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■ 研究会開催報告 ■

「中国工業化の歴史－化学の視点から－」
日
場

時：2018 年 3 月 7 日（水）15：00～17：00
所：JST 東京本部別館 １F ホール

【講演概要】
中国における工業化の歴史を化学工業の視点から解説する。清朝末期から現代に至る約 150 年に
わたる中国工業化の歴史を、日本からの視点も入れて平易に紹介する。（ただし、化学の知識は高
校の化学レベルの知識以上は必要としない。）最初に、中国に近代工業が成立した清朝末期、どの
ような形で近代化学工業が誕生したかを述べる。次いで、中華民国時代、満洲国時代、日中戦争時
代の状況を紹介し、日本敗戦後のソ連軍による日本の産業資産の撤去と、その再建の上に成立した
毛沢東時代の工業化について概述する。最後に、そのような歴史の上に生まれた毛沢東死後の改革
開放政策と、その状況の下で生じた変貌、そして世界の工場へと飛躍した今日に至るまでの状況を
解説する。

【講師紹介】
峰 毅（みね たけし）氏：
［略歴］
東京大学経済学部卒業。財閥系化学会社に就職し、調査企画部、肥料事業
部、国際部を中心に主として海外業務に従事。この間、社命によりアメリカ
に留学し、ジョンズホプキンズ大学で経済学修士号取得。1994‐99 年北京
駐在。その後東京大学に戻り経済学博士号取得。東京大学社会科学研究所を
拠点にした中国経済研究のほか、東京大学、防衛省、（中国）清華大学など
で教育活動にも従事。著書は『中国工業化の歴史－化学の視点から－』
(2017 年、日本僑報社)他。
1. 講演録
2. 講演資料
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1．講演録
【開会】

これより JST 中国総合研究交流センター 第 115 回研究
会を開催する。本日は峰毅先生から「中国工業化の歴史」
と題して，特に，化学分野に光を当てながら，ご講演いただ
く。この講演会でも，今まで皆様方といろいろと，躍進する
中国の科学技術について勉強してきた。すでにデータをご
紹介してあるが，化学分野について 2010 年から 2015 年，
直近までの研究論文の中で，質の高いと言われる上位
10％引用度の高いものは米国が一番，中国は二番くらい。
残念ながら日本は現在第 10 位。あるいは化学工学分野は
中国がすでに第１位，そして米国が第２位，そして，日本は
第 5 位という状況だ。残念ながら化学についても，極めて中
国の躍進がめざましい。そういう中で，峰先生のご略歴は
お手元の資料にあるので割愛させていただくが，三井東圧
化学で長く国際的な分野での仕事に従事され，その後北
京でのご駐在，あるいは東京大学社会学研究所を拠点に
した中国経済研究で，研鑽をふまれている。
我々も今後注目していきたい「中国の工業」，特に化学
について，その歴史を振り返りながら，色々な今後の問題
点も含めて，ご講演をいただく。
【講演】

ご紹介いただきました峰です。115 回も続けられている研
究会に呼んでいただき光栄です。私はさきほどご紹介いた
だいたとおり，元々は化学会社で肥料事業，や調査部門，
海外部門を中心に仕事をしてきた。そして，1994 年から
1999 年まで，北京に駐在し，その時の見聞が私の中国研
究の出発点となっている。その後，日本に帰国後，体を壊
して 1 年間療養生活をし，もう一度，中国をゼロから研究し
直すために大学に戻り，中国研究者として大変遅いスター
トを切った。
私自身は大学時代には経済を勉強した人間なので，化
学の勉強を特にしているわけではありません。ですが，化
学会社にいたので技術者との交流があり，わからないなが
らもそのときに聞いた話が今ずいぶん参考になっている。
中国語あるいは，英語の文献を理解するために，本屋や図
書館に行き大学に戻ってから化学の勉強を一生懸命にし
た。その昔，先輩の技術者，あるいは仲間，あるいは若い
研究者の人と話をした知識が断片的にたくさん残っていた
ので，研究専門書を読んでもある程度は理解できたという
のが私の中国研究にとってプラスになっている。
本日，ご案内する内容は『化学経済』という業界誌に 5 年
間ほどに渡り連載したものの要約。これはもともと化学業界
のために書いたので，かなり化学の内容を細かく書いてい
たが，今回，これを一般向けに出版することになり，細かな
点を分かりやすく書き直した。年末に中国に出張した際に
は，本日と同じような主旨の講演会を中国の日本人商工会
議所で開いた。そこでは商工会議所の企業の出席者以外
に，経済産業省から大使館へ出向された飯田公使にも出
席していただいた。飯田公使は中国に詳しい方で今後の
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参考になるコメントをいただいた。また先々月だが，学生時
代から中国に親しみ，長年中国に駐在して国交回復の原
動力になった日中貿易を支えてきた方々による日中経済
交流史研究会が中国研究所の一組織として活動している
が，そこでも話す機会を得て，少しずついろんな方々からコ
メントをいただき，出版物の修正をしたいと思っている。
もう一つあります。朱鎔基の国務院改革で解散した化学
工業部は，その一部がケムチャイナという中央企業になっ
たが，また，一部は業界団体 CPCIF（中国石油和化学工業
連合会）となった。この CPCIF の李会長は中国化学工業の
歴史に造詣の深い方であるが，三井化学の淡輪社長が李
会長と懇意なことから，昨年 12 月私が訪中した折に，拙著
『中国工業化の歴史－化学の視点から』の概要を CPCIF
で講演した。ただし，中国工業化の歴史における満洲国の
評価は日中歴史問題とからんで複雑なので，満洲関連は
スキップして，あえて触れないで講演した。李会長から，中
国は歴史を重んずる国である，外国人の書いた歴史には
大変関心がある，これを中国語に訳して出版したいと提案
を受けた。私の中国研究は満洲研究が出発点なので，歴
史問題がもろに絡んでくるところが多い。ストレートに翻訳さ
れるとまずいところはたくさんある。正直なところ，どうしたら
いいものか大変悩んでいる。基本的には李会長の提案を
受けて，日中歴史問題を配慮してかなりの部分を書き直す
つもりでいる。そういう中での今日の講演会なので，皆様か
ら私の今日の話に関して，コメントがあったら，なんでも結
構なのでいただけると大変うれしく思う。

