
早稲田大学国際研究推進ワークショップ 

これからの研究連携と国際共同の展開を考える 

─アジアにおける知のハブを目指して─ 

 

主催：早稲田大学国際研究推進本部 

日時：2006 年３月７日（火）  

 

 

●林 俊一（＝司会 早稲田大学国際研究推進本部副部長） 

 それでは定刻になりましたので、只今から「早稲田大学国際研究推進ワークショップ」を始

めさせていただきます。 

 本日はご多忙のところ、このワークショップにご参加いただきまして本当にありがとうござ

います。ワークショップの開始に先立ちまして、主催者を代表して、早稲田大学副総長／国際

研究推進本部長、村岡洋一よりご挨拶申し上げます。 

  

開会挨拶 

●村岡洋一（早稲田大学副総長／国際研究推進本部本部長） 

 只今紹介にあずかりました、村岡でございます。 

 本日はお忙しい中、私どものワークショップにご参加いただきましてありがとうございます。

こういう席で大学の宣伝をするのはふさわしくないかと思いますが、早稲田大学の主催という

ことで、一言だけお話しさせていただきます。 

 「和魂洋才」と言われたのは慶應大学の創始者の福沢諭吉先生です。要するに東洋と西洋の

協力関係を大事にしなければいけないということです。私どもの創始者である大隈重信侯は「和

魂漢才」、日本と中国（東洋）との結びつきを大事にしようということを言われまして、古い言

葉ですから失礼な段をお許しいただければ、清国留学生部ということで、中国からの留学生の

方を受け入れるような仕組みをつくりました。 

 その後、たくさんの留学生の方に来ていただいていますし、また、たくさんの私どもの学生

がいろいろなところに行っています。今日現在でいいますと、１年に 1000 人近くの留学生が早

稲田に来ておられ、約 700 人の早稲田の学生がいろいろなところ──主にアジア関係が多いの

ですが──に留学に行っています。実は私ども国際教養学部というのが去年できまして、その

学生は４年間のうち１年間だけは留学するという規則になっていますので、この学生が３年、

４年になって留学を始めますと、先ほどの 700 名が、今、定員が 600 名ですから 1300 名という

ことで、近々、私どもの希望もいえば、2000 人近くの学生が来て、2000 人近くの学生が出てい

くという時代になっていくと思います。 

 また研究の交流では、もちろん個人個人の教員がいろいろな国外の大学、または端的にいえ

ば教員が協力関係を持っているのは言うまでもないことですが、組織的には中国の北京大学─

─今日もおいでになっていますが──の中間村にある資源大厦ビルの１フロアを借りて私ども

の研究所があります。この話については、後で査先生から詳しい話を伺えると思います。あと

シンガポールに、オリンパスとナンヤン大学と協力としてバイオ関係の研究所を持っています。 

 そういうことで学生の交流、教員の研究交流の場でも多少努力してきたつもりですが、ご承

知のように、昨年から国際研究推進ということで文科省の新しい仕組みができて、私どもも応

募しましたところ、幸いそれに採択されたわけです。採択されたからには、今、申し上げたよ

うな動きは当然として、さらに一歩進まなければいけない、どういう方向に進もうか、やはり

単に教員ベースの研究だけではなくて、教員また企業の方とも連携して、日本とアジア、また

は日本と西洋との結びつきにおいて、いろいろな情報をもっと具体的に発信できる、そういう

立場にならなければいけないだろうと思っているわけです。今日のワークショップは、そうい

うような私どもに対するこれからの方向についていろいろ貴重な示唆をいただけるのではない

かということで、私ども非常に期待している次第でございます。 
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 後になりましたが、お忙しいところパネリストとしてご参加いただきました、国吉先生、

杉田先生、査先生、趙先生、それから私どもの大学の浦田先生には、この場をお借りして厚く

御礼を申し上げます。本日午後の長めの時間ですが、皆様にとりましても有意義な一時である

ことをお祈りして、私のご挨拶とさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。 

 

（司会） 本日のワークショップは第一部と第二部に分け、前半の第一部は４人のパネリスト

の先生方から、それぞれの立場、経歴をもとに国際連携のあり方・進め方についてご講演いた

だく予定になっています。そして第二部ではモデレーターの浦田先生のもとに、パネルディス

カッションを進めていく予定です。 

 本日は会場からの質疑は行いませんが、質問票を資料の中に配布しています。黄色いペーパ

ーです。できれば質問をいただきまして、第一部の終了時に回収させていただきたいと思って

います。なお、お申し込み時に質問されている内容につきましては、先ほど打ち合わせのとき

に、答えられるものは今回の講演の中で盛り込んだり、あるいは後のパネルディスカッション

で話題として提供していただくということで了解いただいています。質問が多数になりますと、

この時間で処理するのは難しいと思いますので、それについてはご理解をお願いします。 

 本日は日本語で行うことにしており、中国からご参加いただいている両先生のお名前の呼び

方は、日本の呼び方でお読みすることでご了承されています。順番についても、アイウエオ順

にさせていただきます。 

 それでは 初に国吉先生のご講演をお願いしたいと思います。お手元の資料に各先生方の講

演の概要についての資料が入っていますので、ご参考にしてください。先生の演題は「アジア

『共生』の時代、大学はどう変わるか」です。先生のご経歴を簡単にご紹介させていただきま

す。1971 年、京都大学を卒業後、株式会社東芝に入社され、中国を中心とするアジア地域で半

導体製品、営業業務を担当されています。その後、中国での現地法人支援、設立に関わってき

ておられます。1996 年に中国部長に就任され、東芝全社の中国事業統括、中国地域戦略立案に

携わってこられ、2005 年 10 月に現職の九州大学アジア総合政策センター教授に就任されてい

ます。 

 それでは国吉先生、お願いいたします。 

 

