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■ 研究会開催報告 ■ 

 「米中『最先端技術競争』の構造を読み解く」 
日 時：2020 年 8 月 28 日（金）15：00～16：00 
開催方法：WEB セミナー(Zoom 利用) 

 
【講演概要】 

 科学技術分野での中国パワーは日本を追い越し、米国に肉薄しています。研究開発費、研究者数、論文数、国際特許

で中国はすでに米国を凌駕しました。中国の強みは共産党政権による意思決定の速さ、豊富な資金と人材、そして社

会実装の驚異的なスピードです。一方米国は基礎研究の厚みと先端民間企業のパワーを武器に、中国のチャレンジを

迎え撃つ形です。中国の「強国主義」と米国「Me First」の激突はグローバル世界に何をもたらすのか、宇宙、原発、

デジタル革命、ファーウェイ問題などを中心に、現地取材と豊富なデータで対立の構図を読み解きます。 

 

【講師紹介】 倉澤 治雄 （くらさわ はるお）氏： 科学ジャーナリスト 
 

＜略歴＞ 

1952 年千葉県生まれ。 

東京大学教養学部基礎科学科卒業。 

フランス国立ボルドー大学第三課程博士号取得(物理化学専攻)。 

1980 年、日本テレビ入社。科学技術、警察、司法、防衛、国際問題などを担当。 

北京支局長、経済部長、政治部長、メディア戦略局次長、報道局解説主幹などを歴

任。 

2012 年、国立研究開発法人科学技術振興機構中国総合研究センター・フェロー 

2017 年、科学ジャーナリストとして独立。 

著書に『中国、科学技術覇権への野望~宇宙・原発・ファーウェイ』(中公新書ラク

レ)、『原発爆発』(高文研)など多数。 
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1.講演録 
【開会】 
 (司会) 