本論に入る前に，イントロとして４枚のスライドを用意しま
した。最初のスライドは主要国 12 カ国の GDP 比較。
IMF2016 年のデータを使用している。1 位アメリカ，2 位中
国，これは断トツであり，いわゆる米中二強という状態であ
る。日本は 3 番目。この表でもう一つ見方を変えて見て頂き
たいのは，アジアの国が多いこと。2 番目の中国，3 番目の
日本，次に７番目のインド，12 番目の韓国。アジアの占める
割合が欧米より高くなっているのがわかると思う。
それをもう少し違った視点で見ようというのが 2 番目のス
ライド。オランダの経済学者アンガス・マディソンが作成した
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地域別 GDP シェア 2000 年間の推計である。アンガス・マ
ディソンはパリの OECD を研究活動拠点とした方であるが，
多種多様なデータを集め，推計に推計を重ねて発表した。
個別の数字にはたくさん問題がある。しかし，アンガス・マ
ディソンのこの数字を批判することは可能であっても，代わ
りを示す人はいない。そこで，この表を使ってご説明したい
と思う。今から 2000 年前の世界経済の中心はアジアだった。
アジアの中では中国が圧倒的なのは特に説明はいらない
と思う。そのアジアの地位が下がったのが 19 世紀から。ヨー
ロッパに加えてアメリカの力が強くなり，いわゆる欧米が世
界の経済をリードしたというのが 20 世紀。しかし，よく見て
みると 19 世紀の初めは，まだ，アジアが世界最大の経済規
模を持っていた。そして，日本は明治維新からスタートし，
アジアが最も低い経済活動であったとき，逆にアジアの盟
主として，この地位の下がったアジアの中で最大の経済国
として，世界において存在を示してきた。今，再びアジアの
割合が高くなっている。アンガス・マディソンは 2010 年に亡
くなっているので，このデータは 2003 年までしかないが，現
在は先ほど，見たように，アメリカが断トツだが，中国，日本，
インド，韓国を足すと世界の半分を超えることが容易にわか
ると思う。
3 番目のスライドは，なぜ近代中国で科学技術が停滞し
たか，を考えるもの。この分野は私は素人だが，私の見聞し
た範囲内で述べてみる。科学史研究者の分析によると，中
国とローマは文明のタイプが似ているそうである。ローマ文
化の下ではヨーロッパの近代化はなかった。ヨーロッパの文
化の原点はローマでなくギリシャである。ギリシャとローマの
違いというのは，非常に実用性を重んじたローマの文化，
それと，いわゆる純粋理論を追求するギリシャと大きく異な
る。ギリシャ文明の復興の延長線上にあるのがルネサンス
があり，産業革命であった。ローマ文明の下ではルネサン
スも産業革命もなかったように，中国文明の下では産業革
命は生まれなかった，となる。中国プロパーの要因としては，
これはよく言われることだが，いわゆる科挙の弊害がある。
科挙にはたくさんいろんな科目があるが，ご存知のように，
その中で儒学を重要視し自然科学を軽視した。科挙は三
国の頃に原型ができ，隋や唐を経て清朝が 20 世紀はじめ
に廃止するまで続き，中国の科学技術発展に大変な弊害
を与えた。その弊害を清朝が自覚し，科挙を廃止したのが
1905 年。ただし，その 6 年後に清朝は滅亡する。
最後のスライドは毛沢東が主導した中国共産党の歴史
観，これをご紹介したいと思う。中国共産党の歴史観では，
古代からアヘン戦争までは封建制度とみる。そして，アヘン
戦争後は帝国主義の圧迫を受けて半分植民地になった。
その上封建制度はなお残存した。それで，アヘン戦争から
新中国までは半封建・半植民地であったとみる。そして，
1949 年に中華人民共和国が成立して封建制度や植民地
主義から開放された新中国が誕生した，となる。これは，毛
沢東が無学な農民でもわかりやすいように歴史を整理して，
一般の人々に教えた。これに関して，こう単純ではないと思
っている人もいると思うが，それは，なかなか言葉に出てこ
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ない。中国では現在でもこのような歴史観を否定することは
できない。したがって，満洲国はもちろん，国民党による中
華民国の産業発展のすべてを否定している。全てが 1949
年の新中国誕生から始まるとする話はかなり無理がある。
現在のように公開された多くのデータをみると，全てが 1949
年から始まったとする見方では物事を説明できない。中国
研究は 1949 年を境にして断絶している。新中国ができた
時からの社会主義時代は極端に情報が少ない。それゆえ，
それまでの中国経済研究者には 1949 年以降の状況がわ
からない。一方，中国大陸を支配している共産党はすべて
が 1949 年に始まるとみるので，彼らは 1949 年以前を研究
しない。したがって，1949 年を境に大きな断絶が生まれた。
これは中国だけではなく，日本の中国研究もそうだ。この断
絶をどう見るか。一つの現象が断絶なのか，あるいは連続
しているのか。私の今日の報告の基調は，中国の工業化の
歴史は清朝末期に始まり，中華民国で非常に大きな発展
があって，それが新中国ができた時に新しい経済思想の下
で形を変えたが，改革開放政策と共に再び形を変えて，大
きな流れとしては繋がってきている，というものである。清朝
末期から現在に至る約 150 年の流れを一貫してとらえてお
話したい。