第一部 パネリスト講演 

●国吉澄夫氏（九州大学アジア総合政策センター教授） 

「アジア『共生』の時代、大学はどう変わるか」 

 ご紹介賜りました、九州大学アジア総合政策センターの国吉でございます。 

 今ご紹介いただきましたように、東芝において中国関係業務を 20 年以上続け、昨年 10 月に

九州大学に移りました。本日のテーマは研究提携と国際協調ということで、特にその中でアジ

アにおける知のハブという、大変難しいテーマです。私の 20 数年の中国ビジネスの経験を私な

りに表現した形と、その後、九州大学のいろいろな試みを入れて、15 分のプレゼンテーション

をさせていただきたいと思います。パワーポイントは使いません。お手元にレジメと資料が２

枚ありますので、交互に見ながらお話をさせていただきます。 

 まず 初は、ものづくりという観点です。昨年の４月に中国で反日デモが発生して、日本で

は多くの人が「中国リスク」ということを語って、中国一極集中は問題ではないかというよう

な発言がよく出てきました。しかしながら中国投資の波は決してそれでとどまるものではなく、

引き続き、中国が日本企業にとっての投資 適地であることには変わりはありません。気候条

件とかロジステックとか優秀な人材とかマーケット、あるいは周辺産業の成長や政府の優遇政

策。賃金については徐々に上がっていくわけですが、こうした問題をいろいろ取っても、中国

は抜群の投資環境をいまだに維持しています。それから対日感情も、私は決して悪くないと思

っています。 

 日中間の貿易は、 近のジェトロ発表によりますと、昨年 2005 年は過去 高を記録しました。

中国自身の貿易量が増えているので、逆に韓国との貿易も過去 高であったようですが、日本

と中国との貿易での結びつきもますます強くなってきています。それから中国自身も世界第３

位の貿易量を占めています。しかし輸出の 57％、輸入の 58％を外資（中国風にいうと三資企業）

が占めているという意味で、中国の経済の中における外資の役割は非常に大きいということで

す。 

 資料の方に移ります。資料１は、あるリサーチ会社が電子関係業界からデータを取って、製

2



品品目別に世界の中の生産量と、その中で中国がどれだけかということを示しています。ＡＶ

関係、家電、通信・ネットワーク等々を含めて、軒並み中国が圧倒的な比率を占めています。

これを称して「中国が世界の工場になった」というわけです。ただ、資料としては出していま

せんが、その多くが、日本のみならず欧米であったり韓国であったり台湾であったり、外資の

組み立て加工です。キー部品あるいは素材関係を輸入して組み立てていくという形でできてい

る。そういうものが「世界の工場」である中国を支えているという、一つの姿が見えているわ

けです。 

 今現在、北京で全人代が開催されていますが、第 11 次５カ年計画の策定を進めています。そ

の中で大きな眼目として、経済の構造調整と自主革新能力という言葉が非常に強く謳われてい

るわけです。これは資源エネルギーの効率的な使用と循環型社会構築と同時に、自主技術の開

発によって外資依存の構造から脱却することを大変強い口調で述べています。決して今回はじ

めて言われたわけではないのですが、去年から今年にかけて、非常に強くそういう言葉が打ち

出されています。 

 参考に、資料２ですが、これは私が東芝時代に深く関わった半導体を１つの例に取り、ハイ

テクの国際的な分業がどのようにされているのかということを絵にしたものです。左のほうに

「セット」「デバイス」「装置」とあります。右のほうに「中国」「日本」とあります。これは中

国であっても「アジア」としても同じです。1985 年のプラザ合意以降、日本企業はどんどん海

外に工場シフトしてきましたが、１つのパターンとして量産工場がアジアあるいは中国に移っ

ていく、その量産工場に供給するデバイスを、現地に組み立て工程をつくって供給していく、

その時日本の役割は何なのかというと研究開発や製品設計であり、デバイス側も半導体の研究

開発・設計ということで、日本側でセットの設計などの協力が続けられています。さらにこう

したものを支えているのが、製造設備メーカーとの連携です。但し、あくまでも絶えざる技術

のイノベーションがある限りにおいては、こうした構造で分業体制が成り立っていくという絵

です。イノベーションがなくなれば、どんどん中国移転が進み日本が空洞化していくかもしれ

ません。 

 その次に、「工場としての中国」ということから、さらに今度は「売り」、「市場としての中国」

はどうなのだということです。これに関連しては資料３をご覧ください。中国は 2001 年にＷＴ

Ｏに加盟して、その３年の後に流通を全面的に開放することを約束しました。その３年目が昨

年 12 月にまいりました。では実際にどのようにやっているかというと、昨年４月に「外商投資

商業領域管理弁法」という流通の新法が出ました。実は私はこのときには東芝にいて、業界団

体と一緒にこの法律の運用についてずっとフォローしてきたわけです。昨年の４月、５月ぐら

いまでは様々な問題があって前進しませんでしたが、昨年の夏頃を境目にして、総合商社が商

業企業として認めてもらうとか、あるいはずっと課題であった保税区貿易会社が商業企業化す

るなど、新しい流れがどんどんできてきています。そういう意味で「売り」の世界、市場とし