これから第 133 回中国研究会を始めさせていただ

く。当会は久しぶりの開催となるが、今回より当面の

間、オンラインでのウェブセミナーとして開催する。 
今回は科学ジャーナリストの倉澤治雄さんにご登壇い

ただく。講演タイトルは「米中『最先端技術競争』の

構造を読み解く」。倉澤さんは、東京大学を卒業後、

フランスの国立ボルドー大学にて博士号を取得され

た。その後日本テレビに入社し、科学技術などを広く

ご担当された後、北京支局長、経済部長、政治部長、

メディア戦略局次長、報道局解説主幹を歴任された。

その後、当 CRSC センターのフェロー、2017 年から

は科学ジャーナリストとして活躍されている。近著と

しては、「中国科学技術覇権への野望」がある。 
それでは倉澤さん、どうぞよろしくお願い致します。 
 
（倉澤氏） 

よろしくお願いします。 
とにかく毎日いろんなことが起きている。特に米中

の対立のエスカレートにコロナの件が加わって、人類

にとって 21 世紀最大のピンチではないかと、私は思

っている。このピンチをどうやってチャンスに変えた

ら良いか、人類の叡智が試されている状況と考えてい

る。早速本題に入りたい。 
まず、外交や安全保障に関する米中の対立軸を整理

してみた。香港や新疆ウイグル自治区の問題、新型コ

ロナ、西太平洋問題などがある。最近、私自身が非常

に驚いたのが、アメリカによる積極的関与政策の放棄

である。経済や安全保障上の国交を深めることで中国

と連携していく、あるいは中国の政治改革を進めると

いうディープエンゲージメント(関与政策)というの

は、1972 年のニクソン大統領の訪中時からのアメリ

カの一貫した政策だったのだが、これが放棄されてし

まった。 
科学技術や経済、産業に関わるところで言うと、貿

易戦争、知財戦争、そしてアメリカからの産業政策に

対する批判がある。先端技術戦争と調達禁止、輸出規

制、それからアメリカの株式市場での中国企業による

投資規制や上場制限も挙げられる。2018 年から始ま

っている、留学生や研究者へのビザの制限といった頭

脳循環の切断や「孔子学院」の問題など、多岐にわた

る。これは、中国の存在が非常に大きくなり、「世界

の工場」から「イノベーション強国」あるいは「科学

技術強国」へ進んできたということでもある。 
私自身の問題意識を先に申し上げると、科学技術の

理解無くしてはこれからの国際情勢を読むことは不可

能であろうということだ。そのためには、中国の科学

技術力を偏見無くフラットに見る必要があると思って

いる。そして、米中の対立というものが日本にどのよ

うに影響するのか、あるいは日本はどのように対応す

べきか、きちんと考えなければならない時代になっ

た。米中の対立がエスカレートすると、日本も含め、

本当に誰も幸せにならない。だからこそ、日本はどの

ように振る舞うべきかきちんと考えるべきだ。 
 
1. 中国の基礎的科学技術指標をフラットに読む 

まず、中国の基礎的科学技術指標をフラットに読ん

でみたい。個別の数字にはとらわれず、このグラフの

カーブのあり方を見て、このカーブが今後どうなって

行くか、皆さんの想像力を働かせてみてもらいたい。

まず民間企業含めた研究開発費総額だが、2018 年に

は中国はアメリカを抜いている。その行き着く先はど

こか、想像してみていただきたい。国の予算ベースで

は、2010 年に既に中国はアメリカを抜いている。ご

存知の通り、中国には、国内総生産（GDP）が科学技

術予算の伸び率を上回らないといけないという科学技

術進歩法があり、2000 年頃から科学技術予算は非常

に大きく伸びている。 
日米中の研究者数の推移を見てみる。アメリカは研

究者数を公表してはいないのだが、中国が上回ってい

ることは明らかだ。2008 年から 2009 年にかけて中国

の研究者数は落ちているが、これはリーマンショック

のせいではなく、中国が研究者の定義を変えたからで

ある。経済協力開発機構（OECD）のフラスカティ・

マニュアルに研究者の定義があるのだが、それに厳密

に従うことにしたので研究者数が落ちた。しかしそれ

でもまたすぐ、アメリカの研究者数を抜いたのであ

る。もし、以前のままの研究者定義であればものすご

い数になっていたであろうことを考えると、現在研究

者とされている人たちの背後には、これまたものすご

い数の研究者予備軍がいるということがご想像いただ

けるだろう。ちなみに今年の中国の大学卒業生数は

850 万人だ。高度人材がこれだけ輩出する国は中国以

外にあり得ない。 
それから論文数。論文の数え方はいろいろあるが、

ここではエルゼビアのスコーパスというデータを見た

い。2017 年には中国がアメリカを抜いている。留学

生数においても、1978 年には中国から海外へ出る学

生の数は 1,000 程度であったのに対し、現在は 60 万

人を超えるところまで来ている。そしてもうひとつ注

目してほしい点がある。2001 年や 2002 年頃は留学し

た後、中国へ帰って来る人はそれほど多くなかったの

だが、いまや 7 割から 8 割の人は中国へ帰ってきてい

る。これが何を意味するかというと、海外に残って研

究活動をしている人がかなりいるということだ。100
万人、150 万人も言われる数の人々が、海外で活躍し

ている。加えて、中国国内へ戻って来た人がネットワ

ークをつくっている。これは大きなポイントだ。ちな
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みに、論文だけで言うと、全米科学財団(National 
Science Foundation)の科学技術論文のランキングで

も、2016 年時点で中国はトップに立っている。日本

はインドにも抜かれ、第 6 位だ。 
日経新聞とエルゼビアが共同で行った調査では、非

常に面白い結果が出ている。日本の研究者が、科学技

術に関するどのテーマが一番重要かということを投票

し、そのテーマごとに論文のシェアを調べたデータが

ある。1 位はペロブスカイトと言う、次世代の太陽電

池の材料だ。これは宮坂力先生という、日本の研究者

が発明したペロブスカイト太陽電池だ。しかし、この

データを見ると、論文のシェアの 41 パーセントが中

国で、その次に来るアメリカは 21 パーセントだ。ま

た、カーボン粒子ドットはカーボンナノチューブを発

見された名城大学の飯島澄男先生の研究に関するもの

だが、その論文シェアは中国が 6 割を占めている。光

触媒は東京理科大学の学長を務められた藤嶋昭先生の

研究がもとになっており、最近も抗ウイルス効果があ

るということで注目を浴びているのだが、なんと論文

シェアの約 8 割は中国である。 
中国の論文と言うと、ジャンクペーパーが多いので

はないかとか言われるのだが、引用度の高い重要論文

の国別ランキングデータを見てみたい。これはクラリ

ベイト・アナリティクスという会社が調べたものだ

が、1994 年から 1996 年の 3 年平均だと、日本は 6 位

で中国はまだ 18 位だった。ところが 2014 年から

2016 年の 3 年平均になると、中国はアメリカに次い

で 2 位となっている。つまり、重要度の高い論文が中

国からたくさん出てくるようになったということがお

わかりいただけるだろう。 

 