ここから本論に入ろう。中国工業化の出発点アヘン戦争
での敗北。戦争に負け，それで西洋の軍事力を認識した。
中国は地方政府の力が非常に強いので，地方政府がバラ
バラに兵器工場を作り，その兵器工場から工業化が始まっ
ている。しかし，地方政府がバラバラに作った兵器工場に
はそれだけで終わり波及効果がない。それと対象的なのが
日本だ。日本の工業化もヨーロッパ，アメリカの軍事力の影
響を受けて工業化に入り，明治政府の下で全土をあげて
工業化が進展した。それを象徴的に示すのがいわゆる「岩
倉ミッション」。1871 年と言うと，明治 4 年で，新政府ができ
たばかりの時期だが，一年半もの長期間を欧米視察にあて
た。新政権ができたばかりで国内政治が不安定の時に，大
久保とか伊藤とか新政府の中心になった 100 人以上の
人々が欧米の経済社会を見て回った。これは国際政治の
常識からは信じられないことだったと言われる。つまり，普
通ならば，ここで革命あるいは内乱が起きる。そのようなこと
が日本では起きず欧米に派遣した大久保とか伊藤たちが
帰ってくるのを待って，彼らの意見を聞いて国が全土をあ
げて殖産興業に励んだ。これが中国との大きな違いだ。そ
れを化学でちょっと見てみたい。
化学工業はその国の中間物を作る産業なので，産業構
造をよく反映する。初期の経済というのは大したものがあま
りないので，いわゆる無機化学が化学の中心である。経済
活動が活発になると無機だけでは物質が足りなくなって有
機物質が発展してくるが，初期においては，特別に重要な
のは広い用途を持つソーダ工業。だいたいどの国でも繊維
産業から始まるが，その繊維の処理にはどうしてもソーダが
必要だ。食品にも爆薬にも何にでもソーダが必要なので，
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ソーダ工業は化学工業の母と言われている。このソーダを
作るのには硫酸が必要。したがって，化学史では硫酸の製
造開始をもって，その国の化学工業の始まりとする。
では，中国と日本はどうであったか。中国の硫酸生産開
始は 1874 年，日本は 1872 年，ほぼ同じ時期だ。では，ど
こで始まったか，これには大きな違いがある。中国は兵器
工場，日本は貨幣工場だった。日本は大蔵省が造幣局を
大阪に作りそこで貨幣製造のために硫酸生産が始まった。
そして余剰に作られた硫酸は肥料，兵器，鉱業等の社会
が必要とする物質の生産に使われた。しかし，中国におい
ては，地方政府の兵器工場で作られた硫酸は兵器以外の
民生用需要に貢献しなかった。このように，中国と日本は同
じく西洋の軍事力に対抗して生まれた工業化ではあるが，
工業化の実態が大きく異なる。
やがて中国では中華民国が誕生して経済，建設が始ま
った。中華民国での工業化は，半封建・半植民地主義とい
うことで殆ど評価されなかったが，最近の中国研究で蒋介
石の時代には相当程度の工業発展があったということが少
しずつ明らかになっている。今の共産党は，満洲国研究は
もちろん認めていないが，国民党の経済発展に関する研
究は容認している。若手の研究者が中華民国時代の工業
化の研究を活発にやっており，その中でいろんなことが分
かってきた。
中国研究で早く実績をあげてきたのは日本ではなくアメリ
カ。それは，アメリカに数多くの中国人が亡命してきたという
こともある。John K. Chang という人が 1969 年に出した論文
だが，過去のデータがないので，色々なデータの指数を使
って苦労に苦労をして作った資料だ。1912 年というのは中
華民国の元年。中華民国の経済は 1928 年に蒋介石が権
力を握った 5 年後の 1933 年くらいから安定して工業化が
進展した。1937 年から日中戦争で日本が中国に侵攻し，こ
こから中国経済は停滞に陥る。こういうデータをアメリカの
中国研究者が発表している。ここで見て頂きたいのは，一
番順調だった 1933 年を 100 とすると，中華民国元年とピー
クの 1936 年を比べると 10.3 倍であり，これを年率に換算す
ると 10％の高度成長になる。今の中国とほぼ同じ成長率を
長期にわたって維持してきた。これを化学工業で見てみた
いと思う。
北の范旭東と南の呉蘊初という 2 人民像資本家がいる。
中国の北の方は塩がたくさん取れる。范旭東はこの塩で財
産を築いた。次いでこの塩を原料にソルベー法ソーダ工場
を天津につくった。ソルベー法は難しい技術でソルベーは
技術を公開しなかった。そのため非常に苦労した。候徳榜
という中国化学の育ての親といわれている人がいる。候徳
榜は清華大学からアメリカに留学し，コロンビア大学と MIT
で学んで博士号を取り，化学者として世界で認められてい
る人物だが，范旭東は三顧の礼をもって侯徳榜の協力を
得て， 1926 年にソルベー法を自力で完成させた。その製
品は同年フィラデルフィアで開かれた万博で金賞を得てい
る。
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日本もソルベー法では大変悩まされた。日本のソーダ業
界のチャンピオンは旭硝子で，旭硝子がソルベー法を完成
させたのは 1929 年。中国の方が 3 年早い。それほど中国
のソーダ工業が進んでいた。そしてソルベー法の完成で自
信を得た范旭東は肥料の方にも進出し，1937 年にアメリカ
の NEC 社の新鋭技術を導入してアンモニア・硫安工場を
南京につくった。
一方，南の呉蘊初はグルタミン酸ソーダが出発点。上海
で「味精」という日本の味の素のようなものを起業化して資
本を蓄積している。この「味精」で言っておきたいのは，味
の素は日本国内でも特許を違反した製品はたくさんあった
ので，味の素社の社史を見るとたくさん事例をあげて対策
を練っている。この時すでに味の素社は呉蘊初が作った
「味精」の存在を知っていたが，「味精」に対する批判は一
切していない。同じ時期，日本においては旭化成がグルタ
ミン酸ソーダを企業化した。旭化成の扱いと同じような扱い
で呉蘊初の「味精」の製品を紹介している。いわゆる特許の
問題は呉蘊初はクリアしていたと思われる。いわゆる偽物ま
がいの中国製品と日本でよく言われるが，それとはちょっと
違う工業化をしている。
さらに，呉蘊初はアメリカに行った折に，訪問したデュポ
ン社の中古の小規模アンモニアプラントを買ってきた。この
デュポンから購入した中古プラントを上海に移設し，そこで
硝酸工場を作って企業化するということもやっている。大変
優れた事業家といえると思う。

