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中国  

２．研究課題 

      「高強度導電性材料に関する研究、他」 

３．派遣期間（本邦出発から帰国まで） 

 平成14年3月2日～平成17年2月28日 (3年間) 

 

４. 受入研究機関及び受入研究者 

清華大学材料科学与工程院 教授 馬 苢生 
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  別紙1 

６．所期の目的の遂行状況及び成果 

（研究指導，研究協力，講演，調査等実施の状況とその成果） 

 別紙2 （任意の書式で） 

７．派遣先国の関係学会，学術研究機関，調査研究費等の概要 

  別紙3 （任意の書式で） 

 

８．受入研究機関における待遇及び印象（附与された身分、施設利用の便宜等） 
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   別紙5 （任意の書式で） 
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別紙１ 

５ 滞在中の主要行事日程 

月 日 出発地 到着地 宿泊地 訪 問 研 究 機 関 等 及 び用 務 

02-5/14    
北京鋼鉄総院、学術講演（高強度銅基複

相合金開発に関する研究） 

02-10/9-10/11 北京 ハルビン ハルビン ハルビン工業大学、学術講演 

02-11/30-12/3 北京  
シンガポ

ール 

シンガポ

ール 

先進材料プロセッシングに関する国際会議

(ICAMP02)出席、招待講演発表 

03-8/27-8/30 北京 西寧 西寧 
青海大学、学術講演, 

Mg合金開発研究の打合わせ 

03-9/3-9/5 北京 西安 西安 
西北有色金属総院、学術講演 

名誉教授の称号を受領 

03-10/27-10/30 北京 上海 上海 
電子材料パッケージングに関する国際会

議、講演発表 

03-12/10-12/12 

 
北京 西寧 西寧 

青海大学、学術講演,  

Mg合金開発研究の打合わせ 

青海大学客員教授となる 

04-1/19-1/21 北京 東京 長岡 
Mg合金に関する国際シンポジウム（長岡工

業科学大学） 

04-3/3-3/6 北京 西寧 西寧 
青海大学、学術講演,  

Mg合金開発研究の打合わせ 

04-3/18-3/21 北京 西安 西安 
西北有色金属総院、学術講演、 

チタン合金の新プロセス開発研究関連 

04-5/26-5/30 北京 上海 上海 

Int.Conf.Physical and Numerical Simulation

（ＩＣＰＮＳ）で基調講演、座長 

 

04-7/19-7/21 北京 西寧 西寧 
青海大学、  

Mg合金開発研究の打合わせ 
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月 日 出発地 到着地 宿泊地 訪 問 研 究 機 関 等 及 び用 務 

04-8/15-8/18 北京 西寧 西寧 
Qinghai Univ`s Sympo. 組織委員、講演、

座長 

04-9/28-10/3 北京 
ランチ (イ

ンド) 

ランチ (イ

ンド) 

Int.Conf.Thermo-Mechanical Simulation of 

Steel(SimPro04)基調講演、座長 

 

04-11/29-12/3 北京 

メルボル

ン（オース

トラリア） 

メルボル

ン（オース

トラリア） 

Int.Conf.AdvancedMaterialsProcessing 

2004(ICAMP04)、招待講演、座長 
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６．所期の目的の遂行状況及び成果 