こうしたデータからわかることはたくさんある。

1994 年から 1996 年の 3 年平均では上位 20 カ国に入

っていたロシアは 2014 年から 2016 年の 3 年平均の

ランキングには入っていないが、逆に韓国やインドが

入ってきている。このように長いスパンで重要度を見

てみても、中国や韓国、インドから質の高い論文が出

てきているということだ。 
引用度の高い論文の著者数の国別ランキングもあ

る。中国の研究者、すなわち中国の研究機関に所属す

る著者数は、2019 年、アメリカに次いで 2 位となっ

ている。ちなみに日本はトップ 10 に入っていない。

所属機関ランキングを見ても、上位 10 機関はほとん

どアメリカの機関だが、中国科学院が第 3 位に入って

いる。中国科学院はもはや世界最大の研究機関でもあ

り、武漢のウイルス研究所も中国科学院の傘下にあ

る。このように、非常にレベルの高い論文を書く著者

が中国にたくさん現れている。 
もうひとつ注意しておかないといけないのが、アメ

リカの研究者の中には中国系の研究者もたくさんいる

ということだ。一番有名なのはブロード研究所にいる

フェン・チャンという、ゲノム編集のノーベル学賞レ

ベルの研究者がいる。中国の研究者が世界の科学技術

に対し、質的にも量的にも、高く貢献しているという

ことがおわかりいただけるだろう。 
基礎的なデータからわかることもたくさんある。ど

のデータを見ても、中国はだいたい 2000 年くらいか

ら伸びている。2000 年というと、1999 年の建国 50
周年を経て、胡錦涛氏が国家主席になった時だ。一

方、アメリカにとっても 2000 年頃と言えば、2001 年

に 9.11 が起こるという、重要な時代であった。アメリ

カがテロと戦ってきたこれまでの 20 年間に、中国は

これだけ力をつけてきたということで、非常に危機感

を持っていることがうかがえる。 
量的にもアメリカを凌駕しつつある。これはアメリ

カの研究機関も認めているところである。質的にはま

だアメリカの方が上だが、中国はそれを猛追してお

り、背中が見え始めていると言える。 
 
そして発展のスピードだが、これは科学史上、前例

を見ないスピードで拡大している。先ほどの論文のデ

ータや、日経新聞とエルゼビアの調査でもわかるとお

り、産業に直結しているエンジニアリング、工学の部

分については、中国は相当頑張っていると言える。逆

に医療やライフサイエンス分野では、まだ発展の余地

があるというのが現状だ。 
先ほど申し上げたように、留学生や研究者といっ

た、国外に出ている人たちが知的ネットワークを構成

していることも重要だ。ちなみに、マサチューセッツ

工科大学（MIT）だとかハーバードなどの大学のウェ

ブサイトで、大学教授にどんな方がいるか見てみる

と、数学、物理学、化学などの基礎研究の分野でも、

中国系研究者の名前が必ず見られる。非常に広大なネ

ットワークを構成していると言える。そして中国の国

家指導者は、理系出身が大半だ。かつて、江沢民政権

までは旧ソ連への留学組だったが、習近平政権の第 6



 

