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対象国 プログラム 中国側研究機関 外国側研究機関 研究分野 協力タイプ 所在地 

米 

CERC/BEE 
同済大学 

米国大学、研究機関など 省エネ建築 
政府間 

共同研究コンソーシアム 上海 

CERC/ACTC 華中科学技術大学 米国大学、研究機関など 燃焼技術・CO2捕獲 
政府間 

共同研究コンソーシアム 
武漢 

CAS・QIBEBT-ボーイング社共同研究 中国科学院・青島エネルギー研究所 ボーイング社 エネルギー技術 共同研究室 青島 

固体分光学と光物理学国際共同研究 中国科学院福建物質構造研究所 アルゴンヌ国立研究所 光物理学 バーチャル共同研究室 福州 

中米肺炎ウイルス共同研究 厦門大学 国立アレルギー・感染症研究所 伝染症 バーチャル共同研究室 厦門 

独 

China-German SSL Joint Innovation 
Program  CAS半導体研究所 

フラウンホーファー協会  LED材料・デバイス 共同研究室 
北京 

カシミア鑑定研究 
北京理化分析テストセンター 

フラウンホーファー協会 DNA鑑定 ドイツ側が研究指導 
北京 

CAS−MPG 計算生物学研究所 
CASマックスプランク研究所 

マックスプランク 計算生物学 共同研究機関 
上海 

仏 

LIAMA 
北京大学 CNRS 

コンピュータサイエンス バーチャル研究室 
北京 

清華大学 
CNRS 

北京 

CASパスツール上海研究所 CASパスツール上海研究所 パスツール研究所 伝染症 共同研究機関 
上海 

UMI E2P2L 
華東師範大学 CNRS 

化学 バーチャル研究室 
上海 

復旦大学 CNRS 上海 

EU 
四川大学 EU研 四川大学・EU研究所 ベルギー自由大学 統計学、社会科学 バーチャル共同研究室 成都 

大連理工大学ｰIMEC共同実験室 大連理工大学 IMEC 電子情報学 共同研究室 大連 

  PEEX 南京大学 EU 環境 共同研究室 南京 

  Bio-Merieuxs社 復旦大学 EU バイオ 共同研究室 上海 

伊 同済大ーフィレンツェ大共同人材育成プ
ログラム 

同済大学 
 

フィレンツェ大学 デザイン 共同人材育成 上海 

濠 中濠空気質科学と管理センター 復旦大学 QUT等 環境  バーチャル共同研究室 上海 

英 BP-China Research Center 中国科学院・大連化学物理研究所 英国BP社 化学 共同研究室 大連 

日 

医科研ーCAS共同研究所 
中国科学院・生物物理研究所 東京大学医科研 

伝染症 共同研究室 北京 

中国科学院・微生物研究所 東京大学医科研 

大連理工大学ー 大連理工大学 
横浜国立大学、国立環境研究所、

産総研  環境  バーチャル共同研究室 大連 

CAS海洋研 中国科学院・海洋研究所 東工大 海岸環境  共同研究室 青島 



 



中米協力：CERC/BEE（1） 
CERC/BEE：中米クリーン・エネルギー共同研究センター/省エネ建築コンソーシアム 
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中米クリーン・エネルギー共同研究C（2014年） 

クリーン自動車 先進石炭技術 省エネ建築 

モニタリングとシミュレーション 建
築
熱
環
境 

建
築
関
連
設
備 

建
築
技
術 

建
築
の
再
生
可
能
エ
ネ
応
用 

建
築
群 

建
築
商
業
化 

中国側 

米国側 

住宅・都市農村建設部（MOHURD） 
科学技術と産業化発展センター 

中国建築科学研究院 

中国建築設計研究院 

同済大学 清華大学 

東南大学 天津大学 

他の2の大学、4の国立研究機関 

30余りの企業 

ローレンス・バークレー国立研究所 

オークリッジ国立研究所 MIT 

３M社 

自然資源防衛協議会（NRDC） 

C3 Energy社 

Lutron Electronics社 

他の7社 

オンライン
モニタリン
グ＆評価
システム 

太陽
光 

地熱 

ヒートポン
プ 

E-GIY＆
Databage 

下水熱利
用のヒート
ポンプ 

●第Ⅰ期 3年間 

太陽光やヒートポンプ導入後のモニタリン
グ、利用パターンの可視化 
 
●第Ⅱ期 3年間 
ビジネスモデルを模索 



中米協力：CERC/BEE（2） 
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• 中国側ホスト機関であるMOHURDが同済大、清華大、
重慶大、等の参加大学を選定 