ての中国においても新しい流れが今、到達しているということです。併せて、一昨年末、聯想

集団がＩＢＭのパソコン部門を吸収するということがありましたが、中国企業自身も国際的に

連携していくという、新しい流れがどんどん出ています。しかし同時に、国内での過当競争で

苦しんでいる中で輸出に活路を見いだしてどんどん出ていくが、海外においてもアンチダンピ

ングに遭遇し、貿易摩擦に苦労している姿も見えるわけです。 

 そうした、ものをつくる、あるいは新しい流れとして中国の中でものを売っていくという流

れの中に、進出企業の立場からすると大きな価値観の転換が生まれているわけです。資料４に

「中国進出日本企業に見る経営の変化の方向」を付けています。従来の工場管理から企業経営

という形に移っていくと、さまざまな局面で意識を転換していかないと企業の活動ができてい

けないという意味です。つまりそれまでは日本の本社に向かって仕事をする。あるいは日本と

の関係で生産高を上げるとか輸出をするという形で済んでいたのが、今度は中国の社会に直接

対峙して、そこでどのように売上げを伸ばすか、競争に勝っていくか、あるいは中国社会と共

生していくのか、具体的には例えば、消費者運動、消費者問題とどのようにぶつかっていくの

かとか、諸々の課題に関わりながら事業を行なう訳です。 

 そうしたときに、日本企業の経営として考えなければいけないのは人の問題です。人の問題

というのは現地化であるし、人の育成です。これは中国人をどうやって育成するかというだけ

ではなくて、進出する日本企業の日本人のあり方についても深く考えていかなければいけない

ということです。 

 そうした問題意識において、次から、大学のあり方ということで申し上げたいのです。私が
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いる九州はアジアにいちばん近いということで、いろいろな形で熱心です。「九州のアジア度」

を資料５に付けています。７つの指標の中でそれぞれ中に赤い線で結んであるのが、日本の平

均のアジア度。つまり例えていえば、海外進出件数や輸出額が全国平均でアジアに向けてはど

れだけだというのを出して、それに対して九州はどうかを出したときに、ほとんどの項目で九

州は日本の全国平均の上をいっているという意味においてアジア度が高い、アジアに大変関心

を持っているということがいえると思います。 

具体的にも、九州経済産業局などいろいろな部門が音頭を取りながら、アジアに対するプラ

ンニングを進めています。「アジア一番圏」、或いは「環黄海経済圏構想」等です。「環黄海」で

すが、これは実は「中国と韓国と日本」と来るべきところなのですが、「中国と韓国と九州」と

言っています。これまで４年ぐらい、毎年１回こうした国際会議を持ち回りで開催しています。

それから福岡市でやっている「21 世紀中華街構想」も、中国の活力を福岡に呼び込みたいとい

う形で行政レベルでも一生懸命活動しています。 

私のいる九州大学においても、教育憲章の中にはっきりと「アジアをはじめ広く全世界で活

躍する人材を輩出」すると謳っていますし、いくつかのアジア志向のプロジェクトを持ってい

ます。 

 いちいちご説明をする時間はありませんが、１点だけ、資料６の「アジアビジネス国際教育

コンソーシアム（ＩＣＡＢＥ）」を簡単にご紹介しておきます。これは九州大学のビジネススク

ールが中心になり、九州の経済界に働きかけて、九州大学だけではなくて企業や行政が一体に

なって、アジアビジネス人材教育に関して、教育・情報・研究の一体化した場を作ろうという

運動です。九州大学のビジネススクールだけでは一学年約 40 名しかいません。九州に中国人材、

アジア人材はもっともっと必要ですし、多くの企業の前線で活躍している人に、アジア、中国

を勉強してもらいたい、あるいはその中で一緒にアジアとの協調を考えていってもらいたいわ

けです。そういう場を一緒になって地域ぐるみでつくろうではないかという動きを進めていま

す。九州電力を始め地元企業にも積極的にこの動きをサポート頂き、一歩一歩、前進中です。 

 後の資料７では、そうした中で、昨年７月に設立された私の属しているアジア総合政策セ

ンターがどんなことをやっているかということを簡単にポンチ絵にしています。４つの方向性

は、「行政や地域社会に対する提案」「アジアの人々との連携」「従来のアカデミズムの成果を汲

み取る」、それから「市民社会との連携」で、地域においていろいろな講座を開いて一緒に地域

で考えていくといったことを進めているわけです。ＳＩＡ（Soaked in Asia）は、芥川賞作家

で福岡在住の高樹のぶ子さんを九州大学の特任教授として迎えて、アジアとの文学の交流とい

う形で、アジアに浸りアジアの心の情報を発信していくということです。今週末に福岡市内で、

高樹のぶ子さんを入れたそうした催しをやります。このように、ビジネス、経済、社会、文化

という、幅広い活動をしていこうとしています。 

 後に、「グローバライゼーション」が多く語られていますが、目の前のアジアの問題を解決

出来なくて「グローバライゼーション」は語れないと思います。アジアを語ることで世界を語

り、そうした中で、産官学が一体となって開かれた大学はどうあるべきかということをお互い

に考えていくことができればと願っています。 

 ご清聴ありがとうございました。 

 