4 

世代あるいは第 7 世代に移行するうちに、欧米留学組

になっていくだろう。 
 
2. 中国の科学技術政策・産業政策を読む 

重要なことは、農業、工業、国防、科学技術の４つ

が、中国の現代化の大きなベースであった。そして科

学技術は、農業も工業も国防も発展させるベースにも

なるという、非常に重要な地位を与えられていた。だ

からこそ、中国科学院が、1949 年の中国建国の翌月

に創立されるという歴史的な経緯がある。 
中国の産業戦略についてだが、ブロードバンド・チ

ャイナや一帯一路、インターネットプラス、国家イノ

ベーション発展戦略要綱といった政策が次々と打ち出

された。2018 年には習近平国家主席が、中国は「世

界の工場」から「科学技術強国」になると明確にし

た。 
ここからは産業に近い話をしていきたい。世界知的

所有権機関(World Intellectual Property 
Organization, WIPO)という組織が出している国際特

許出願数ランキングというのがある。 
わかりやすくするために、6 年ごとのデータを持っ

てきた。2006 年時点では、アメリカの国際特許出願

数が一番多くて、日本は第 2 位、中国は第８位であっ

た。これが 2012 年になると中国は第 4 位になり、

2018 年は日本を抜いて第 2 位、2019 年にはついにア

メリカをも抜いて第 1 位となった。 
国際特許の出願数は現在中国が 1 位だが、実態はど

うなのかというところだ。出願した特許にどれほどの

価値があるか。特許を含め、イノベーションに関する

ランキングは、世界中にたくさんある。例えば国際経

営開発研究所(International Institute for 
Management Development, IMD)の「世界競争力ラ

ンキング」を見ても、中国は 15 位、14 位と、かなり

いいところまできている。日本は 34 位で、かなり下

まで落ちてしまっている。ちなみに IMD の「行政機

関の効率化」のランキングによると、63 の対象国の中

で日本は 44 位だ。「デジタル化」のランキングの中で

は 63 カ国中 62 位ということで、日本はデジタル化最

貧国であると私は呼んでいる。それほど日本の凋落ぶ

りは激しい。 
中国のユニコーン企業について申し上げたい。ユニ

コーン企業とは、株式は公開していないが、時価総額

にして 10 億ドル以上の企業を指す。全 464 社のう

ち、アメリカの企業は約半分の 222 社で、中国の企業

は 119 社ある。中国の 1 位は TikTok で有名なバイト

ダンスだ。2 位は配車アプリを運営する滴滴出行、世

界のドローンシェアの 8 割を占める DJI は 4 位にきて

いる。中国にはユニコーン企業が目白押しだ。ちなみ

に日本には 3 社しかない。分散型のコンピューティン

グ、AI、スパコンを造っている preferred networks、

情報配信サービスのスマートニュース、そしてリキッ

ドというフィンテックの会社のみだ。ユニコーン企業

を見ても、中国の企業が非常に伸びてきていることが

おわかりいただけるだろう。 
 
宇宙や原子力といった分野も見てみたい。というの

は、ひとつの国の科学技術力を測る上で、こうした分

野は非常に重要な指標だからである。当然のことなが

ら、アメリカはスペース X やブルーオリジンなど、民

間のベンチャー企業が主体となっていて、「ニュース

ペース」と呼ばれる新しい宇宙ベンチャーがたくさん

出てきている。一方、中国はまだまだ国策としての宇

宙開発が進められていているのだが、着々と成果を上

げてきている。 
「長征（ちょうせい）５号」と言って、中国が今一

番力を入れている主力のロケットがある。１号機の打

ち上げは成功したのだが、２号機の打ち上げには失敗

してしまった。長いこと部品の回収や事故原因の究明

が行われていたが、昨年 11 月には再び打ち上げに成

功した。これは非常に重要なミッションを担ってい

て、今年の７月には火星探査機の打ち上げにも使われ

た。それから、これから打ち上げが予定されている宇

宙ステーションもある。名前は「天宮（てんきゅ

う）」と言い、１号２号は既に打ち上げられ、地上に

落下もしている。 
国際宇宙ステーションが 2024 年に退役する予定だ

が、現在アメリカの議会でこれを 2030 年まで延長し

ようという議論がされている。いずれにしても国際宇

宙ステーションの管理は民間に移行することが決まっ

ている。その間隙を埋めるように、中国は宇宙ステー

ションの打ち上げを計画している。中国が現在持って

いる開発中のロケットで、一番大きなロケットは「長

征 9 号」と言う。これは、アポロ 11 号の打ち上げに

使われたサターン５型ロケットをほぼ上回るくらいの

大きさがある。全長 100 メートルを超える超大型ロケ

ットである。この「長征 9 号」の第１弾のエンジン開

発に成功したと、昨年の新華社通信の記事に出てい

た。このロケットで、月の有人探査を行うという計画

も既に出ている。中国はロケット開発について意思決

定も速く、次へ次へと新しいものを生み出している。 
「嫦娥 4 号（じょうが）」という探査機が、昨年１

月に月の裏側に到着して、今でも動いている。「嫦娥 4
号」のすごいところは、月の裏側の南極近くに着陸し

たことだ。月の南極近くには大きなクレーターがあ

り、そこだけ太陽の光が当たらないので、水があるの

ではないかと言われている。それを現在探査している

のは、非常に驚異的なことである。月の裏側というこ

とで通信環境も悪いのだが、月の裏側を結ぶ地点に

「鵲橋（じゃっきょう）」衛星を置いて通信している

のだが、これも非常に画期的と言える。 
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測位衛星システムも大きな存在のひとつである。世