次に満洲での工業化を考える。日本は 1905 年に日露戦
争で勝利して満洲におけるロシアの権益を入手した。その
翌年，満鉄（南満洲鉄道）を作り満洲経営の柱とした。満鉄
は日露戦争で活躍した児玉源太郎が後藤新平と相談して
作った。イギリスの東インド会社をモデルにしている。そして
初期の間は満鉄が中心になって満洲の産業開発をした。ヨ
ーロッパの植民地というのは皆さんご存知の通り，本国のた
めに原料供給をきちっとやりということでプランテーションを
経営し，本国の最先端の技術をもっているということはして
いない。しかし日本は，当時の最新鋭の技術，日本になけ
ればドイツから持ってくる，あるいはアメリカから持ってくる，
という形で最新鋭技術で満洲に重化学工業基地を作った。
これが大きな特徴だと思う。それについて夏目漱石が満洲
訪問記を書いている。日本を凌ぐ大連工場地帯の高い煙
突を見て「東洋第一の煙突」と書いている。撫順は日本が
都市建設をした。今の撫順は大変汚い街だが，当時の撫
順は日本の手で近代的な街づくりがなされた。撫順を訪問
した漱石は，協会・劇場・病院・学校がそろう撫順市街地は
素晴らしい，これを東京の山の手へもっていき眺めたい，と
訪問記に書いている。このように日本と満洲国への思いは
ヨーロッパの植民地とは異なったものがあった。日本人の見
方では，日本は侵略をした，しかし，開発もした，である。と
ころが，中国人からすると，日本は侵略した，そして，（開発
ではなく）資源の収奪をした，となる。満洲には根本的な歴
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史問題がある。現状ではどうにも解決できない。時間をかけ
て相互理解する必要がある。
一方，戦後のアメリカは満洲に建設された重化学工業地
帯を評価した。戦前日本は国連脱退して国際社会から孤
立していた。欧米諸国が満洲に建設された近代工場群を
知ったのは戦後である。どうしてアメリカが最初に評価した
かというと，日本敗戦後，アメリカはポーレーを団長とする調
査団を満洲に派遣した。満洲の主な工業地帯を見て回り，
どれくらいの財産価値があるのか，それを中国への賠償の
原資にしようとした。個別の工場をぐるっと回った調査団は，
短期間に建設された近代工場の存在への驚異を率直に書
いている。そのあと，冷戦期に入る。ジョンソン，ニクソン，フ
ォードと３代の大統領がアメリカ議会でそれぞれ中国経済
報告をした。その議会報告書でも東北地方，つまり旧満洲，
は非常に優れた近代工業地帯になっていると評価している。
先ほど，今回の私の著書が中国語に翻訳されるという話を
した。しかし，中国で出版されるには歴史問題を考慮して
相当部分を書き直さねばならない。私としては書き直すの
は本意ではない。しかし，まずは，中国政府の公式見解と
は異なる日本人の見方を中国人に知ってもらう必要がある
と考えている。諸先輩の助言を参考に，一部の表現を修正
しながら中国語への翻訳出版を準備いるところである。
ここで視点を少し変えよう。明治期の日本の対外膨張熱
はすごいものだった。その結果が日清・日露戦争である。し
かし，日本の対外膨張熱は中国までには及んでいなかっ
た。日清戦争に勝っても，まだ日本は朝鮮半島には影響力
がなかった。しかし，日露戦争に勝ち自信を持った日本は
朝鮮半島を全面支配下に置くことを決意し韓国を併合した。
韓国を併合すると北の鴨緑江のその先には満洲がある。そ
の権益を得た日本は満洲の虜になってしまった。日本が得
たのは鉄道沿線の権益なので，鉄道沿線の治安を目的に
関東軍を設立した。ところが，この関東軍が徐々に力を持
ってくる。
関東軍がなにゆえに力を持ってきたのか。それは日本の
当時の社会の見方を反映している。戦争に負けたロシアは
やがて復活すると当時の日本はみた。事実，革命後はレー
ニンが主導権を持ちＮＥＰといわれた新経済政策を遂行し，
ソ連経済は急速に復興していた。将来必ずソ連は満洲をと
り返しに来ると当時の日本はみた。ソ連の復活を恐れ，そし
て，ソ連との戦争は不可避，というのが当時の日本の見方
だった。ソ連との闘いに備えて満洲に独立した経済圏を作
らなければいけない。そのために満洲における重化学の工
業地帯を作るために鉄鋼・電力・化学というところに集中的
に資金と人材が投入された。
そして満洲経営がとりあえず落ち着いて順調になると，こ
れに自信をもった日本は，やがて関心を徐々に満洲から華
北に移した。さらには，華中，華南広げて，ついに日中戦
争に入ってしまった。そして，自滅の道を歩んだのである。
ここで，簡単に戦前の中国大陸の概況をみよう。中華民
国，満洲国，日本を比較する。そのおおざっぱな数字で頭
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においてほしい。人口で見ると満洲国は中華民国と 10 分
の 1。今とほぼ同じ。GNP でみると，これは推計だが，満洲
は中華民国の３分の 1 くらい。人口にくらべるとＧＮＰが非
常に大きい経済構造である。これは満洲における工業化が，
中華民国以上に進んでいたということの表れである。
それをもうちょっと具体的に化学で見てみようと思う。戦
前の化学を代表する硫酸，ソーダ灰，アンモニアでみる。
硫酸とソーダ灰は戦前の代表的な基礎化学品，アンモニア
は戦前の最先端製品だった。硫酸においては満洲国と中
華民国で１：４くらい。アンモニアも１：４。つまり，中国大陸
の 80％が東北地方にあった。セメントの共同研究をやった
が，セメントも７～８割が東北地方だったと思う。鉄鋼でもそ
のような同じような数字が計算されている。大体戦前の状態
では全中国を見てみると工業生産の 7 割から 8 割が東北
にあったとこういう姿になる。ただし，ソーダを見るとそうでは
ない。それはなぜかというと，先ほども言ったように，民族資
本家の范旭東と世界的な科学者の侯徳榜のコンビで，日
本の旭硝子に先駆けてソルベー法ソーダ灰生産に成功し，
なんと当時，中国は日本市場にソーダ灰を輸出していた。
当時の世界を支配していたのは ICI で当時ブラナモンドと
言ったが，ブラナモンドと中国が争って日本市場にソーダ
灰を投入していた。このようにソーダ灰は中華民国の生産
活動が活発であった。それを反映して東北地方は全中国
大陸の 80％ではなく，60％と低くなる。
次に日本敗戦後をみる。日本敗戦を決定的にしたのは
ソ連が攻めてきたこと。ソ連の参戦というのは，満洲にいた
私の父は，「ソ連はけしからん，突然条約を破って満洲に入
ってきた」といつも言っていた。今も日本ではそのように思っ
ている人が多いと思う。しかし，当時の世界の常識からみる
と，ソ連の参戦は時間の問題であった。具体的にはヤルタ
会談で，スターリンはソ連の参戦をチャーチルやルーズベ
ルトから要請された。なので，ソ連はアメリカとソ連の要請を
受けて参戦したということになる。
問題はスターリンが満洲の工場はソ連の戦利品としたこ
と。満洲の産業は対ソ連戦争を意識して作られたものなの
で，これは自分たちが戦利品として持っていくことが出来る，
という乱暴な理屈で満洲の工場設備を自国に持って行って
しまった。その状況を先述したアメリカのポーレー調査団が
詳しく記録している。
東北には高度な生産活動をする重化学工業地域があっ
た。それがソ連軍により破壊された。その再建には人材が
必要だった。そのためには日本人技術者が必要だった。台
湾・上海の日本人技術者はアメリカの指示があり 1 年以内
に帰国した。しかし，東北だけは帰国されては復興が出来
なくなるので，日本人技術者にさまざまな恩典を与えて，中
国に残留して中国経済再建への協力を要請した。共産党
の幹部以上の家を供給する。あるいは高い給与を払う。そ
して腰を低くして，日本人技術者に中国に残留して技術協
力をお願いした。このような技術者は留用技術者とよばれる。
留用技術者の活躍もあって 3 年で中国経済復興が実現し

5

中国総合研究交流センター

第 115 回研究会

た。1949 年に新政府が出来て 1952 年までの 3 年間が復
興期。この 3 年間で中国は戦前の水準にほぼ復興した。そ
れは戦前の満洲と中華民国を合計した生産が 1952 年の中
国の生産規模と見合っていることからいえる。
1953 年からソ連援助による第１次５ヵ年計画が始まった。
日本人技術者には帰国命令がだされ，その反対に，ソ連
人技術者が入ってきた。最近第１次５ヵ年計画に関する資
料が色々出てきた。通常，第１次５ヵ年計画では１５６項目
の国家プロジェクトがあったと言われるが，2004 年出版の
資料によると，実際に実行されたのは１５０項目で，そのうち
50 項目が初期のもの。この５０項目は満洲国時代計画の再
建・再構築だ。鉄鋼で言うと，鞍山，本渓湖，化学の吉林，
撫順，大連，錦西，アルミの撫順，機械の瀋陽，ハルビンな
ど。50 項目の４分の３が東北にある。それが 150 項目で見
ると 37％になる。だんだん東北への集中が低下してきた。
こういった風にして，東北の重化学工業が毛沢東時代の中
国経済社会を支えた。