（司会） どうもありがとうございました。それでは次に、査紅彬先生にお願いしたいと思い

ます。先生の演題は「中国の大学における国際共同の現状と事例紹介」です。先生のご経歴を

簡単にご紹介させていただきます。1990 年、九州大学電気工学科で工学博士号を取得後、九州

工業大学情報工学部助手となられ、1991 年より九州大学工学部システム情報科学研究科助教授

に就任されています。2000 年より北京大学情報科学センター教授になられ、現在、北京大学情

報科学技術学院副院長であられ、視覚・聴覚情報処理国家実験室主任でもいらっしゃいます。 

 それでは査先生、お願いいたします。 

 

●査 紅彬氏（北京大学情報科学技術学院副院長） 

「中国の大学における国際共同の現状と事例紹介」 

 ご紹介にあずかりました、北京大学の査と申します。 

 先ほどのご紹介でもお分かりになるように、私は地域連携とか産学官連携関係の専門家では

ないので大した話はできないのですが、単純に研究の現場にいる１人の人間として、今まで国

際研究に関わっているいろいろなプロジェクトとか、その中で得られた経験や感想を主なテー

4



マとして紹介させていただきます。今回こういうワークショップに招待していただきまして、

誠にありがとうございます。 

 一応、ＰＰＴをつくりましたが、日本語のシステムがないので英語でつくりました。申し訳

ございません。内容は、中国の大学、特に私が所属している北京大学における国際連携、ある

いは国際共同に関する事情についての紹介です。主にこのような４つの内容からなります。ま

ず中国全体として、今、特に大学では国際交流・国際連携に関してどのような状況にあるかに

ついて説明したうえで、北京大学ではどのようなやり方で国際連携を進めているかという事情

を簡単に説明します。その後、特に私に関係するいくつかの事例を取り上げて説明し、 後に、

その中でどのような問題があり、どのようなことが解決策になり得るかについて説明します。 

 まずは今、国際連携に関して中国ではどのような状況にあるかについての説明です。たぶん

後の趙先生からもっと詳しい話があるかと思うのですが、私は大学の立場から見ていた状況

について簡単な説明をします。基本的には中国の政府は今、国際連携を強力に進めていて、い

ろいろな形でいろいろなレベルで国際連携を推進しています。どうしてそのようなことを大い

にやっているかというと、いろいろなバックグランドがあると思いますが、基本的には中国の

将来の経済の発展と社会の建設という２つの目的に向かって進めるうえでは、科学技術の役割

は非常に大きいと見ていると思います。 

 いくつかの重要な要因があると思いますが、 近ではつい先月、中国政府は中長期科学技術

発展プラン計画を発表しました。それは 2006 年から 2020 年の今後 15 年間の科学技術発展のプ

ランになっているのですが、その中には、社会や経済の発展を支えていくうちに、基礎研究と

技術的な革新をちゃんとやらないと中国は将来的には世界のリーダーになれないということが、

結論として書かれています。 

 もう１つ大きなポイントとしては、1998 年の時点で、中国ではいくつかの大学を、あと 20

年の間に世界レベルの大学にもっていくというプランを発表しました。2010 年から 2020 年の

間に、いくつかの大学に対して研究のレベルで世界トップレベルにもっていこうという話です。

近、大学の研究以外にもう１つ大きな問題として浮上してきたのは、産業界の技術革新の能

力です。今、中国の状況を見てみると、自分で開発した技術は少ないのです。製品を開発する

うえでは自分の技術がないと将来的には世界でうまくやっていけないから、基礎研究と同時に

産業界の技術革新能力を高めていかないといけない、今、全人代で 11 次５カ年計画を議論して

いますが、その中では、産業界の技術革新能力をいかに上げていくかということは１つの大き

なポイントになっています。こういう目的をうまく達成するためには、やはり今すでに発展し

ている国と連携して国際協力をちゃんとやっていかないと駄目だという話になったわけです。 

 そのような国全体の発想の下で、いろいろな大学は自分なりに国際交流や国際連携に力を入

れてやっていますが、私が所属している北京大学では、特にこの何年間は国際連携に対しては

力を入れてやっています。基本的なやり方は、たぶんどの大学でも同じようなことをやってい

る感じですが、例えば 初に大学のレベルで、あるいは学院のレベルで、研究科のレベルで、

国際協力協定を結ぶことをやります。 

 次に面白いのは、北京大学では大学デーというやり方があります。例えば早稲田大学なら早

稲田大学デー、ハーバード大学デー、あるいはオックスフォード大学デーなど、いろいろな大

学を対象にして、その大学デーをつくっているのです。それは何をやっているかというと、そ

の大学に対して１日、２日を使って、その大学の研究活動を紹介したり、あるいは北京大学の

教官と学生との交流活動に使う、そのようなやり方で、大学の間の相互理解と交流を進めてい

くやり方です。去年の早稲田大学デーのときは村岡副総長も向こうに行かれたと思いますが、

そのときには早稲田大学ＣＯＥプログラムをベースに、北京大学に対してＣＯＥのいろいろな

進め方を紹介していただきました。かなり評判がよかったのですが、そのようなやり方があり

ます。 

 それ以外には、中国の政府と外国の政府と共同でサポートしているプロジェクトを進めてい

ますし、外国の大学と会社の間で共同研究センターといった組織もつくって、学生とスタッフ

の短期交換や国際コンファレンスやワークショップをやっています。 

 近何年間か国際連携をいろいろやっていますが、私個人に限ってみると、特に日本の大学

と会社との間で共同研究をたくさんやっています。私は中国に戻るまで日本に 10 数年間滞在し