界には衛星利用測位システム（GPS）とかグローナス

などいろいろあるが、中国は「北斗」というシリーズ

を今年 35 機打ち上げてシステムが完成している。一

帯一路の国を中心にどんどん普及させていこうという

ことで、測位測距の衛星として非常に使える状況にな

っている。 
先ほど申し上げたように、この 7 月には火星探査機

も打ち上げた。火星探査機の打ち上げは非常に難し

い。アメリカとアラブ首長国連邦（UAE）も今年打ち

上げたのだが、中国の打ち上げで画期的だったのは、

火星の周回軌道だけでなく、火星への着陸機、着陸し

た後のローバーの 3 つを一緒にやってしまうという野

心的なチャレンジだったことである。ちなみにアメリ

カは 1971 年に火星の周回軌道への導入は成功したの

だが、着陸させるには 5 年かかり、ローバーを放出す

るには更に 20 年必要だった。中国は衛星の打ち上げ

数でも 2019 年に米ロを抜いており、非常に野心的で

バラエティに富んだ宇宙開発を進めていると言える。 
 

もうひとつは原子力開発である。日本は 2010 年ま

では 54 基の原子炉が稼働していて世界第 3 位だった

のだが、福島第一原発の事故もあり、2018 年に中国

に抜かれた。現在、中国では 47 基の原子炉が稼働し

ており、世界第 3 位となっている。2050 年までに発

電設備容量で 4 億キロワットを目指すと言っているの

で、100 万キロワット級の原子炉を 400 基必要という

ことになる。もちろん、この通りにいくかどうかはわ

からないが、少なくとも計画としてはこれだけ大きな

規模を考えているということだ。2030 年には世界一

の原発大国になるのではないかとも言われている。中

国の原発は、ほとんど全て加圧水型原子炉

（Pressurized Water Reactor, PWR）で、事故を起こ

した福島の沸騰水型の原子炉は一基もない。福島第一

原発事故でストレステストもきっちりやり、第三世代

以上の原発でないと建設してはいけないということに

なっている。 
私が一番注目しているのは、欧州加圧水型炉

(European Pressure Reactor, EPR)の件である。160
万キロワットというとんでもなく大きい原子炉なのだ

が、これを開発したフランスよりも早く、中国が運転

を開始してしまった。それからウェスティングハウス

が開発した AP1000 という次世代の原子炉があるが、

これも本家に先んじて稼働させてしまったことも大き

い。 
中国の原子力発電所は海外から技術を導入して国産

化率を上げていくという手法だったのだが、それを統

合して「華龍（かりゅう）1 号」という非常に戦略的

な原子炉を造った。これを高速鉄道と同じように、一

帯一路の国を中心に輸出していこうという戦略を立て

ている。また、「華龍 1 号」については、炉心溶融の

ような大きな事故を起こす確率は 1,000 万年に 1 度で

あるという、安全性の高さもアピールしている。細か

い話は省くが、核燃料サイクル、高速炉、トリウム炉

といった開発にも中国は邁進している。 
AP1000 というのは、格納容器の上に水を貯めてお

いて、何かが起きた際には原子炉に水がどっと注がれ

るような、受動的な安全性を備えた原子炉である。

EPR は原子炉の一番底にコアキャッチャーというのが

ついていて、原子炉が溶けてもキャッチできるように

なっている。そして「華龍 1 号」は受動的な安全性と

能動的な安全性を兼ね備えていると言われている。 
ただ、良いことばかりではなく、中国が一番頭を悩

ませているのが、内陸部に原子炉を造るかどうかとい

うことだ。西部大開発だとか一帯一路を考えれば、内

陸部の方で一番ニーズは高いのだが、三峡ダムで問題

になっているとおり洪水があるし、そもそも農業用

水、工業用水、飲用水含めて水資源が非常に限られて

いる。事故が起きると下流にある沿岸部の大都市にも

影響を与えるということで、内陸部に造るかどうかと

いうのが、中国の今後をうらなうメルクマークになる

かと思う。 
それから、原子力をベース電源として使うのかどう

かということも定まっていないように見受けられる。

中国の原子炉は 18 カ月運転なので、本来であれば稼

働率はものすごく上がっていいのだが、特に遼寧省に

ある原子力発電所などは稼働率が 6 割くらいだ。やは

り石炭火力が発電だけではなく、地域の暖房などにも

使われているということで、原子力をベース電源に位

置づけていくのかどうかという点は、若干揺らいでい

る。 
あとは、中国でも地元の反対運動が結構あって、計

画が撤回されるようなケースもある。そして最大の問

題は人材である。原子力工学という意味では、人材を

たくさん生み出す素地はあるのだが、規制や安全研究

の方面では人材が手薄なのではないかと指摘されてい

る。こうしたことは、中国の今後の原子力開発をうら

なう大きな課題になってくるだろう。 
 

既に皆さんよくお聞きになっていると思うが、中国

のデジタル技術の社会実装の進化が凄まじい。私など

は 3 カ月中国に行かないと、全く別の社会になってい

ると実感する。ちなみに、中国のネットユーザーは 8
億人を超えている。特にモバイルネットユーザーは 8
億 4,000 万人になっていて、スマホを持っていないと

何もできない。お金を支払うこともできないしタクシ

ーも呼べないという状況だ。この社会実装の速さはと

んでもないスピードだ。 
シェアリング自転車のビジネスが始まったのは

2016 年頃だったのだが、この普及の早さはとんでも
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ないスピードだった。また、行政システムとして「天