ソ連の支援で中国経済は大いに発展した。だが，長年，
中国とソ連は争ってきた。第１次５ヵ年計画のときだけが，
例外的に蜜月期だった。やがて中ソ論争が始まり，1960 年
にはもう，技術者を総引き揚げした。1953 年から始まって
1960 年までの 7 年程度，人数 1000 人程度のソ連人技術
者が中国経済建設に協力した。ソ連は確かに非常に大き
な支援を中国に与えたが，期間が短く，その影響が過大評
価されがちではないかと思う。
中ソ両国は国境紛争をずっと繰り返していたので，再び
昔の紛争に逆戻りしてしまう。中国はもともと，朝鮮戦争で
アメリカと戦っていた。この中ソ論争で今度はソ連とも対立し
た。その結果，中国はアメリカとソ連という超大国から封じ込
め政策を受けた。それで，毛沢東は自力更生という道を選
んだ。ソ連が技術者を引き上げたことも自力更生の大きな
要因で，外国に頼っちゃいけない，という政策がとられた。
農村には人民公社ができて人民公社を中心とした自力更
生のモデルで，経済運営がされてきた。 その中で，小型
工場による地方分散という生産構造が生まれた。
毛沢東の国際観が変わったのが 1969 年の中ソ国境に
おける軍事衝突。これによって，毛沢東は従来のアメリカと
の対立を修正しないといけないと考えるようになったといわ
れている。中国は朝鮮半島でアメリカと対立し，台湾でアメ
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リカが支援する国民党と対立し，1964 年からベトナム戦争
にアメリカが本格介入したということでアメリカを非常に警戒
していた。そこで，米ソ両国からの軍事攻撃を想定し，三線
建設とよばれる生産立地政策がとられた。この三線建設と
よばれた工業立地では，アメリカの海上からの攻撃を想定
し沿岸地帯には工場を置かない。ソ連の戦車が攻めてくる
可能性を想定し国境地帯には工場を作らない，ソ連の戦車
が動きにくい，内陸部の山岳地帯やでこぼこのところに小さ
な工場を作った。大きな工場を作ると，そこを爆撃されたら
おしまいなので，戦時経済を想定した内陸部の小型生産
の道を歩んだ。こうして生まれたのがいわゆる「五小工業」
である。肥料，セメント，機械，エネルギー，鉄鋼の「五小工
業」を全国にばらまいて，アメリカやソ連から攻撃されても生
きていけるような，そのような経済体系を作ろうとした。
これがどのような問題を起こしたか。このような自力更生の
もとではどうやってもできなかったのが戦後世界で急速に
発展した石油化学である。戦後の中国の技術開発を報告
した中国文献を読むと，膨大なお金と人を石油化学の技術
に投入している。それにも関わらず国産技術はできなかっ
た。新中国になって中国が一番注力したのは農業。化学で
も農業支援が期待されていた。肥料の生産はストレートに
農業を支援する。もう一つは合繊。合繊がなぜ農業の支援
か。当時の中国国民が切る衣類の中心は綿であり，そのた
めに農村では綿花を生産せねばならない。綿花生産は中
国農業に大きな負担となっていた。綿花生産には向かない
土地もある。しかし，自力更生のもとでは全ての地方で綿花
を生産した。おまけに綿花は年に 1 回しかできない。南の
方だと，二毛作，あるいは三毛作できるというところでも，綿
花をやったら年 1 回しかできない。
繊維を筆頭に軽工業原料の 7 割が農産物なので，この
農産物を化学で代替して農業への負担を軽くしようと，石
油化学の研究開発に注力した。その結果，エチレン生産の
開始が 1960 年に始まる。日本は 1961 年だから日本と比べ
てもそれほど違わない。ところが日本はあっという間に欧米
に追い付いた。しかし，中国のエチレン生産は 10 年たって
もまだ 2 万トンという程度。先ほど，小型工場を中国はたくさ
ん作ったといったが，石油化学でも 5 千トンとか 2 万トンとか
いう小さいのを 60 基も作った。この操業度を試算してみると
10％くらい。とてもじゃないけれども，装置産業で 10％操業
というのはプラントではない。中国はあれだけお金と人を使
っても石油化学ができなかった。
では中国はどうやって有機化学製品を生産したか。アセ
チレン化学で補ったのである。エチレンの代わりにカーバイ
ドからのアセチレンで有機化学を賄った。具体的に言うと，
中国ではポリエチレンとかポリプロペンは作れない。カーバ
イドからアセチレンを作って，アセチレンから塩化ビニルを
作る。だから当時の中国の合成樹脂は殆どが塩ビ。ゴムも
ブタジエンが作れないのでブタジエン系ゴムが作れない。
これもカーバイドからのアセチレンでクロロプレンを作り，ク
ロロプレンゴムを生産した。合繊ではナイロンやテトロンを
作れない。カーバイドからのアセチレンでビニロンを生産し，
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ビニロンが合繊の中心であった。日本やアメリカやヨーロッ
パでは合成樹脂，合成ゴム，合成繊維，こういったものが中
心となって石油化学が発展した。だが，中国では合成樹脂
はカーバイドからの塩ビ，合成ゴムはカーバイドからのクロ
ロプレン，合成繊維はカーバイドからのビニロン，こういう形
でカーバイドを原料にしたアセチレン化学で石油化学の代
替をした。
このような姿は毛沢東時代の中国の西側技術導入で見る
ことができる。中国は毛沢東時代にも西側技術導入はして
いる。毛沢東の生存中に中国は 2 度の大規模西側技術導
入をした。第 1 回目は 1963－65 年。大躍進政策の失敗で
国内経済が極度の不振であった時である。第 2 回目は
1972－74 年。米中和解と日中国交正常化直後である。
第 1 回目は日本やヨーロッパの企業と技術導入契約を
結んだ。しかし，日本とヨーロッパが結んだプラント契約をア
メリカと台湾が妨害した。アメリカはヨーロッパ勢に圧力をか
けて，契約したのを履行させない。日本は，台湾へのいわ
ゆる吉田書簡でプラントをキャンセルした。この第一次でう
まくいったのは，クラレのビニロンプラントだけ。ヨーロッパは
アメリカの言うなりではなかったので，イギリスとかドイツの一
部企業はアメリカの制裁を潜り抜けて工場建設に入った。
だが，不幸にも 1965 年から例の文化革命が始まった。無理
して送った技術者が，文革で中国社会から追い返されてし
まった。他方，日本のクラレのビニロンプラントは，契約が非
常に早く，また，日本の産業界や日中友好を信条とする政
治家や日本政府など諸々の関係者の支援があってうまくい
った。だが，あとは全部ダメになってしまった。
第 2 回目は米中和解と日中国交回復でうまくいった。こ
の第 2 回目の西側技術導入で西側技術が大量に入ってき
た。この時には化学が 49.6 パーセントという大変大きな数
字である。鉄鋼は個別のプロジェクト単体としては大きいが，
金額で見るとやはり化学にはかなわない。化学というのは
分野が多岐にまたがりプロジェクト数が非常に多いから，金
額で見ると，化学が半分を占める。こういうことで，計画経済
時代の石油化学国産技術開発の失敗がずっと尾を引いた
姿をここにも見ることができる。

この西側技術導入によって，中国社会が変わっていった。
工場立地も大きく変わった。先ほどの海岸地帯に工場を作
らないという方針を変え，輸入設備が入りやすい沿海地に
入れるという大きな変革が生まれている。また，中国はそれ
までは輸入プラントには西側思想がたくさんはいっているの
で，プラント輸入をすると西側思想に汚染されるという考え
をもっていた。そのため，新技術は新工場に導入するという
のがそれまでの技術導入の原則だった。ところがこの時か
らは既存工場に導入して投資額を減少させている。
このように 72 年の米中和解以降の中国の考え方に大き
な影響が生まれた。ここで，エズラ・ヴォ―ゲルの言葉を引
用する。エズラ・ヴォ―ゲルは日本では日本の研究者として
知られているが，彼は中国の研究者でもある。エズラ・ヴォ
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―ゲルは共産党の首脳陣あるいはいろんな文献を自分で
読んでインタビューして，精力的にこの改革開放時代の中
国の状況を書いた本を出版した。大変面白い本で，それに
よると，最初に国を開いたのは 1969 年の中ソ軍事衝突後
の毛沢東と言う。その危機感から 1972 年に米中和解が生
まれ，その結果，西側技術導入が実施された，という見方を
エズラ・ヴォーゲルはしている。

