは

一角獣だから角が 1 本、デカは 10 を意味する。つまり、

評価額がユニコーンの 10 倍多い 100 億ドルという未上場

企業だ。そういうデカコーン企業が米国には 8社、中国に

は 6社ある。だが、日本には 1社もない。もし新しい技術

をもって中国と一緒にやれば、価値は大いに高まると思う。 

 

昨日まで 3日間、中国総合研究交流センター長である有

馬朗人先生と一緒に、福島での国際会議に出席してきた。

そこで聞いたのは、避難区域の指示が解除されて戻ってき

たのは老人ばかりだということと、彼らが生活していくた

めには自動運転の技術や電気自動車が必要だが、その実験

のための中型ワゴン電気自動車が日本にはないというこ

とだ。そこで思いついたことがある。 

皆さんは、京都で中国製の電気バスが走っていることを

ご存じだろうか。京都には中国製の乗り合いバスが 5台入

っていて、導入されてから 3年くらいになるが、これまで

何のトラブルもなく、さらに 2台が追加購入されるという。

去年、中国は電気自動車を 50 万台生産した。世界の半分

の数だ。福島での実験に中国の電気自動車を使い、中国と

共同でやるというのはどうだろう。ここで私が提案する産

業技術協力の拡大は必ずしも一方通行のものではない。 

今はスマホが主流だが、ガラケーの“ガラ”はガラパゴ

スの“ガラ”だ。一つの技術がガラパゴス化しないために

も、近くの海外の大きな市場、しかも何でも実験できるよ

うなところで一緒にやった方がいいと思う。技術にも賞味

期限というものがある。大事にしまいこんでおくと、気が

付いたときにはそれに代わる技術が出てくることもある。

その技術に価値があるときに、それをさらに高めていくよ

うな協力が重要ではないだろうか。柔軟性も強化しながら、

例えば課題ごとに共同実験室を作る。中国は他国とそうい

う試みをやっているので、日本ともそれができるように思

う。皆さんからも是非、いいアイデアを出してほしい。 

ご清聴ありがとうございました。 

 



中国総合研究交流センター 第 108 回研究会 詳報 ＜2017.9＞ 

 

7

【質疑･応答】 

（JST 石川フェロー） 

 質疑応答に入る。ご質問がある方は挙手を。マイクを

お渡しする。 

 

（フロア） 

先ほど知財関係に言及されたが、何故、日本人が知財の

ことを言うかというと、中国の知財制度、特に特許制度に

理由がある。中国の知財は日本から倣ったというが、重大

なところが一つ抜けているので、それを持ち前の柔軟性に

よって是非とも変えてほしい。 

特許、発明は新規性といって新しいものでなければいけ

ない。日本も世界も新規性を時間で捉えている。例えば、

今朝 9時に公開されたら新規性は失われる。ところが中国

では、次の日、つまり 0時を過ぎなければ新規性を失わな

いという制度になっている。そこで何が起こるかというと、

朝 9時に日本の特許が公開されると、それを即座に翻訳し、

中国企業に売りつけるという商売がある。そして、それが

その日の内に特許出願されてしまう。皆、取られてしまう

のだ。そういう制度的な欠点を柔軟性によって改善してほ

しい。それが無くなれば日本も相当協力できるようになる

と思う。日本も中国に倣ってきたところが歴史的にたくさ

んあるが、特許制度に関しては、日本の方が 130 年の長が

ある。ここのところをやってくれたら、良い日中関係がで

きるのではないかという提案だ。 

 

（阮） 

おっしゃるような制度上の抜け穴があるとすれば、当然、

改善すべきだと思う。実際に今のような被害はたくさん出

ているのだろうか。 

 

（フロア） 

専門の翻訳会社があるくらいだから、相応にある。 

 

（阮） 

そうだとすると、当然、改善されるべきだと思う。 

 

（フロア） 

質問が 2つある。一つは、こういったイノベーションを

システム的に広くやっていくと、中小企業が提案したとき、

結局は国、大学、大手企業が管理などをして、実際に提案

した企業からアイデアが奪われてしまうということがあ

る。研究開発の内容をきちんと守りながら実らせる仕組み

が必要だと思うが、それについてはどのようにお考えだろ

うか。 

もう一つは、EU や米国とイノベーションの対話をして

いるということだったが、軍事関係技術の輸出規制がある。

分野にもよるだろうが、武器転用に使われることを懸念し

てなかなか転用できない。そこで、米国や EU と研究協力

するとき、どのように関わりあって、どのように規制を乗

り越え、どのように大きな研究に結びつけるのかを伺いた

い。 

 

（阮） 

中国は中小企業の技術イノベーションを非常に重視し

ている。つい先日、中小企業促進法という法律を改定した

ばかりだ。中小・零細企業のイノベーションの促進、技術

移転、あるいは人材が中小企業に入っていくよう、新たな

促進策が法律に盛り込まれた。もちろん、改正前の法律に

もイノベーションや人材促進に関する措置はあったが、今

回の改正で、さらに中小企業のイノベーションのための措

置が充実された。 

軍事転用可能技術の話について言うと、米国も EU 全体

も、中国に対して武器を禁輸している。そういう問題があ

れば、パートナーが先に向こう側の規制に引っ掛かってし

まうだろう。そのため、現状ではそういう問題はないと思

う。 

 

（フロア） 

例えば、新しい複合材のように特徴あるものを出してい

く場合、民生技術を中心に考えて提案しても、それが軍事

に転用される可能性はある。政府機関からクレームがつい

たり、あるいは日本ではなく他国からクレームが来たりし

て、後からそれが遡及されることを非常に懸念している。

そういう事態にならないような枠組みはあるのだろうか。 

 