（研究指導、研究協力、講演、調査等実施の状況とその成果） 

６．１ 概要 

 中国は文革以来極めて安定した政治が行われてきて、昨春には主席が江沢民氏から胡

錦涛氏に平穏裏に移譲された。一昨年４月～５月に猛威をふるったSARSの影響をものと

もせずに年率８％を越す驚異的な経済成長率を１０年来維持してきてWTO加盟と２００

８年の北京オリンピック、２０１０年の上海国際博覧会の開催で好景気を支えている。

年率４０％を越すマイカーの普及やアパートの購入も経済発展の原動力となっている。

中国は今どこを訪ねても建物や道路の建設ラッシュで街の様子も日々変化している感が

ある。私が最も驚いたことの一つは２００４年度の中国の鉄鋼生産高が２億５千万と全

世界の２５％を占めたことである。日本に比べて生産効率は悪く、公害対策も犠牲にし

て増産を続けている様は明らかに異常である。日本の昭和４０年代の高度成長期を彷彿

させる状態である。 

６．２ 清華大学などの大学事情 

 北京市の北西部に位置し、清王朝時代の皇室庭園の一部を改造した広大なキャンパ

スを有する創立９３年を迎えた工科系では中国のトップ大学である。教授１０３５名、

助教授１７４０名を含めてスタッフ総勢７１４６名、学生は約２０、０００名（学部１

２０００、修士６２００、博士コース２８００）。部門としては建築、土木、機械、情

報通信、理学系、経営工学、法学、人文科学、芸術・工芸、生命科学などを包含し工科

系から総合大学に発展しつつある。医学部の設立も計画中とか。政府直結の大学らしく

国家からの予算も全国最大で年間２００億円を超える。胡銀涛国家主席を含めて現在の

共産党幹部９名のうち４名は本大学出身で、そのためか教授陣の弁も鼻息が荒い。創立

記念日には朱容基前首相が見えるし、最近では米国のブッシュ大統領が大学を訪れ講演

をしている。続々と新たな建物が建てられるのと同時にキャンパスと隣り合わせの広大

な敷地を利用して産学協同ベンチャー企業を誘致する清科園を建設中で、完成した建物

から開業している。これは清華大学と世界中のトップクラスの民間会社、先端企業が合

弁で新規事業を推進する場所であり、その中心は清華大学の研究成果の展開と人材育成

の中核となるものである。日本の大学とは比較すべきもないほどに産学連携に踏み込ん

でいて成果が短期間で実用化出来るように工夫されている。 

 大学教授はプロジェクトの獲得、予算の獲得、研究成果の企業化などで多忙を極め、

ともすると講義や学生の研究指導が手薄になる（ただし、先生が授業に遅刻すると罰金

を取られるとのこと）。実験、研究用の装置は粗雑で、TEM（透過電子顕微鏡）,SEM（走

査電子顕微鏡）,それにAES（オージエ電子分光装置）,SIMS（二次イオン質量分析装置）

などの精密実験装置もあるにはあるが、学生の使用派難しく、お金を積まないとデータ

も生産できないなどの制約が多い。私の講義や研究指導も英語でおこなうのだが、学生

は語学力に秀でているので不便は感じない。 
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 清華大学は記述のように工科系ではトップに位置する大学であるが、それは学部、教