ここでいよいよ，改革開放に入る。先ほど明治のときの岩
倉ミッションの話をした。中国も改革開放政策が始まるとヨ
ーロッパに対して大型ミッションを 21 回に分けて 51 カ国を
訪問した。副総理級の大物が 13 名入っている。行った先
は日本，ヨーロッパ，香港・マカオの 3 つに分けてみること
ができる。
日本は当然ながら，日本の戦後復興を学んだ。日本に来
た鄧小平は大歓迎を受けた。日本の産業界や日本政府に
会って技術導入や資金協力をえた。ヨーロッパからもたくさ
ん学び技術導入や資金協力をえた。香港では金融を中心
とした国家経済を学んだ。この直後に，深圳に経済特区が
できた。この特区に貢献したのが習仲勲，習近平のお父さ
ん。深圳に続いて，珠海と汕頭と厦門に特区が作られた。
中国はこのあと，「経済発展 10 ヵ年計画」というのを作っ
た。大々的に新しい技術を輸入して工場建設するという計
画を持った。だが，それによって 1978 年，1979 年に大量の
プラントを契約して支払い不能になって世界の信用を失い，
中国は国家危機になった。それで華国鋒は責任を取って
辞めて，鄧小平が華国鋒にとって代わって中国の指導者と
なった。

この時に生まれた日中経済知識交流会で，これは中国側
が今でも非常に高く評価している。それはなんでわかるかと
いうと，日中経済知識交流会はずっと継続されているから。
2012 年に尖閣問題で日中関係がほとんど切れたとき，この
時でも日中経済知識交流会は継続して開かれた。ただ，日
本ではこのことを知っている人が少ない。これは，中国が当
初は非公開にして欲しいと日本に言ったためであろう。した
がって日本はこれを公開しなかった。それで知ってる人が
ほとんどいない。この日中経済知識交流会の中で，日本の
経済学者が大量に動員されて，中国に西側の経済理論や
概念を知らしめた。日本には優秀なマルクス経済学者がた
くさんいるよと言ったけど，そうではなく，中国の求めた学者
はマルクス経済学者じゃなかった。中国の国家指導者は近
代経済学者を派遣して欲しい，そういう注文だったそうだ。
その一人が小宮隆太郎東大教授。小宮教授は中国からの
要請で度々訪中して中国経済の実態を観察し，「中国には
企業が存在しない」という名言を残した。これが，中国の国
家指導者たちに大きなショックを与えた。これが，国有企業
改革のひとつの大きな原点になった，と中国社会科学院の
高名な教授がいっている。
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他方，先ほど言った，プラントをたくさん買って国家財政
が破綻した政策に対する反省が生まれた。そして，政策が
転換した。その一つが，特区を利用してそこに外国企業の
技術と資金を入れること。ただ，いったん特区を作ると，何
かとここには問題が起きる。その度に保守派の陳雲が改革
開放政策にブレーキをかけた。陳雲は国家指導者の中で
唯一，特区に行かなかった人ということで知られている。上
海の特区構想も最初からあった。だが，特区というのは何
が起こるかわからない。深圳の特区で問題が起きても，そ
れはせいぜい香港の延長で捉えればいい。また，福建省
の特区なら，何かあれば台湾問題の中で捉えればいい。し
かし，上海での特区はそうはいかない。上海での特区の構
想は最初からあったが，これは陳雲が反対して実現しなか
ったと言われている。陳雲というのは非常に合理的精神の
持ち主で，毛沢東の大躍進の時の批判をした人でもある。
だから彼は毛沢東から非常に敬遠された。しかし，政治的
野心がない人だったので，要職にはつけなかったが，警戒
はされなかた。彼の経済的手腕はみんなが評価していた。
陳雲が政治の表に出てくるのは，1978 年の鄧小平の権力
移行期のときに鄧小平を支持した時。この時から，彼が急
速に力を持つようになり，保守派の総帥として，いろいろな
形でブレーキをかけた。しかし，陳雲は政治的な野心がな
い人だったし，鄧小平も内部の分裂は良くないと，いつも二
人で話し合っていろいろ，うまくやっていたようだ。そのよう
に書かれたいくつかの文献がある。

そして，WTO の加盟によって，中国の企業が変貌した。
中国の WTO 加盟は GATT 設立の時代からみる必要があ
る。中国は最初の GATT 設立メンバーだった。ところが，蒋
介石が毛沢東の戦いに敗れると，共産党にこの地位を渡さ
ないということで，蒋介石の方針で中国は GATT を脱退し
た。一方，初期の中国は GATT 加盟諸国との交易がなかっ
た。それで共産党の方でも GATT 脱退をあまり大きな問題
とは思わなかった。ところが，改革開放政策とともに GATT
加盟国との交易が増えてきて，1986 年に GATT 復帰を申
請した。ここから交渉が始まり延々と交渉が継続された。
やがてマラケシュ協定により GATT 事務局はり WTO とな
った。ＷＴＯ交渉は基本的には政府が交渉する。だが，複
雑な業界問題になると民間，業界も並行して WTO 交渉の
側面から参加する。私もジュネーブにある WTO 本部に 3
度足を運んだことがある。そのような中で見聞したものを拙
著で若干書いた。
この WTO 加盟交渉というのは，二国間交渉，政府間交
渉と事務局の二本立てになっている。中国はこの事務局交
渉と二国間交渉というのを少し計算違いしたのではないか
と私が感じた。つまり，事務局交渉で大筋が終わったと思っ
たのではないか。WTO 事務局は 400 人くらいしかいない小
さな組織。通所問題は非常に政治的な面を持つこともあり，
大きな問題は主要国と個別に交渉しないと動かない。中国
は WTO ができる時に，WTO 発足メンバーになろうと考え
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ていた節がある。しかしそれは大きな計算違いで，事務局と
の交渉がまとまっても，その後に大変な難交渉の二国間交
渉が待っていた。とてもじゃないけどまとまらない。二国間
交渉で重要交渉相手は日本であり，アメリカであり，ヨーロ
ッパであった。日本は 1999 年に交渉を妥結した。私がちょ
うど北京にいた 1998 年だったと思うが，日本大使館の新年
パーティーによばれた時に，当時の佐藤大使から「中国の
交渉は，みなさまの協力もあって，ほぼ，山を越えました」と
聞いた記憶がある。それから約 1 年半後，1999 年 7 月に日
本は中国と二国間交渉を妥結した。そしてアメリカとはその
あとの 11 月，ヨーロッパとは翌 2000 年 5 月いう形で，次々
に二国間交渉がまとまった。こうして，全ての加盟国との二
国間交渉を終え，2001 年 12 月に中国はＷＴＯ加盟国にな
った。
ＷＴＯ加盟で大きな被害を受けたのは中国大豆農民であ
る。現在 80％以上が輸入品。大豆というのは，もともとは日
本が満洲経営をしていた時に一気に増えて世界最大の大
豆生産国になった。しかし，日本敗戦後の中国の大豆生産
は低迷し，最大の大豆生産国はアメリカとなった。やがて，
中国の大豆生産はブラジルやアルゼンチンにも抜かれて，
ＷＴＯ加盟時点では世界 4 位に。その中で，アメリカとの二
国間交渉で中国はアメリカに大幅に譲歩し，関税化に踏み
切った。そこで，一挙に中国の大豆の生産は落ち込んだ。
他方，米とか，小麦，とうもろこしなど食糧の安全保障に必
要欠くべかざるものの生産は維持している。大豆は中国に
とってどうしても食糧の安全保障に必要な欠くべかざるもの
とは言えない。世界一だった中国の大豆生産は日本の満
洲経営の遺産ともいえる。このような事情を考慮すると，アメ
リカとのＷＴＯ加盟の二国間交渉で大豆の関税化で譲歩し
たのは合理的な政策と言えるかもしれない。
一方，石油化学は，この大豆とは逆に，WTO が認めるア
ンチダンピング措置を徹底的に利用して産業保護した。改
革開放政策の下で計画経済時代に国産化できなかった石
油化学が，西側諸国からの技術導入で，ようやく中国に産
業として成立した。これを保護するため，ＷＴＯ加盟後の中
国は石油化学品のアンチダンピング措置を頻発して国内
産業を手厚く保護した。