ていたことがあり、日本の大学と産業界にはたくさんの友人がいます。そのコネクションを使

って、国際共同研究のプロジェクトを立ち上げています。 

 この２、３年間に主にやったのは、例えば日本の総務省のサポートで国際研究プロジェクト
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をやっていますし、いろいろな会社との間で共同研究をやっています。今すでに走っているプ

ロジェクトとしては、富士通、リコー、ＮＴＴ、凸版印刷との間のプロジェクトがあるし、

近はオムロンとの間で共同研究の話を進めているところです。それと早稲田大学、京都大学、

大阪大学など、日本の大学との間でも共同研究をやっています。また大学間の交流を促進する

ためには、九州大学や立命館大学との間で小さい範囲でのワークショップも開いています。 

 いくつかの例を取り上げて、もう少し細かく説明させていただきます。まず１つ説明したい

のは、早稲田大学、北京大学、凸版との共同プロジェクトが走っています。このプロジェクト

のタイトルは「世界遺産デジタルアーカイビング」です。今いろいろなところで研究されてい

る３次元デジタル技術を使って、世界文化遺産をいかに記録し保存し保護し、そして普及する

かという新しい方法・新しい技術を開発していくのが目的です。 

 今の組織形態としては、早稲田大学、北京大学、凸版の３者の間でやっています。私は１年

ぐらい前から正式にこのプロジェクトに入ったわけですが、その前にすでに凸版と早稲田の間

でそういうプロジェクトがありました。皆さんご存知のように、凸版印刷は中国の故宮などの

文化遺産を対象にして、いろいろな新しい技術を使って保存する方法、あるいは遠隔デジタル

ミュージアムの技術を使って文化財を記録していくことをやっていて、早稲田大学はすでに凸

版と一緒にそういうプロジェクトを走らせていました。１年ぐらい前にあるきっかけで私も参

加させていただいたのですが、このような経緯でプロジェクトが走っています。 

 このプロジェクトに私が参加して１年ぐらい経ったのですが、プロジェクト自体はそれほど

大きいものではなくて、一般的なスケールのプロジェクトです。ただ、いくつかの面白い特徴

があり、私から見ると将来的には非常に面白いプロジェクトではないかと思っています。 

 どのような特徴があるかというと、まず１つは、文化遺産は中国にたくさんありますが、

近は文化遺産の保存状態がそれほどよくないのです。だから新しい技術があれば文化遺産をよ

く保存できるという意味では、中国の国情にとても適している、つまり中国はこういう技術に

対する要求があるということが第１です。２番目としては、この研究プロジェクトの中には、

大学だけではなくて凸版印刷という企業も入っているのです。大学の間なら研究をやってそれ

で話が終わってしまうケースが多いのですが、会社が入ってくると、その成果をいかに製品と

してうまくトランスファーするかという話が出てくるので、それは２番目の大事な特徴です。 

 ３番目としては、三者がそれぞれちゃんと役割を決めて一緒にやっているのです。北京大学

の私のグループは、３次元のデータを取るのが設備などの面から見ると強いので、それをやっ

ている、凸版印刷はカラーの処理が強いので、それをやっている、早稲田大学は３次元のディ

スプレーとか３次元の可視化の部分でいい技術を持っているので、河合先生を中心に３次元の

可視化のところをやっている、三者それぞれ役割はちゃんと持っていて、補完的な関係になっ

ているのです。お互いに競争はあるのですが、そうではなくて一緒に力を合わせて１つのこと

をやるというのは、すごく大事なポイントではないかと思います。 

 ４番目としては、今やっているプロジェクトはただ技術的な話だけではなくて、文化遺産と

いうことも入ってくるので、理工系と文科系でいかに学際研究をやるかというのも大きなポイ

ントです。北京大学は文系が強いし、早稲田大学も文系が強いので、将来的には理工系だけで

はなくて文系も巻き込んで学際的な研究ができる。それも１つのポイントになり得るのです。 

 このようなことを見ると、将来的にはかなり楽しみなプロジェクトになっていくのではない

かと思います。私は北京大学の学内でもこういう話をしていて、大学もこのプロジェクトに対

して興味を持っていて、いろいろな形で援助してくれています。将来的にはこのプロジェクト

をベースにして、もっと早稲田と凸版との間の共同研究を進めていきたいと思います。 

 その他にも、例えば富士通との間に研究開発センターをつくりましした。これも一般的な体

系でやっているのですが、１つ面白いのは、北京大学の若手の先生を支援する形で、そのセン

ターの中で研究奨励金みたいなシステムをつくっています。将来的には大きなプロジェクトに

発展し得る若い先生を見つけて援助をする。そういう意味では、単純にすぐ製品になるような

テーマでやるのではなくて、若い先生も補助していくのは１つの特徴ではないかと思います。 

 これ（スライド No.11「A Joint Project Supported by Japanese Government」）はすでに日

本政府との間でやっていた１つのプロジェクトの話ですが、時間があまりないので、内容は資

料を見ていただければ分かると思います。 

 研究プロジェクト以外にもワークショップをやっていて、去年は九州大学と立命館大学との

間でワークショップをやりました。これは毎年やっていく計画で、今年は福岡の九州大学でや

る予定です。そのとき、早稲田大学の情報生産システム研究科の先生が参加される見込みです。 
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 このようないろいろなことをやっているのですが、国際研究をうまくやるためには、楽しみ