育面でのことで、入学試験での合格レベルは高く、全国統一入学試験ではトップ０．１％

以内に入らないと入学できない。昨年は全受験者約７２３万人のトップ１００人中約６

０名が清華大学に入学してきたとのことである（従来全国統一入学試験は年一回７月に

実施されてきたが昨年から熱夏を避けるため６月実施に変更した。日本では２００５年

１月１５日～１６日に実施時の受験者総数は約５５万人と報道されているので、中国の

十三分の一である（中国の数字が正しければの話であるが）。また、４年次卒の５０％

近くが欧米、特に米国への留学希望であることも大きな特徴である。もっとも、近年テ

ロなどに関する規制もあり、米国への留学は狭き門になっている（学生の米国留学人気

の高さは中国全大学に共通することである）。今年は全国で約１２０万人の学卒が誕生

したという（昨年は約６０万人なので倍増したことになる）。これだけの学卒者を取り

込む就職口は厳しく、深刻化しつつある。しかし、経済発展が著しく、国民生活も豊か

になり、各家庭でも子女を大学へ入学させる余裕も出てきているが、政府が教育による

知識階級人口の増加策にも力を入れている証拠の一つである。 

 このような種々の制約の中で派遣初期の目的を効率よく推進するためにいくつかの実

施目的を軌道修正しながら取り組んできた。以下には具体的に実施した項目と成果につ

いて報告する。 

６．２ 研究指導および研究協力 

１） 博士候補学生指導―１ 

 リードフレーム用材料として強度が700MPa 以上で導電率70%IACSを満たし、かつ加工

性、ハンダ溶接性、メッキ密着性などの仕様を満たした新型銅合金研究開発を目的とす

る博士候補学生の研究指導を行い、２００４年６月の学位授与に貢献した。特に、注目

関連論文の調査指示に始まり、透過電子顕微鏡による微細析出物の解析、強化機構に関

する考察などに関して直接の指導を行った。 

博士生を送り出した後、この研究で得られた新規の銅合金に関してこの分野で実績の

ある日本のメーカーに依頼して（清華大学との共同研究契約書を取り交わした後）リー

ドフレーム用材料の性能評価を実施した。 

さらに、中国でもエレクトロニクス分野の発展は著しいものの、基本材料となるリー

ドフレーム用銅合金などの製造可能な工場がなく、現状では輸入に頼っている。そこで、

今回開発した新合金をベースに中国でも生産できるような方策の検討を進める指導を行

っている（これは中国の重要施策の一つ）。具体的には、中国における銅合金製造会社

の実態調査ならびに、日本との合弁企業における製造可否検討などを行っているところ

でるが、担任の先生の事情もあって中断したままである。 

 

成果：清華大学工学博士学位論文―黄 福祥“新型銅合金リードフレーム用材料およ

びその応用性能に関する研究”（終了）。社外発表論文は私自身のも含めて７論文。 
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２） 博士候補学生の指導―２ 

 研究テーマ：高強度高加工性Mg合金の開発研究  

 近年、自動車の軽量化などがインパクトとなって高強度超軽量合金の一つであるMg合

金開発が注目されてきた。中国は世界的にもトップクラスのMg産出国であり、素材費の

安さが魅力となっていて多くの日系企業も進出の機を窺っている。このように現在は注

目材料の一つであり、清華大学馬教授グループでも研究を推進している。が、このテー

マに関しても馬先生のところは種々の状況変化があり、中断。 

昨年は青海大学（客員教授として勤務中）においてMg研究開発を推進したが、その理

由はこの大学の学長からの依頼で政府の西部開発キャンペーンに乗って青海大学のレベ

ルアップ向上に力を貸すことにあった。この省で産出するMg合金を中心に研究開発を展

開する予定でいたが、大学には実験設備がまったくなく、また材料系の学生も居らず、

１－２年の努力では如何ともしがたく、この取り組みを残念した。その代わりに、中国

のメーカーで製造しているMg合金素材を用いて北京科学技術大学と連係して熱間および

冷間加工による薄板製造の研究を推進している。大学院生の研究指導の傍ら鋳塊の偏析

状況の調査、熱間圧延ならびに冷間圧延による加工性能の評価、ミクロ組織発現機構、

再結晶挙動、介在物、析出物と加工性能との関連、などを調査し、加工性を有する新型

の合金開発まで発展させる予定で研究が進捗している。なお、この研究は日本の企業も

参加してのプロジェクトに発展している。 

 

３） 修士および学部学生の研究指導 

 チタン合金およびMg合金を中心に金属材料の研究開発に関する基礎的な事柄に関して

講義、論文の講読などを進めている。さらに、顕微鏡などを用いてミクロ組織の解析技

法のトレーニングも実施している。 

 

４） 中国国内の大学における講義活動  

 現在実施中の研究や、過去に日本で行った研究成果に関して清華大学などを中心に中

国国内の主要な大学で講義活動を行ってきた。 

① 鋼鉄総院（北京）での講演（2002.7） 

―鉄鋼材料の熱間加工性―（２時間講義） 

② 清華大学材料系学生への集中講義（2002.9） 

―高強度銅合金の開発戦略、強化機構に関する考察―（２日間講義） 

③ ハルピン工業大学大学院での集中講義（2002.10） 

―鉄鋼材料ならびにチタン合金の機械的特性と製造プロセスー（２日間講義） 

④ 青海大学機械系学科での集中講義 (2003.8) 