最後に，中国の石炭液化技術開発を考えたい。というの
は，世界で中国だけが今，石炭液化プラント建設を活発に
している。そのルーツは日本の満洲にある。戦前の日本は
満洲 5 ヶ所（撫順，吉林，四平街，奉天，錦州）に石炭液化
工場を作った。そのうち，撫順に建設した直接液化法工場
の水添技術が重質の大慶原油精製用に中国に継承された。
改革開放政策の下で始まった旧留用技術者と中国との技
術交流の中で，この水添技術が再び直接液化法による石
炭液化用に研究開発さるようになり，その技術開発にはＮＥ
ＤＯを通じて日本政府が支援をし，ついに，今世紀初めに
技術を確立して最初の商業設備を産炭地である内蒙古に
建設した。その成功を基に第１１次５ヵ年計画（2006－10
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年），第１２次５ヵ年計画（2011－15 年）で次々に石炭液化
工場が建設された。
単純にいうと以上のようになるが，この間の事情をもう少し
詳しく述べたい。撫順の水添技術が中国に継承されたのは，
これが大慶原油の処理に大きな役割を果たしたから。直説
液化法による石炭液化技術は，高温高圧下で触媒により
水素を添加し，それにより石炭を液状にして性状を石油と
同じものにする。大慶原油というのはものすごく重たい。ど
ろどろで輸送中にすぐ固まってしまう。この大慶原油処理た
めには水添で軟らかくしてやらないといけない。それによっ
て軽質化し，石油精製が易しくなる。毛沢東時代の中国は
撫順の水添技術の研究開発を継続してきた状況が中国の
文献に書かれている。
そして，1978 年に改革開放政策が始まると，撫順復興の
責任者として実績をあげた王新三が，中央政府に登用され
て昇進して国家計画委員の副主任に昇格していた。この王
新三が，改革開放政策の中で，撫順復興に貢献した旧留
用技術者から技術協力を得る目的で来日した。王新三から
の技術協力要請に対し，満鉄を中心とする旧満洲国関係
者が集まって協力する体制作りが作られた。具体的には満
鉄調査部で活躍した伊藤武雄が初代会長になって東方科
学技術協力会が設立され，東方科学技術協力会を窓口と
して石炭液化技術開発の具体策が検討された。旧留用技
術者は訪中して中国に石炭液化工場建設の提言をし，再
び中国で石炭液化技術開発が始まった。このような石炭液
化技術開発を日本政府は新設の NEDO を通じて支援した。
中国文献によると，中国は第６次５ヵ年計画（1981-85 年），
第７次５ヵ年計画（1986-90 年）で，すなわち 80 年代に基礎
研究を始め，さらに第８次５ヵ年計画（1991-95 年），第９次
５ヵ年計画（1996-2000 年）にかけて工業化試験を続け，第
１０次５ヵ年計画（2001-05 年）で国産技術確立に成功して
いる。この 20 年間に NEDO は北京の和平里にある石炭化
学研究所に，最初は 0.1 トン/日のパイロットプランをト建設
し，さらにはこれを 1 トン/日に引き上げた中間試験プラント
を建設して技術指導している。
そして，2004 年には，NEDO が指導した 1 トン/日の中間
試験プラントを独自に一気 6 トン/日に引き上げて成功させ
ている。この時点で中国は独自技術の開発に成功したと思
われる。そのあと，中国は内蒙古のオルドスで 100 万トン/
年の商業プラントを建設して順調な操業を開始した。ここか
ら続々と新しいプラントが出来上がった。こうして世界で中
国のみが商業ベースで石炭液化工場を作り，現在では内
陸でも石油化学に頼らず，石炭を液化して需要の強い合
繊が生産されている。

【質疑･応答】

(司会)
清朝末期から 150 年にわたる中国の工業化，あるいは開
発の発展，世界的な経済状況，中国のいろいろな内部事
情含めてお話いただいた。
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それでは，会場から質問などお受けしたい。

（フロア）
中国に残られた日本の留用技術者の方の件，2 万数千
人もいたということを今日初めて知り，かつまた中国の新た
な復興にきわめて重要な位置づけをされたということである
が，現代の中国ではきちっと評価はされているのか。

（峰）
中国は満洲時代のことは基本的にあまり認めてない。留
用技術者に関する研究もほとんどない。日本には，留用技
術者の帰国後の回顧録はたくさんある。しかしそれをまとめ
た研究はないので，包括的なデータはないと思う。
留用という言葉自身は国民党が作った言葉で，国民党
の時代，中国経済復興には日本の技術者が必要として法
律を作った。共産党は国民党が作った法律をそのまま使用
した。日本の中国侵略に協力したことを恥じた技術者が，
自分から志願して戦後も中国に残留して経済復興に協力
した日本人はたくさんいた。それから中国側に頼まれて，高
給と良い家を提供するから来てくれと言われて，残られた
人もいるようだ。国民党と共産党の両方から誘われて，迷っ
て，大変中途半端な動きをした人もいた。そういうのは個別
に回想録にでているだけで，体系的な留用技術者に関す
る論文はないに等しい。

（フロア）
歴史の話から離れてしまうが，先生は歴史をずっと踏まえ
られて，今の中国の化学企業の競争力あるいは技術力と
いうのは日本を 100 としてどれくらいなのかというのを，感覚
で結構だが，おありであれば教えていただければと思う。

(峰)
先ほどケミカルエンジニアリングではもう世界一といわれ
たと思うが，見聞している範囲内で言うと，これはそういう感
じはあると思う。ただ，日米欧の化学企業は特許に守られ
ているので，海外での化学プラント入札には中国企業は参
加していない。中国企業は日米欧のエンジニアリング企業
の下請けという形で国際入札に参加している。鉄鋼でも同
じことが起きていると聞く。もちろん新日鉄のあの最新鋭の
技術にどこまで匹敵できるか私はコメントできないですけれ
ども，中国内には今の世界水準の工場が中国企業の手で
作られている。セメントの場合は，いわゆる特許の保護とい
うのは日本のメーカーはほとんどしていないこともあり，中国
企業のセメントプラント商談での活躍は一段とすざましい。
中国のセメント技術は改革開放後に日本のセメント企業が
供与したもの。中国のセメント企業は日本技術を習得した
後は，その能力を拡大し，自社技術として世界中でセメント
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プラントを受注し，日米欧のセメント企業は敗退している。し
たがって，中国の技術は決して物まねだけのいかがわしい
感じはない，というのが私の感覚です。