な部分もあるし、難しい問題もあります。それについて、 後に簡単に話をさせていただきま

す。 

 “Solutions”という言葉を変な色で書いていますが（スライド No.13「Problems and 

Solutions」）、解決策といっても自分なりに思いついたものなのでとても解決策とは思わないの

ですが、自信がないから変な色で書いてみました。 

 まずは国際研究をやるためには、みんなときどき集まって議論することはできるけれども、

本当の連携をやると、やはりあるプロジェクトをベースにしたやり方でないとなかなかうまく

いかないのではないか、だからプロジェクトをベースにした共同研究、国際連携が大事ではな

いかと思います。 

 そのようなプロジェクトを立ち上げるためには、いろいろなことをやらないといけないので

す。今日ここで話をして明日一緒にプロジェクトをやりましょうというのは、もちろんできな

いわけです。そういう意味では、お互いに理解し合うことがまず前提ですから、相手がやって

いることが何であるかということをきちんと分からないと共同研究は難しいのです。それをや

るためには国際的な会議やワークショップをやる必要があるし、教官と学生が短期交流するこ

とも大事です。そのようなことを長い時間をかけてやっておかないと、相手を理解するのはな

かなか難しいです。 

 プロジェクトをやるためには研究費がないと立ち上げることはできないのですが、政府がサ

ポートしているファンドはいろいろあります。そのようなファンドを狙っていくのも大事です。

そのほかには、どのようなところで一緒に連携していくかということも考えないといけないし、

先ほどの早稲田大学と凸版印刷と一緒にやっているプロジェクトの話の中でも出たように、単

純に大学だけではなくて会社も巻き込んで一緒にやったほうがいいのではないかと思いますが、

後には相手の強いところを引き出して、お互いに力を合わせて役割を分担して補完的な関係

でいかないと、プロジェクトとしてはうまくいかないのではないかと思っています。 

 以上、簡単ではありますが、どうもありがとうございました。 

 

（司会） 査先生、どうもありがとうございました。次に、杉田定大先生にお願いしたいと思

います。先生の演題は「アジアにおける官民パートナーシップ」です。先生のご経歴を簡単に

ご紹介させていただきます。1980 年、一橋大学を卒業後、経済産業省の前身である通商産業省

に入省され、2002 年、経済産業省通産政策局アジア大洋州課長、2004 年、貿易経済協力局通産

金融経済協力課長を経て、2005 年、現職の内閣官房知的財産戦略推進事務局参事官に就任され

ています。また 2002 年４月から早稲田大学の客員教授も兼任されています。 

それでは杉田先生、よろしくお願いします。 

 

●杉田定大氏（内閣官房知的財産戦略推進事務局参事官） 

「アジアにおける官民パートナーシップ」 

 杉田でございます。よろしくお願いいたします。 

 今日はワークショップにお招きにあずかりまして、本当にありがとうございます。私は本学

の客員教授もやらせていただいているので、常に早稲田大学にどうコントリビューションする

かを考えているところです。私自身は今、理工の学生の方に、マネジメントテクノロジーある

いは知財の話を折々ご説明させていただいているという関わりをしています。 

 今日、実は当初、官民パートナーシップだけをお話ししようと思ったのですが、割と広いテ

ーマで、先ほどご紹介がありましたように、アジアの担当課長をやっていた中でＦＴＡに関わ

ってきたし、ＡＳＥＡＮと日中韓の役割分担も議論してきました。それから経済協力では、後

でご説明しますが、官民パートナーシップ政策を展開してまいりました。それから今、知的財

産政策を担当しています。この３つについて、大学と産業界とわれわれ役所、行政との関わり

を簡単にご紹介したいと思います。 

 実は私は５年前に、北京大学の非常勤講師を２年やらせていただきました。日本センターの

学部生と、専攻科の社会人の方々の教育もあって、5、60 名ぐらいの方を相手に、中国語は私

は駄目なものですから、英語と日本語を交えて講義をしていました。５年前ですから、中国と

日本との関係、経済的な関係はまだまだ今のような感じではなくて、どちらかというと中国は

脅威ではないかという声が多かった時代です。そのとき授業で私は、歴代この講座を私ども経

済産業省が担当していたものですから、産業政策論をやっています。日本のターゲティングポ
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リシーとか、傾斜性生産方式とか、こういうことをやってきましたという話をしてきたのです