網（てんもう）」というものがあるが、顔認証のつい

た監視カメラを中国国内に約 6 億台配備して 14 億人

を 1 秒で認識するシステムを構築しようとしている。

これは BBC 放送の記者が実際に試してみたのだが、

姿を見せてから意図的に隠れて 7 分数十秒で居場所が

突き止められたそうだ。 
そして社会信用スコア。ひとりの個人の信用スコア

が点数で表示されるという時代になってきている。

SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）の

利用履歴だとかウェブサイトの閲覧履歴、購買履歴な

どが銀行の口座や身分証明書、顔認証とつながってし

まうという時代になっている。欧米のメディアはこう

いった現状をデジタルディストピアと呼び、弊害もあ

るのではないかと懸念している。 
メディアでは毎日のように、数十年にわたって逃げ

回っていた犯罪者が捕まったと報道されている状況

だ。深圳で見かけたのだが、顔認証用カメラに顔を向

けて体を左右に動かすと、カメラもそれに合わせて動

く。これを支えているテクノロジーが、QR コード、

人工知能（AI）の技術、生体認証、第５世代移動通信

システム（5G）、ロボティクスといったものだ。この

ような技術が速いスピードで社会実装されているの

が、現在の中国社会である。 
もうひとつは電気自動車だ。私は深圳に行って本当

に驚いたのだが、自家用車だけでなく、タクシーでも

バスでも公共交通機関は電気自動車に変わっていた。

これで産業構造が本当に大きく転換するであろうと感

じた。部品の数は従来の自動車のだいたい 3 分の 1 か

ら半分くらいになってしまうからだ。 
 
3. ファーウェイ問題をフラットに考える 

次にファーウェイ問題についてである。私がこの企

業に注目したのは、研究開発費が非常に大きい点であ

る。だいたい投資額が年間で 2 兆円だ。例えば、日本

の国立大学の運営費交付金は約 1 兆 1,000 億円であ

る。ファーウェイはこの 2 倍近くの金額を 1 年間に研

究開発費に投じていて、技術オリエンテッドな企業に

なっている。国際特許出願数については、ファーウェ

イは 2008 年にトップとなり、その後 ZTE と 1 位 2 位

争いを続けてきた。しかし 2018 年は断トツで出願数

が多く、1 位となっている。2 位は三菱電機、3 位は

インテル、4 位はクアルコムと続くが、これらの企業

のほぼ倍くらいの特許出願数となった。5G において

は圧倒的な技術力を誇っている。日本では 5G につい

てはファーウェイを排除する動きになっているが、そ

の前に、ファーウェイの技術は何が強みなのか、どう

いった企業なのか、いま一度フラットに見つめる必要

があるだろうと考えている。 

特に日本の企業にとって、ファーウェイは非常に重

要なポジションにある。日本企業からの調達額を見る

と 2011 年からぐっと増えていて、パナソニックやソ

ニーなど含めた部品コンポーネントの調達額は 1 兆

1,000 億円だ。これは日本が中国に輸出する輸出総額

の約 6 パーセントを占めていて、非常に重要なお客さ

んだと言える。日本にも NEC や富士通など、素晴ら

しい 5G のベンダーがいるので頑張ってほしいと思う

のだが、やはりこのファーウェイの力をどのように使

うかということも、もう一度きちんと考えるべきだろ

うと、私個人は思っている。 

 

そのためには何をすべきか。日本は通信ネットワー

クのサイバーセキュリティをきちんと評価、検証する

機関がない。これが圧倒的に力不足の原因になってい

る。また、これから 6G へとつながっていくわけだ

が、5G の技術はどういう技術なのかということをも

う一度きちんと考えてみる必要があると思う。欧州連

合（EU）の勧告というものがあるのだが、これは非

常に良くできている勧告だ。5G というのは選挙を含

む EU の民主社会にとって、非常に重要なインフラで

あると書いている。ただ単に、高速大容量だとか超多

数接続だとか技術的にどうこう言う以上に、これから

のモバイルの通信ネットワークが日本の産業や民主社

会にとってどういう意味があるのか、きちんととらえ

ていきたい。 
 

ファーウェイが 1987 年に深圳に創業した時のアパ

ートを視察した。松山湖というところには、研究施設

もある。ファーウェイの技術力を示す施設はたくさん

あるが、電波無響室は非常に大きく、私は現地で本当

に驚いた。サイバーセキュリティのラボでは、ファー

ウェイの全ての製品、ソフトウェアがセキュリティチ

ェックされる。ガリレオと呼ばれる 5G のショールー

ムもできていて、ここで 5G の技術的なものを全て見

ることができる。それから 5G だけではなく、スマホ

の組み立てラインも見たが、日本のトヨタ自動車の
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OB の指導によって造ったそうだ。ファーウェイに