• MOHURD・同済大学学長等により組織される管理委

員会、中国の関係産業が参画する産業委員会等の意
向も踏まえて研究を推進 

• 米国側は、一般公募よりホスト機関を選定し、ローレン
ス・バークレー国立研究所が建築分野の担当になった 

• コンソーシアム全体、月に1回ビデオ会議、半年に1回
会合 

 

建築の再生可能エネ応用
センター（同済大） 

① 再生可能エネ応用センターは
同済大学学長の直轄 

② 同済大学副学長が再生可能エ
ネ応用センターの代表を兼任 

③ 同済大側研究者30名程度（博
士課程学生を含む） 

④ 教授3-5名（他学、他分野を含
む） 

共同研究資金： 

①中米両国政府は5年間で産業
からの資金も合わせて、1.5億ド
ルを投入することに合意 

②共同研究を実施する同済大学
は、中国政府と同額の資金（施
設・設備の現物を金額に換算し
たEconomic Cost）を拠出 

③両国は、参加者に企業を追加し
て、資金を出させる 



中米協力：CERC/BEE（3） 

• 成果 
① 3年間で英語論文67本を掲載 

② 政策的に導入された太陽光発電システム（太陽光発電システム一体化建築）が
、本当に市場で運用されているかをモニタリングするシステムを構築 

  ⇒・太陽光発電システム導入していない 

    ・太陽光発電システム導入したが、使用しない 

    ・太陽光発電システム導入し、うまく稼働している 

  三つの利用パターンを抽出し、中国政府の政策評価に使用 

  ⇒中国政府は、建設段階で補助金制度を中止し、運用開始から補助金を出す
制度に切り替え 

③ 建築熱環境研究分野では、重慶大学は米中協力経験を生かし、「低炭素グリ
ーン建築国際共同研究センター」を設置。既存の米国の協力機関以外に、英国ロ
ンドン大学、レディング大学など一流の大学と協力し、省エネ建築、都市生態環境
の維持と修復、室内環境と健康などの研究を行っている。 

  ⇒中米協力のレベルアップが期待される 
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中独協力：PICB（1） 
PICB：中国科学院-マックスプランク計算生物学パートナー研究所 

・中国側：中国科学院（CAS）       

・ドイツ側：マックス・プランク協会（MPG） 

 

協力の経緯： 

・1972年中独国交正常化後、CASｰMPG協力開始 

・1985年、ドイツは最新の実験設備をCAS・上海生命科学院に作り、
MPGの発達生物学研究室の責任者（教授）を派遣し、上海生命科学
院との協力開始 

・個人レベル交流⇒研究グループ間交流・協力⇒研究機関間協力 

2004年11月に、MPGのPeter Gruss所長とCASの路甬祥院長がPICB
の設立に合意 

★ CAS路甬祥院長は、ドイツ留学経験あり 
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中独協力：PICB（2） 

研究領域：計算生物学（CAS-MPGどちらにもない研究領域を新設） 
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３つ研究室： 

・分子システム生物学実験室 

・計算ゲノミクス実験室 

・統合生物学実験室 

５つ研究方向： 

・レギュレータリーゲノミクス＆エピジェネテ
ィックス＆トランスクリプトミクス  

・分子システム生物学＆ネットワーク解析 
・タンパク質研究 

・統計的バイオイメージング解析 

・進化と人工ゲノミクス 

18の研究チーム 

所長4名：外国籍2名  中国籍2名 

副所長兼党書記：1名 

PI：18名       そのうち、4割は外国籍PI 

大学院生：100名程度 

研究者以外のスタッフ：100名程度 

運営管理部門：20名程度 

 