―銅基複相合金開発、チタン合金の熱間加工性―（２日間講義） 
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⑤ 青海省民和鋼鉄処での講演 (2003.8) 

―鉄鋼材料の連続鋳造シミュレーションー（２時間講演） 

⑥ 西北有色金属院における集中講義 (2003.9) 

―鉄鋼およびチタン合金の連続鋳造シミュレーションー（２日間講義） 

⑦ 北京科学技術大学での講演（2004.5） 

―Ｍｇ合金の製造方法と機械的特性― 

⑧ 清華大学最終講義（2005.1） 

-―新合金の開発と新規プロセス開発と今後の展開― 

 

５）学会活動（国際会議関連） 

  ①先進材料プロセッシングに関する国際会議（ICAMP02）(2002.11 シンガポール) 

  ”Effect of alloying elements on the mechanical properties of Cu-15%Cr in-situ 

composites(Invited paper, session chair)” 

   ②International Conference on Electron Packaging Technology(2003.10, Shanghai) 
    “The effect of lead frame materials on the interface microstructure between copper alloy and 

SnSb solder” 

   ③International Conference on Physical and Numerical Simulation(ICPNC)(2004.5 Shanghai) 
    “Physical simulation of continuous casting and direct rolling of steels and titanium 

alloys”(Invited paper, session chair)  

   ④International Conference on thermo-mechanical simulation of steels(2004.9, India) 
    “Physical simulation of continuous casting to get crack-free slabs in steels and other metals” 

     (Keynote Speaker and session chair) 

   ⑤International Conference on Advanced Materials Processings(2004.11, Australia) 
    “Toward development of efficient process for titanium alloys”(Invited paper) 

 

６．３ 日中研究交流、技術交流支援 

 私の受け入れ教授、馬 先生を支援する形で日系企業との橋渡しも行ってきているが、

現在では技術交流の範囲が広まり、以前から知己の学者先生方との交流も進展している。 

① 銅合金の研究開発、古河電気工業―清華大学（共同研究実施中） 

リードフレーム用銅合金の研究開発と実用化に関する研究（継続中） 

清華大学における銅合金の研究開発も終了し、現在は中国の会社で製造するた

めの製造工場の実態調査、検討を行っている。 

② Mg 合金の研究開発、日本クロス圧延（株）―清華大学合弁企業で実施中 

中国製の素材を用いて薄板の製造プロセス開発を進めている。この研究の一部

は博士候補生の研究テーマでもある。 

③ トヨタ自動車―清華大学研究技術交流会（2003.1 実施）＝単発 
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④ 高強度 Mg 合金製造方法に関する研究、青海大学（青海省の企業）－清華大学と

の共同研究―プロジェクト提案中 

中国でのＭｇ生産の６０％以上を占める青海省の企業（青海大学が支援）と連

携して高品質の高強度Mg製造に関するプロジェクトを企画して提案、実施を中

断。北京科学技術大学および日本企業と連携してＭｇ合金の薄板製造技術の開

発研究を実行中。 

⑤ チタンおよびチタン合金の高効率製造プロセス開発―西北有色金属院を指導 

このプロジェクトは現在立ち上げ中である。Feasibility studyをおこなってい

るところである。これは私が行ったチタン合金の熱間加工性の研究をシーズに

して中国の国立研究所である西北有色金属院と連携してチタンの革新的となる

製造プロセスの実現を図るもので、現在も推進中。 

ここに示した③以外の開発項目はいずれもが日中技術交流の目玉になるものでやりがい

を感じている。残念ながら、そのいくつかの研究項目は継続中であり、それらを中断し

て帰国することになった。今後の展開については関係者と相談中である。 
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（別紙３） 