は、こうした日本の生産ラインの技術がかなり入って

いる。ファーウェイの基盤を築いた CC08 という、90
年代にファーウェイが造ったデジタル交換機も見てき

た。これは世界で一番売れたと言われていて、今日の

ファーウェイがあるのも、この CC08 のおかげと言っ

てもいいだろう。 
ファーウェイの経営方針は、中国では非常に特異と

みなされる方針をとっている。まず、経営者は選挙で

選ばれる。選挙とひとことで言っても、中国には選挙

という制度はない。一般人が選挙で誰かを選ぶという

ことはない。それからファーウェイの株式は、9 万

6,000 人の社員が社員株主となっているので、非常に

分散化されている。最高経営責任者（CEO）が持って

いる株も 1 パーセント程度で、もしかしたら今は 1 パ

ーセント切っているかもしれない。このように、ファ

ーウェイの経営方針は非常に特異と言える。 
ファーウェイを生んだ深圳という町を少しご紹介した

い。華強北というところがあり、ちょうど中間層の人

が多く住む場所なのだが、本家本元のシリコンバレー

で 3 カ月くらいかかるものが、ここでは 1 週間くらい

でできてしまう。それくらい部品やいろんなノウハウ

が集積された町だ。また、先ほども申し上げた DJI と
いうドローンの会社の従業員の平均年齢は 26.7 歳だ

が、考えていることはもはやドローンではなく、月面

自動車である。先のまた先のことまで考えている、非

常にクリエイティブな会社であった。それから比亜迪

（BYD）という電気自動車の会社を取材にいったとき

も驚いたのだが、やっていることが既に電気自動車で

はなかった。都市を三次元で使ったらどういう交通シ

ステムができるかという研究をしていたのだ。一歩も

二歩も先の研究をしている企業が集まっているのが、

深圳という町だ。 
 
4. 新型コロナ感染症とコロナ後の世界と日本 

時間の関係で、コロナに関する部分は少し省くが、

ひとつだけ申し上げておきたいことがある。人工ウイ

ルス説だとか武漢のウイルス研究所から出たのではな

いかとか言われているが、世界中の論文を見てもこれ

らはほとんど否定されている。中国にはコウモリを自

然宿主とするウイルス感染症の世界トップレベルの研

究者がいる。今回のコロナウイルスは、キクガシラコ

ウモリという小型のコウモリが自然宿主で、センザン

コウなどの中間宿主を経て人間に感染したのだろうと

言われている。中国は武漢であれだけクラスターが発

生したが、とにかく 14 億の人口の中で抑え込んだ。

数字が正しいかどうかは別として、抑え込んだことは

事実である。都市封鎖をきちんとやったということ、

コウモリを自然宿主としたウイルス研究が進んでいた

こと、重症急性呼吸器症候群（SARS）の経験によ 

るワクチン開発も進んでいたこと、ロボットやドロ

ーン、画像診断装置といったデジタル技術を総動員し

たことも、コロナウイルスの押さえ込みに貢献した。

これらは政府が主導してやったというより、アリババ

やテンセントといったベンチャー企業が、技術やノウ

ハウを総動員してつくり上げていったということが大

きかった。雲南省では、アリババグループが作った健

康管理アプリが、新型コロナウイルスのためだけでは

なく健康管理のために、ひとつの社会インフラとして

使われるようになってきている。 
 
5. 米中対立の中で日本はどのようにふるまうのか？ 

最後に米中の関係の問題である。2018 年 10 月、科

学技術をめぐる米中の新しい冷戦が始まってしまうよ

うなペンス副大統領の演説があった。そのとき彼は、

「中国は 21 世紀に世界の最先端産業の 90％を支配す

ることを目指して、あらゆる手段で知的財産を取得し

ている。中国共産党はそれを窃取して、しかも軍事転

用している」と語った。政治的な意味はともかくとし

て、中国の科学技術、産業や社会がどのように変化し

ているかということは、やはりフラットに見ておく必

要がある。 
冒頭で米中の対立は誰にも幸福をもたらさないと申

し上げたが、デカップリング、サプライチェーンの分

断をはじめ、日本企業も「安全保障」、「デュアルユー

ス」、「輸出管理」「セキュリティ」などに対して敏感

にならないといけない。それから通信インフラやプラ

ットフォームにおける技術規格の分断が起きる懸念が

ある。技術の標準化、あるいは規格化のイニシアチブ

をどこが取っていくのかという争いが既に始まってい

る。知的財産や人材の囲い込みなども進みつつある。

最後に残されたのは金融システムだ。銀行間の国際決

済に関する SWIFT（スウィフト）というシステムが

あるが、ここから中国は離脱するのではないかと言わ

れている。ブロックチェーンを利用したデジタル通過

の問題もある。こういったことから、アメリカ最大の

シンクタンクは「グローバル・テクノロジーの終焉」

と表現している。こうした中で、日本はどうしていく

のか。日本はアメリカと同盟関係にあり、中国は最大

の貿易相手国だ。日本は両国の分断を煽る方向ではな

く、繋ぎ止める役割ができるのではないかと、私は考

えている。宮本雄二元中国大使も、米中双方が互いの

良いところも悪いところも認め合うよう、「悟りを開

いて」という表現を用いて、世界の幸せのためにどう

するか考えてほしいとおっしゃっていたが、私も全く

同感である。科学技術は誰のものかと考えれば、地球

に住む 70 億人にとっての成果であり、道具であり、

幸せに導くものだと思う。日本はそのためのイニシア

チブを取るべきだし、そのためにも日本自身が科学技
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術立国としての復興を進め、良い成果をあげるような