が、学生さんはキョトンとしているわけです。私どもも、どうも話が合っていないなと、中国

が市場経済を先行されて、どうもわれわれの思っているところとズレ始めていたなという感じ

がしたのです。 

 学生は日本語も堪能な方々ですから、「日本の企業に就職するのですか」と尋ねたら、大体が

「いやいや、日本企業は考えていないです」。当時、希望のトップ 10 に入っているのはソニー

ぐらいしかなかったのではないかと思います。学生さんに聞いたときに「日本企業に行くと共

産主義がうつっちゃう」と言われて、私にとっては非常に驚きであったわけです。すなわち日

本のシステムがどうも社会主義的な、市場経済から離れたような感じの認識を当時されていた

ということであり、私どもは中国が変わっているということを十分認識していなかったのでは

ないかと思うのです。 

 翌年、これではいけないと思って、われわれが目指すべき産業政策のような議論をして、特

に当時から産学連携とかベンチャー企業振興に力を入れていれているのが前年でよく分かった

ので、20 人ぐらいのベンチャーキャピタリストやベンチャー起業家を連れていき、北京大学で

も講演をしてもらい、北京大学や清華大学の校弁企業の方々と交流会をやったり、それから烽

火中心、中国のいわゆるベンチャーを担当している役所とのワークショップをやったりしてき

ました。これで日本も少し変わっているのだなということをお分かりいただいているのですが、

先端の日本人を当時、私どもは連れていったのではないかなと思っています。しかし５年経

ってみて、われわれもかなり変わってきています。今日この会議が始まる前に、査先生や趙さ

んから「中国もまた変わっている」というお話を聞いて、また少し驚いているわけです。 

当時、私は北京大学と関係があったので、たまたま横を見ると、清華大学と慶応大学が大学

間の交流をおやりになっていました。これは私ども経済産業省が後ろで応援をしていたプロジ

ェクトなのですが、ＥＥＥ（スリーイー）プロジェクトといって、Economy、Energy、Environment、

この３つの分野について大学間でいろいろ協力をしようということだったのですが、ご苦労さ

れていたようです。 

 実はそれをわれわれは分析したこともあり、たまたまその後、私は早稲田の客員教授をやら

せていただき、当時、白井総長がまだ副学長でいらっしゃった時代ですが、経済産業省と早稲

田大学との勉強会を月に一度やっていたので、大学間連携もこういうやり方がいいのではない

ですかと、いくつかサゼスチョンをさせていただきました。特に私どもがよく申し上げたのは、

「やはり先生間でやっている連携では駄目ですよ」。組織と組織との大学間交流をちゃんと考え

てそういうフレームワークをつくったうえで、実際にそれぞれの先生方がそれぞれの学科の流

れの中でどう交流するのか。それからどう民間企業を関与させていくのかというところについ

て、いくつか議論させていただいたわけです。今日、査先生からお話がありましたが、すでに

早稲田と北京大学と凸版印刷さんと具体的なプロジェクトが出てきているのは、非常に力強い

限りと考えます。 

本題に入らせていただきます。アジアというところで、浦田先生にもご協力いただいている

ところですが、われわれは今、東南アジアの国々とＦＴＡ・ＥＰＡの交渉をやり終えつつある

ところです。それから私どもはＡＳＥＡＮをコアにしながら、ＡＳＥＡＮと日中韓、あるいは

ＡＳＥＡＮと日本、あるいはＡＳＥＡＮと中国という会議を年に１回、持っています。加えて

去年から東アジアのサミットという形で、ＡＳＥＡＮ＋日中韓、豪州、ニュージーランド、イ

ンドといった国々を入れた議論もしているわけです。 

実はこういう議論の中で、産業界とともに大学人の方々の関わりは非常に大きいものがあり

ます。これは後で趙先生からご言及があるようですが、特にＦＴＡとかＥＰＡ、自由貿易協定

を議論する中で、大学人の方々に入っていただいて経済分析をしていただくとか、その効用、

効果、功罪を分析していただくのは非常に大事だといわれています。ＡＳＥＡＮと日本のＦＴ

Ａの交渉に入る前に、必ず産官学の共同研究会をやることになっています。その研究会で、こ

ういうふうに自由化あるいは円滑化等々がなされたらこれぐらいの効果があるのだ、というこ

とを分析していただくわけです。これがそれぞれの国民を説得する理由にもなっているという

ことです。 

それで実は私ども、政策的にはハーモナイゼーションをこれからどんどんしていく中で、や

はり大学人の方々の役割は非常に大きいのではないかなと思っています。例えば国際標準をア

ジア発でつくっていくとか、あるいは知的財産の保護・活用をアジアの中でどう考えていくの

か。あるいはもろもろの法律制度をどう共有していくか。あるいは税関のシステムとかパスポ
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ートコントロールのシステムをどう一元化していくのか。これはこれからの大きな課題です。 