（阮） 

研究協力をする場合は、軍事転用の話だけでなく、成果

が上がった場合の知的財産の分配など、いろいろ細かく規

定した契約が結ばれるはずだ。そこのところが明記されて

いれば、法的措置を取ることができる。 

 

（フロア） 

質問が 2点ある。中国型イノベーションの話があったが、

相対的にどこに重点を置くのかがよく分からなかった。予

算や人をどこにどう配分するのか具体的なところを教え

てほしい。 

また、国の支出は増やせないため、民間に R&D 支出を増

やしてもらうということだったが、世界でよく取られてい

るような方法以外のことをやる予定はあるのか。 

 

（阮） 

2 点目からお答えする。単に国が予算を増やすだけでは、

ここまでの目標値を達成することはできない。2020 年の

目標値は 1.68％だが、日本の製造業は平均で 4％あり、こ

れを達成するには、企業がもっと研究開発に力を入れるこ

とが必要だ。企業がイノベーションに力を入れなければ国

全体のイノベーションにはならない。PPP（Public Private 

Partnership）という言葉があるが、中国では科学技術イ

ノベーションも PPP だ。公的機関と民間との協力を進めて

いる。 

 1 点目の、例えばどういう分野を重点的にやるのか、中
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国らしい特色は何かというところだが、そもそも中国には

社会主義システムという特色がある。それも単なる社会主

義ではなく、中国特色社会主義という。各国の文化や歴史、

これまで歩いてきた道のりなど、各国の事情は全部違うの

で、全ての国に当てはまるような発展の道筋は無く、中国

が発展するには、やはり中国特色の事情にあった道でなけ

ればいけない。国家イノベーションシステムについても、

中国の事情に合うような国家イノベーションシステムを

やろうとしている。企業のモチベーションを高めて、企業

が主体となる国家イノベーションシステムだ。 

 

（フロア） 

国が方針を決めるのであれば、国の R&D 支出が増えてい

き、逆に民間に自由にやらせようとすれば民間の支出の方

が高まっていく。税金を優遇するにしても国家の支出が増

えていくので、民間支出を増やしながら中国らしさを追及

するというのはなかなか難しいのではないかと思った。 

 

（阮） 

企業のインセンティブを上げるには、例えば税制の優遇

といった財政支出が生じる。税金を優遇した企業が大きな

利益を出した結果、政府に納める税金の方が大きくなった

というデータもある。良い循環になれば、企業のインセン

ティブも上がるだろう。 

 

（フロア） 

そのやり方で税収が増えるのであれば、どこの国も率先

してやると思う。 

 

（阮） 

どこで政策を取り、どこで成果が出るのかは分からない。

どういった分野をどのくらい優遇すればいいかについて

は、今後の研究が必要だ。 

そこで、どの分野が重要かというと、全ての政策で長い

リストを出していて、結局は全ての分野が重要だと思う。

例えば石炭だが、中国のエネルギーのおよそ 3分の 2は石

炭なので、石炭を綺麗に効率よく使う技術について、政府

としても当然、何らかの形で奨励するだろう。 

 

（フロア） 

製造業の発展は、どこが中心になって主導するのか。 

 

（阮） 

「中国製造 2025」は工業情報化部がやっている。これ

を達成するには科学技術イノベーションが必要だが、そも

そも製造業を高度化することが「中国製造 2025」だから、

当然、工業情報化部が中心となる。それに関する科学技術

イノベーションは科学技術部がやっていく。 

 

（フロア） 

 今後の交流に関して思うところがある。いろいろなリス

クはあるものの、政府同士、研究機関同士、民間同士で交

流をトライしている。しかし、10 年 20 年という長いスパ

ンで見ていくと、やはり基礎技術と応用技術の間にフリク

ションが生じる。分野ごとに得意・不得意があるので、そ

こら辺をマトリクスにして、分野ごとの応用基礎を分析す

べき時がきていると思う。日本も基礎技術ではなかなか苦

しいところがある。 

 

（阮） 

その通りだと思う。 

 

（フロア） 

昔は、国内で稼げればいいから、新しいものをやるより

も、他の会社の研究や開発を後追いで学んで追い越せばい

いという案配だった。日本でもマーケットが伸びていると

きはそうだった。中国は今、非常に伸びていてマーケット

も大きいが、その中で、研究投資を大きくして新しいこと

をやろう、新しいものを開発しようという民間企業は多い

のだろうか。あるいは、民間企業としたら、既に開発され

た技術を後追いで導入して、先陣を追い越して儲ければい

いという風潮が強いのだろうか。 

  

（阮） 

個人的には、目の前の金儲けの方に目を向けている企業

がまだまだ多いと思う。もっと研究開発に力を入れて投資

していくべきだ。 

 

（フロア） 

いつから変わったのかは分からないが、今は日本も含め

て世界が、後追いではなく一番手でやらなければ発展はな

いという風に見ていると思う。中国の場合も内助の特許の

数ではなく、本当の意味での新しい特許が増えてくれば、

そういう風潮になるのではないだろうか。 

 

（阮） 

先ほど出した特許のグラフは単に数を表したもので、質の

優劣は反映していない。もう一つ、同じ特許が米国や日本、

欧州で同時に登録されているかどうかという指標がある。

もし、同時に認められていれば、本当に質の高い特許だと

いうような統計もある。 

 

【閉会】 

（JST 石川フェロー） 

 定刻となった。以上で閉会する。 

               （了） 



中国総合研究交流センター 第 108 回研究会 詳報 ＜2017.9＞ 

 

9

2．講演資料 
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