７．派遣先国の関係学会、学術研究機関、調査研究費等の概要 

 滞在中に行った学会活動には、大学、国立研究所及び企業における講演、研究指導の

ほか、中国の有色金属学会誌（欧文誌）、Materials Transaction(日本金属学会欧文誌)、

それに国際会議における講演発表（基調講演、招待講演を含め）などにより滞在期間中

の研究成果の公表を行ってきた。 

 印刷物として刊行された論文題目と公表雑誌名などを以下にまとめる。 

 

期間中に出版された（執筆した）論文 

① H.G.Suzuki et al: Materials Trans., 44,No.2(2003), 232-236, 
   “Effect of Sn addition on the mechanical and electrical properties of Cu-15% Cr in-situ 

composites” 

② H.G.Suzuki,K.Mihara, S.Sakai, S.Sun and J.Ma:in Advanced Materials Proc.II,ed by 
H.U.Lai and L.Lu,2002(Proc,International Conf. on Advanced Materials Processings, 

2002,11.Singapore), pp145-149  
“Effect of alloying elements on the mechanical properties of Cu-15%Cr in-situ 

composites”(Invited paper) 

なお、この国際会議では座長も務めた 

③ H.G.Suzuki, and J.Ma:International Conf. on Physical and Numerical Simulation of 
Materials(ICPNS2004),pp17,Shanghai, 2004.5 

“Physical simulation of continuous casting and hot direct rolling of steels and titanium 

alloys”）（Invited paper） 

④ H.G.Suzuki, J.Ma, K.Mihara, S.Sakai, and S.Sun: Trans. Nonferrous Met.Soc.China,  
14(2004),282-290 (中国の学会誌に初投稿) 
“Effect of alloying elements on the mechanical properties in the Cu-15mas% Cr in-situ 

composites” 

⑤ T.Nihei, H.G.Suzuki , M.kato and J.Ma: Materials Trans.,45(2004),75-80 
 “Effect of Ni addition on the mechanical and electrical properties in Cu-15%Cr in-situ 

composite” 

⑥  F.Huang, H.Ning, H.G.Suzuki, and J.Ma:Proc.International Conf on Electron 
Packaging Technology, 2003.10, Shanghai                       

    “The effect of lead frame materials on the interface microstructure between copper alloys 

and SnPb solder” 

⑦ F.Huang, H.G.Suzuki, and J.Ma: To be submitted to “Materials Letter” 

 “The investigation on interface microstructure between copper alloy and solder” 
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 ⑧ J.Y.Chen, B.P.Zhang and H.G.Suzuki: Proc.Qinghai Univ,2004.8 

  “Microstructure of as cast AZ31 alloy” 

  ⑨ B.P.Zhang, J.Y.Chen and H.G.Suzuki: Proc.Qinghai Univ, 2004.8 
      “Effect of rolling deformation on microstructure and hardness of AZ31 alloy” 

  ⑩ H.G..Suzuki, J.Y.Chen, and B.P.Zhang: Proc.Qinghai Univ, 2004.8 
    “Development of high strength with deep drawability magnesium alloys”  

⑪ H.G..Suzuki:International Conf.Thermo-Mechanical Simulations and Processing of 
Steels(SimPro’04,Ranchi, India),  

      “Physical simulation of continuous casting to get crack-free slabs in steels and other 

metals”, Keynote Speaker and Session chair 

⑫ H.G..Suzuki, Y.Zhao, L.Zhou and D.Eylon: International Conf. on Advanced Materials 
Processings 2004(ICAMP04), at Melbourne, Australia 

    “Toward development of efficient process for titanium alloys”, (Invited paper) 
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別紙４ 

８．受入研究機関における待遇及び印象（附与された身分、施設利用の便宜等） 

 