中独協力：PICB（3） 

研究所の運営管理 
・PICBはMPGから独立的に運営  

・外国籍所長の人選：CAS、MPGがScienceやNature等の有名学術誌に求
人情報を出し、世界範囲で研究所長を募集→CASとMPGの研究者（両方

研究機関の数学研、生物研などの研究所長）が半々で構成された委員
会により決定  

・所長への評価：2年ごとに外部委員会により評価  委員会メンバーは
両機関以外の研究者から構成（米国の研究者が多い） 4段階評価で所
長の給与や継続の可否に影響 

・Guest Directorの派遣：MPG会長が毎年6週間、GDを上海へ派遣        
MPGのフィロソフィー（人材採用方法、科学研究の評価方法など）の普及
に努める 

・PIは１８人 平均年齢35歳  任期：３年 
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http://www.picb.ac.cn/chinese/directors.shtml


中独協力：PICB（4） 
研究資金の分担 

•ランニングコスト（人件費、設備費など） CAS：MPG=2：1 

   現行の協力協定（５年ごと更新）により、CASは2,000万元／年、MPGは

100万ユーロ／年を拠出 

・ 研究費：各研究グループは自立的に外部の資金を獲得 

・所長がPIを兼任する場合も同様に研究費を獲得しなければならない 

・PIの給料は最高が40万元／年（所長の給料より高い） 
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人材育成 
・研究所の大学院生は毎年、CAS-MPG主催のサマースクールに参加 

・サマースクールは両国で交替で行われる 

成果   2006〜2014 英論文２６４本 三大学術誌論文６本を掲載 



中仏協力：IPS-CAS（1） 

IPS-CAS：中国科学院−パスツール上海研究所 
中国側：中国科学院（CAS）、上海市政府 

フランス側：パスツール研究所 

 

協力の経緯： 
・パスツール研究所は、HIVやB型肝炎研究が世界で有名 

・2003年１月~6月、中国でSARS流行がきっかけとなり、2004年1月にCAS陳
竺副院長とパスツール研究所長は上海で共同研究所の設立で合意 

・その後、両機関代表者が互いに訪問し、8月にCAS、パスツールと上海市
政府間の合意により、IPS-CASが発足 

・2005年に、パスツール研究所長がRalf Altmeyer教授に、CAS側が孫兵研
究員にIPS-CAS研究所長を指定 
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中仏協力：IPS-CAS（2） 

・デュアル所長体制 （党委員会書記はNO.2） 

・フランス側の所長はパスツールにより任命さ
れるが、必ずしもフランス籍ではない。 

・現在の所長はドイツ人研究者で、フランス側
の外交官の身分で、給料がフランス外務省に
より支給 

 

・IPS-CASはパスツールとのジョイントラボでは
なく、あくまでもCASの１研究機関。パスツール
はIPS-CASの日々の運営に関与しない 

・パスツール本部はマネジメントの指針（P3、
P4ラボの建設・運営方法など）とネットワーク（
リヨンのP４ラボ共同利用）を提供 
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中仏協力：IPS-CAS（3） 
研究ユニット 
 ・３０の研究ユニット 大半の研究者は中国籍 外国籍PI  3、4名  

 ・各ユニットでは、アシスタントの数は４名まで制限 

 ・大学院生スタッフの数には制限なし、ユニットメンバはダイナミックに変化 

 ・Working Languageは英語、現在インド、パキスタン、アフリカからの若手研究
者が在籍 

13 

研究資金の分担 
・CASの研究機関のため、運営費はCASが全額負担 

・パスツール側所長の給料はフランス外務省により支給 

・研究費は各ユニットが独自で獲得。主な資金源は国家自然科学基金委員会（
NSFC)、中国科学技術部（MOST)、CAS本部、および上海科学技術委員会が拠出
する競争的資金 

成果 国際シンポジウム１１回主催 2010~2012年 英語論文７５本  

                      そのうち、Natureに１本、Cellに５本を掲載       



中国ーEU協力：大連理工大–IMEC共同実験室（1） 
中国側：大連理工大学・電子学院 

EU側：Interuniversity Microelectronics Centre(IMEC) 

 

協力の経緯 
・2007年、大連理工大は米国インテル社と協力開始し、インテル社から集
積回路の研究開発や生産に関わる設備を受けた 

・一方、2009年まで、IMECがEU以外の地域への進出は法律上禁止 

・2009年以降、IMECはEU以外の地域への進出が認められ、積極的に
IMECに近い技術力を持つ大学や研究機関と接触、協力 

・大連理工大は８インチのウェーハーを製造する高い半導体技術力を保
有しているため、2009年に両機関の協力開始 
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中国ーEU協力：大連理工大–IMEC共同実験室（2） 