努力をすべきだろう。 
 

最後に少し宣伝させていただきたい。「中国、科学

技術覇権への野望」という著書を出版しているが、こ

の本や、本日聞いていただいた私の話を、米中の問題

を考えるきっかけにしていただければ幸いである。私

は残りの人生、日本の科学技術が復興して、キラリと

輝くような素晴らしい日本が維持されることを、本当

に心から願っている。何かご意見があれば私にご連絡

いただければと思う。ご静聴ありがとうございまし

た。 
 
【質疑応答】 
（司会）  

倉澤さん、ありがとうございました。いくつか質問

をいただいているので、お伺いしたい。 
中国の科学技術は、研究資金や人数、アウトプットの

部分でアメリカに近づいてきていることが数字に表れ

ている。例えば日本の研究者とか学術界、もしくは倉

澤さんご自身の実感としては、どう見られているの

か。 

 

（倉澤氏） 
中国の科学技術にも課題はたくさんある。文化大革

命という大きな出来事があったので、基礎研究の蓄積

はまだまだ少ない。また、国の政策に合ったエンジニ

アリングなどの発展はものすごく速いのだが、特に自

然科学分野の重要な真理の探究だとか理想が、科学技

術政策の中から全く聞こえてこない。それから、研究

者が非常に業績主義なので、論文をたくさん書いて良

い待遇を得たいということがあるのも事実だ。やは

り、もっともっと広い視野で、単に強国主義のためだ

けでない、高い理想を持った研究者がたくさん輩出す

ることを、私自身は望んでいる。技術面、特にエンジ

ニアリングのところでは、中国の研究者無しではも 

う、アメリカの研究室も成り立たない。例えば、先

ほど紹介した米航空宇宙局（NASA）の衛星、ロケッ

トを造っているのは、大半がヒスパニック系と中国人

のエンジニアだ。そういう意味で言うと、米中が分断

されて何も良いことはないし、中国の貢献は非常に大

きい。そうしたことを、むしろ私たち日本人や欧米の

研究者やジャーナリスト、あるいは科学コミュニケー

ターがきちんと見て、評価すべきだと思う。 
 
（司会） 

米中の科学技術を見てこられて、日本の科学技術へ

の示唆はありますか。もしくは、日本の科学技術で改

善していった方が良いとお考えの部分はありますか。 
 
（倉澤氏） 

日本の科学技術をどうするかというのは、今、非常

にたくさん議論されている。政策や行政はどうだ、予

算は足りているか、大学の設備は良いのか、企業の研

究開発費はどうなのかなど、本当にたくさんの議論が

ある。私は、ただ単に予算をつければよいという話で

はないと考えている。ひとつだけ、すぐにでもできる

と思っているのは、若い研究者の育成、待遇改善だ。

企業も国もアカデミアも協力してぜひやってほしい。

日本では大学院へ行く学生の数がどんどん減ってい

る。OECD 諸国の中で、ドクターコースの研究者が自

ら学費を払って研究をしているのは日本だけだそう

だ。たいていの国では奨学金をもらったり、あるいは

相当な対価をもらったりしてきちんと生活できる状況

にあるが、日本だけが違う。とにかく大学院生を増や

して大切にしてほしい。私自身はフランスで大学院生

活を送ったが、お金は少なくとも非常に豊かで実りあ

る研究生活だった。だから、企業も国もアカデミアも

協力して、そういう状況を実現して欲しい。 
 
（司会） 

国際競争力を高めるには人材交流が重要になると思

うが、ファーウェイなどの中国企業は、中国籍以外の

海外の方は多いのか。 
 
（倉澤氏） 

まず深圳は「ものづくりのシリコンバレー」と言わ

れているだけあって、外国人も多い。私が聞いている

限り、ファーウェイの従業員も 2 割ほどは外国人だ。

外国人受け入れのバリアは低い。イギリス政府のサイ

バーセキュリティの最高責任者がファーウェイのサイ

バーセキュリティのトップに座っているくらいだ。そ

ういう意味では、少なくともファーウェイは、人材、

研究者で良い人がいたらどんどん採る。給料もものす

ごく高い。いかに良い人材を集めるかというのは、も

はや国境なく進められている。 
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2.講演資料 
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