 受け入れ当初は、独立した居室を与えられ、また電話、インターネット、Fax機、それ

に事務机、ソファー、戸棚まで新規に購入していただき、公私に亘る問題は助手にお世

話いただき大変に感謝した次第である。大学の国際室（外国人の）世話）の女性の面倒

見も大変に良かった。さらに、学科長を始め日本からの留学帰りの先生方も種々お声を

掛けてくださり私的な面での北京生活は順調に立ち上がった。 

大学への手続きの関係で、一年目は「外国専門家」として、二年目後半からは「訪問

教授＝Visiting Professor」の肩書きを頂いた（勿論、無給に変わりないが）。最初の

２年間は清華大学の大学院生に新材料に関する講義を行ったり、修士学生や博士学生の

研究指導を行ったが、３年目は指導教官の研究題目の変化もあり、清華大学の学生への

直接指導はなくなった。その代わり、２年目からは青海大学（ここからも客座教授の称

号を受ける）におけるMg研究開発を開始するとともに、この研究に関連して北京科学技

術大学（青海大学との連係大学）の修士学生の指導も開始した。さらに、西安にある国

立西北有色金属院（中国を代表する非鉄金属研究所）でもチタン合金の新製造プロセス

開発の研究指導も行うことになった（ここの研究所からは名誉教授の称号を受ける）。 

いずれの研究所でも極めて友好的な雰囲気で迎えられ楽しい中国滞在生活を送ること

が出来た。これもJSPSからの研究費を含めて生活の全体に亘る支援があったからであり、

もし、中国側から金銭的な援助を期待するとすればたちどころに種々の問題が噴出した

かもしれない。このことは次節で少し触れる。 
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別紙５ 

９．本事業に関する意見・要望等 

 

 始めに、大変に充実した海外生活を３年間送ることが出来、ご支援いただきました日本

学術振興会（JSPS）の理事長を始め関係の皆様に深甚の謝意を表します。さらに、私ど

もとの接点にいて終始お世話いただいたJISTEC（国際交流センター）つくば支所の今宮

綾子様、小山晶子様、新関紀子様にも厚くお礼申し上げます。 

 国民の意識高揚のためでもあるが、月着陸を目指す有人船を打ち上げるような国が後

進国ですと明言して世界からお金を集めている中国政府の施策には少々問題を感じると

ともに、このところの日本バッシングも激しさを増していることに関しても残念な気持

ちである。情報および行動監視のもとに、大学からも「もし問題が起きると困るので気

をつけて行動して欲しい」との制約の中で生活することの難しさも経験した。そんな状

況の中で「後進国との研究技術交流促進」のミッションを持って無事３年間過ごすこと

が出来たことの安堵感は大きい。今や日系企業の中国進出はめざましく、北京で生活す

る日本人は珍しくなくなってきているが、政府レベルでは日中関係がギクシャクしてい

るために自分たちの努力が報われているのかに関しても判然としない。 

 

VISA延長問題；居留証、外国専門家証などは通常１年単位で、何月に申請しても１２

月３１日に期限切れとなる。私の滞在は２００５年２月２８日と決まっているので、昨

年１０月に２００４年分の申請を行ったおり、その旨お話して大学の了解は得ていたの

であるが、今年末に期限切れとなるVISAの延長をお願いしたところ、 

１）大学との契約は通常１年が単位であり、３ケ月の延長の例はない 

２）お世話いただいている教授から、最近は他の大学の仕事をしているのでそちらの大

学から手続きをしてもらったら如何か？ 

そんなやり取りもあったが、ともかく穏便に事務処理をしていただくようにお願いした。 

 銅合金開発に関しては、中途半端、チタン合金プロセス開発も中国流のスローテンポ

に従わざるを得ない状態になっている。さらに、Ｍｇ合金の開発も研究の初期段階では

スムーズに走り始めたが、いざ本腰で開発を進めようとした途端に種々の難問に遭遇し、

この研究も中途半端で終わらざるを得ない状況にある。 

 