協力内容   
大連理工大に「大連理工大-IMEC研究基地（拠点） 

・人的交流が重点（8〜10名のIMEC側の研究者を招聘し、大連理工
大で講義を行う 

・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
を受ける 
 

・2013年から、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 

・研究チームリーダは、年に２回互い訪問・意見交換 
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中国ーEU協力：大連理工大–IMEC共同実験室（3） 

成果 
・半導体研究人材を多数育成 

・英語研究論文も多数発表・掲載 

・IMECの大型研究施設運営・管理に関するノーハウを習得 

・大学のカリキュラムで、世界最先端の理論と方法を学生に紹介可能 
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研究資金の分担 
・IMEC研究者招聘費用は、中国外国専門家局の支援資金により拠出 

・大連理工大学が一定額の研究資金を拠出 

・中国科学技術部（MOST）の国際共同研究ファンド（270万元／3年間） 

将来への展望 
インテル、IMECとの協力により、大連理工大の世界レベルの半導体 

研究開発人材拠点の地位を確立 



中英協力：DICP-BPエネルギー共同実験室（1） 
中国側：中国科学院・大連化学物理研究所（DICP） 

            中国科学院・瀋陽金属研究所（IMR） 

            中国科学技術大学、清華大学 

英国側：BP社（国際石油資本、スーパーメジャーの1つ） 

 

協力の経緯 
・21 世紀に入ってから、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ことを、BP 社は認識 

・2001年に、BP社は中国科学院（CAS）や清華大との間で、10年間で中国
側に1000万ドルを提供する「 CEFF:Clean Energy facing to the Future」プロ
グラムが開始 

・2007年に、CAS大連化学物理研究所にDICP-BP共同実験室（EIL）を設立 
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 中英協力：DICP-BPエネルギー共同実験室（2） 
協力の内容 

・CASは国際協力プログラムCEFFの全体を管理 

・BP社と清華大の専門家が学術指導委員会を組織 

・具体的な科学研究は、DICP、IMRで行われる 
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DICP-BPエネルギー共同実験室（EIL） 
・DICPの中で１フロアのスペースを確保、独立して研究開発を行う 

・BP社はEILの研究管理を担当  ・研究者14名、（中国・英国PI 各1名） 

・さらに、DICPから8名の研究員（教授）、IMRから2名の研究員（教授）、清
華大から2名の教授が参加 清華大教授は中国総合的エネルギー戦略
を研究 

・BP社の助成を受けて、DICP側は毎年に2名の大学院生をリバプール大
学へ留学させる 



 中英協力：DICP-BPエネルギー共同実験室（3） 

研究資金の分担 

・BP社はEILを運営管理し、所用の研究資金を全額提供 
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成果 

・EILでは数多くの重要な技術を開発 

・英語論文３本を掲載 2つの国際特許を申請 

・DICPにとって、出口側の技術に関する知識の習得、市場のニーズ
及び変化を把握するノーハウの習得、国際協力の方法の習得、 

多国籍企業の安全管理に関するノーハウの習得 

・BP社にとって、中国のトップレベル研究機関の研究情報の把握、 

中国研究機関の人材と研究設備を活用し、自社の研究開発を実施 

 

 

 



まとめ 
・両側の協力機関は、いずれも実力のある研究機関や大学である 

・国際協力には、トップダウン式協力と自由協力二つのタイプがある 

 国際協力に至るまで、トップダウン式において、国内外事情からプレシ
ャー、キーパーソンが重要な役割を果たす。自由協力において、国際共
同研究プロジェクトは、両側の長年の人的交流の蓄積・結果である。 

・協力の形式は多岐にわたる。例えば、国際コンソーシアム、ジョイントラ
ボ、人的交流による国際教育等々 

・中国側にとって、外国のプロジェクトマネジメント知識の習得、市場ニー
ズの変化を把握知識、高いレベルの英文学術誌への投稿、国際的研究
開発人材の育成、研究能力を高めて更なる国際協力の拡大等のメリット
がある。 

・外国側にとって、中国側研究人材、研究資金、研究施設を活用して、自
国の興味の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
際協力で中国の巨大市場へのアクセスを考えたりしている。 
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