(フロア)
後の石炭液化技術，非常に難しい技術を中国はやってき
たと思う。この最後の結論が良くわからないのは，今の時点
で，主として燃料を作るのを目的として実用化が進んでい
るのか，むしろもっと価格が高い化学用の原料の方に進ん
でいるのかちょっとわからなかった。
先ほどセメントの話だが，私の経験から言うと，セメントは 1 ト
ン当たり 2,3 万円の品物で，工材というのは製品になってい
くと 10 万円，化学製品が 1 トン 10 万円なので，セメントを
長距離輸送して輸出するというのはあまり経済的にメリット
ない。中国くらいはやっているのかもしれませんが，そういう
風な物流の体系になっているんではないかなというのが，
私の経験から少し思った。

(峰)
最初に簡単なセメントからお答えします。セメントは，中
国は，小規模の縦窯というのを全国各地にたくさん作って
地場の需要をまかっていた。世界の最新鋭技術は日本企
業が開発したＮＳＰとよばれる技術。ＮＳＰ技術を導入した
中国セメント企業は，その技術を習得すると改良を重ねて
規模を拡大し，自社の中心工場でクリンカーを安価に量産
した。同時に，従来のコストが高くて品質がおとり環境問題
をおこす竪窯工場を買収して閉鎖し，中心工場からのクリ
ンカーを受け入れて最終製品を需要地に出荷するという戦
略をとっている。
次に石炭液化の方ですが，これはもう少し説明が必要で
す。それで，説明を続けます。中国の状況を理解するのに
は技術を学ぶ必要があり，私は NEDO を度々訪問して
NEDO 技術者から教えてもらった。2000 年初めに中国がＮ
ＥＤＯの日産 1 トンの中間試験設備を越えて日産 6 トンの
中間試験プラントを開発したが，私の記憶では，ＮＥＤＯは
同じ 2000 年初めくらいに石炭液化研究開発を終了してい
る。中国の技術開発が日本の水準を超えたと思われるので，
これにより，ＮＥＤＯは初期の目的を果たしたとして石炭液
化技術開発その終了したのではないか，と私は理解してい
る。私が研究を開始した頃，ＮＥＤＯは既に石炭液化技術
開発研究を終えていた。ただ，ＮＥＤＯには石炭液化の専
門家が何人かいた。私は中国のその後の状況を報告し，そ
の NEDO の専門家の方に中国の状況を解説してもらった。
NEDO の説明によると，戦後ずっと石油価格が安かった
ので，戦前やっていた日本とドイツもほとんど石炭液化研
究開発をやらず，戦後の新しい技術進歩はなかった。アメリ
カは基本的に石油が豊富だから石炭液化には関心がなか
ったが，エクソンとかシェルとかいういわゆるオイルメジャー
ズは，石油の代替品である石炭液化の状況を知っておきた
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いと関心を示し，一部研究していた。しかし石油の値段が
安かった。そのためほとんど技術進歩はなかった。その間，
中国は撫順の水添技術の研究開発をずっと大慶油田のた
めに継続していた。そのためにデータの蓄積も豊富だった
と推測する。
それが改革開放になって日本人留用技術者が訪れて，
水添技術研究が石炭液化技術研究として再開された。同
時に日本政府はＮＥＤＯを通じて資金面で，人的資源で，
教育研修で中国の石炭液化技術開発を支援した。元来，
日本の戦前の石炭液化技術は，最高技術を持ったドイツ
に大きく遅れていた。しかし，ドイツの技術をもってしても，
当時の低い石油価格では，経済性がなかった。そのため，
民間企業によりなされた戦後のドイツ技術開発は進歩がな
かった。ところが，日本では当時の石油危機もあって国家
資金により戦略的な研究がＮＥＤＯでなされた。そのため，
ＮＥＤＯの技術水準は戦前のドイツに追いつき戦後世界の
最高水準にあった，と NEDO から説明を受けた。その日本
技術が，改革開放後の 20 年間にわたる支援により，2000
年初めに中国に移転され，中国は日本の水準に達し，さら
に日本水準を凌駕した。このような状況の結果，現在，数
多くの石炭液化工場が中国各地で稼働している。
中国の石炭液化工場は，石油化学工場が建設されない
内陸部で，エチレンやプロピレンやテレフタル酸などの石
油化学製品を生産している。合繊は沿海部では今やほと
んど自給できた。だが奥地は自給できていない。しかし，奥
地には石炭がある。この石炭を液化して，それを燃料では
なくて原料に，テレフタル酸を作る。そういう工場が，現実に
第 11 次 5 か年計画，第 12 次 5 ヵ年計画でたくさん出てき
た。テレフタル酸を原料とするポリエステル繊維の内陸部で
の自給に現在大きな役割を果たしている。
もう一つ原料炭についても説明を追加したい。原料炭と
しては瀝青炭が望ましい。褐炭を原料とする液化は難しい。
先ほど立地が 3 つあるといったが，それは内蒙古と雲南と
黒竜江省。内蒙古と黒竜江省は NEDO が支援した。共に
瀝青炭。雲南は褐炭。褐炭は非常に難しい。雲南はドイツ
が支援した。結局この３つの中で残ったのが内蒙古で，内
蒙古で最初の石炭液化工場建設が始まった。内蒙古で生
産が始まって他の地域に波及していった。雲南の褐炭に関
しては，中国政府も非常に心配をしていた。そこでドイツの
資本参加がないと認めない，という条件がついていた。詳
細はわからないが，現実としてドイツは，この雲南計画に入
っていない。したがってドイツは中国からの要請にもかかわ
らず，この技術は供出しただろうが，雲南での褐炭プロジェ
クトには参画していない。ところが，次々に内蒙古で成功し
て以来，各地に石炭液化工場の稼働が始まり，そのうち雲
南でも石炭液化工場運転が始まったという記事がいくつも
出ている。雲南でも，供与されたドイツ技術を基に自力で褐
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2．講演資料

(フロア)
どんな事情があって，中国が石炭液化技術を一生懸命
やったことが今，非常にメリットになっているのか。

(峰)
満洲で生まれた水添技術が毛沢東時代に継承され，更
に改革開放政策の中で発展して石炭液化技術開発となり，
そして中国独自の技術改良が加わって，今，世界に花開
いている。今，中国だけが世界で石炭液化工場を運転して
いることを，事実としては人々が知っている。だが，その歴
史的な背景は知られていない。石炭サイドからだけの研究
ではその実態が理解できにくい。中国の石炭液化工場建
設は世界の話題になっているが，そのルーツは戦前日本
が懸命に開発研究した満鉄撫順の石炭液化工場にある，
ということを知っていただきたくて本日紹介した。

【閉会】

ご質問も尽きないと思うが時間である。最後のお話のよう
に，この 150 年の中国独自の歴史の中で，中国独自の化
学技術が生まれ育ち，その間，国際的な技術交流を持ち
ながら，現在いくつかの技術が花開いてきている。今日は
中国には強い化学工業があるという，きわめて壮大なお話
を伺うことができた。改めて，峰先生に拍手をお送りいただ
きたい。
（了）
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