 科学研究と技術開発の関係     

中国は目下年率８％を越す高度成長が１０年以上続いている。中央政府も科学技術開

発に重点投資し、その成果により国民生活水準の向上を目指すことを施策として実施し

ている。従って、私の所属する清華大学を筆頭に、大学への研究資金の流入は目を見張

るばかりである。ところが、国の重点開発分野は情報、通信、生命、環境それにナノ材

料など先進諸国のテーマと同じである。研究のほとんどはプロジェクト中心であり、各
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研究者はこのプロジェクトに応募することになる。研究評価も世界的に評価の高い雑誌

（ＳＣＩ、ＥＳＩなど）への投稿論文の数、特許件数、学会発表件数などに基づく。し

たがって、中国人といえども他国と同じく研究しやすいテーマ、論文の書きやすい研究

テーマに皆飛びつくことになる。研究成果が本当に実用化に結びついているかは多分に

疑問であるが、評価としては帳尻を合わせているケースが多い。評価者も知己の研究者

とか研究開発の関係者であるからお互いの立場が損なわれないような配慮がなされる場

合が多い。中国の主要な研究開発は先進諸国の技術のキャッチアップ型が多いので、結

局は模倣により帳尻を合わせることが可能である。 

 中国は人口の８０％を占める約１１億人の生活水準は低く、日本の３０年前よりも貧

弱かもしれない。しかし、約１０％（＝日本の総人口）の人民の生活水準は高く、高級

外車に運転手つきで乗り、豪邸にも住んでいる。国民生活水準を上げるということは即

８０％の人民の水準を上げることになるが大変な難題である。かかる観点からも先進諸

国と同じ研究課題ではなく鉄鋼生産のような重厚長大型の研究開発が重要であるが、こ

の分野の研究には国家予算もつきにくく、したがって研究者の数も多くない。鉄鋼材料

や非鉄金属材料は社会インフラの基本となる建築、橋梁、都市交通システム、自動車、

造船などの主要な産業発展に不可欠な材料であるが、これらを支える研究開発をないが

しろにしていることは大きな問題であると私はいつも指摘しているがそうはならない。

何故なら、既述のようにかなりの研究が虚業で済まされているからであろう。真の意味

で、中国独自の産業を育成しようとすれば清華大学などのトップに位置する大学では基

礎研究が重視されるべきであるが、現実には応用研究が重視され、研究成果の可及的な

実用化が請われている。中国は過去２０００年に亘って、コピー文化が平常的に実施さ

れていて独創的な仕事よりも他人のものまねにより文化も発展してきたと言われている。

知的財産権、特許権について問題視し始めたのも極く最近の話であり、現実にはまだま

だコピー文化が蔓延していると言わざるを得ない。 

 

 このシニア研究員派遣制度は日本の技術の伝道や、研究技術交流の具体化策として大

変に有効な制度であると思う。また、この制度により、感化された中国の若者が日本へ

勉強に出かけるきっかけになれば日中の研究技術交流を通じて日本と中国との関係がよ

り親密になると思う。事実、私も関係した学生の日本留学の手伝いをしたことがあるが、

中国にいたころは「日本は嫌い」、「日本には行きたくない」と言っていたのに日本に

住んで３ヶ月も経たないうちから日本びいきに変わっていた。また、あるときは著名な

中国人学者の日本へ出張のために北京にある日本大使館へ同行して査証取得の手伝いを

して大変に感謝されたこともある（一般に、中国人の査証取得は簡単ではない）。この

ようなシニア派遣制度も「継続は金なり」である。是非ともこの良き制度は復活し、発

展させ、より多くの日本人研究者が後進諸国（場合によっては先進国にも）に出かけて

行って直接間接に交流出来るようになることを希望する。３０年、５０年と続けること
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によりこの制度は成果が見えてくるような気がする。教育とは時間がかかるものである

が、札束による支援よりも効果的で重要ではないかと思う。 

 

 