 今、ＥＵが拡大ＥＵということで 25 カ国になってきているわけですが、ＥＵの強さは単に貿

易の自由化、関税を引き下げることだけではなくて、パスポートコントロールがほとんどない

に等しい、あるいは税関もない形になっているという形で、人・モノ・サービスの流れが大き

く自由になるという流れです。こういうものをアジアの中で、段階的ではあろうと思いますが、

どのように作っていくのかというところでの、われわれ役所だけではなくて産業界あるいは大

学人の方々の役割は大きいのではないかと思います。 

 それから２点目に知的財産の問題です。実は５年前に私どもが中国にお邪魔したときに、中

国の校弁企業、北京大学の校弁企業、あるいは清華大学の校弁企業を訪問させていただいて非

常に驚きました。アメリカと同じぐらいの形で、大学発ベンチャーあるいは産学交流がなされ

ている。それから大学もＴＬＯ（Technology License Office）を設けて、産業界との間で大学

の特許の活用の方向をどう考えていくのかということを、当時から議論されていたわけです。 

 しかしながら日本もようやくここ２、３年、特に文科省のポジションが大きく変更されてき

て、あるいは国立大学が独立行政法人化されたということもあり、かなり変わってきているの

も事実です。しかしながら大学と企業の関係はなかなか難しいのではないか。後でパネルディ

スカッションの中でもそういうご議論が出てくるのではないかと思いますが、中国でも同様に

なかなか難しい関係が出てきているという形です。 

 今まで外から見れば、どちらかというとやはり企業の方がうまく大学を使ってきた。大学と

の共同研究において大学の先生に奨学金のようなものを出して、かつ、将来、学生さんはうち

の企業で受け入れるからということがバックにあったのだとは思うのですが、大学と企業の間

で、知財の権利関係あるいは将来のベネフィットについての Share の手法が不透明であったの

ではないか、という感じがします。 

 近、国立大学の不実施補償という問題が出てきています。これはどういうことかというと、

日本の国立大学で共同研究によって得られたものについては、相手の企業との間でもし相手の

企業に専用実施権を与える場合については、それなりの見返りをもらおうというのが今の制度

になっています。これは文科省がそういう制度でやるべきだということで、各大学についてお

触れが、今、回ってきているわけですが、現実問題これはなかなか難しいです。去年、トヨタ

と京都大学がその問題で揉めて、新聞情報ですが、トヨタと京都大学との間での共同研究がう

まくいかなったという事例も出てきていると聞いています。これは、今、私ども知財本部ある

いは総合科学技術会議の１つの大きなテーマになっています。どういうふうな形で企業と産業

界の間の連携を図っていくのかという問題についてです。 

 １つの解は、私が中国で垣間見た経験ですが、やはり大学の中に民間企業人の方々がかなり

入ってきているということです。今日、九州大学に国吉先生が入られているというお話があり

ましたが、大学の先生という形もあるでしょうし、あるいはＴＬＯの事務局といったような形

で企業人が大学のサイドにも入っていただいて、企業との間の交渉をしていただくということ

も大事です。どうも中国は、もうそれを５年前からおやりになっているということだと思いま

す。 

 それから中国との関係でこれから大事なのは、ニセモノをどう排除していくのかということ

です。中国の企業自身も今、例えばＴＣＬとかハイアールの携帯電話のニセモノで悩んでいる

と聞いています。あるいは従来、模倣品でやってきたような企業が独自ブランドを出しつつあ

るという形で、自らの知財をどう守るのかというのが大事だと思われ出しています。それから

私どもの知財本部と同様に、 近、中国にも知財本部を置く計画があると聞いています。そう

いう意味では、積極的にわれわれのノウハウを中国の知財部の方々に提供させていただいてい

るところです。 

 それからもう１つ大きなテーマとして、知財の中では国際標準をこのアジアからどうつくっ

ていくのかというのも非常に大事なテーマであると思っています。これは大学人の方々、ある

いは企業の方々、あるいは日中の間でそういうものをフレームにしながら、アジアの数十億い

る民をバックにしながら、どう国際標準をつくっていくのか、常にわれわれはＥＵ発の標準に

悩まされています。あるときはＥＵはワンボイスなのですが、またべつの場合にはＥＵは 25

カ国になって 25 本の投票権を持つというやり方で、世界標準になるようなものをＥＵ発でつく

っているという戦略ですから、われわれも、アジアから世界に発するようなものをどうつくっ

ていくのかというのも大事ではないかなと思うわけです。 

 それから 後に、今日パワーポイントを用意したのですが、「アジアのＰＰＰ」となっていま
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す。お手元の資料に『経済産業省「アジアＰＰＰ研究会」報告書の概要』と書いてあります。

今日、何でこういうテーマをご説明したかというと、たぶん産学官の連携といったときに、常

にものづくりが中心になってご議論があるところなのですが、われわれ１つ提起したいのは、

実はアジアとの関係でこれからインフラ需要が出てきます。特に中国は、ご承知のように北京

オリンピックあるいは上海万博といった大規模なプロジェクトがありますし、沿岸部・内陸部

含めてますますインフラの需要が高いところです。 

お手元の資料の３ページをご覧いただきたいと思います。東アジア地域におけるインフラ整

備の需要はどれぐらいあるのかということで、世銀が推計したものがあります。2005 年から

2010 年の約５、６年にかけて、毎年 2000 億ドルのインフラ需要が出てくると推計しています。

下の表の左の中ほどに国別と書いてあります。2000 億ドルのうち、毎年８割ぐらい、中国でイ

ンフラ需要があるという推計です。セクターでいくと、例えば電力、運輸、テレコム、上下水

道といった分野が高くなっています。それから対ＧＤＰ比でいくと、インフラ需要が中国の場

合は約７％という形になっています。 

 こういう数字であるわけですが、中国もこれから政府の公共投資だけでインフラ需要を賄う

のは非常に難しいという認識をされつつあるようですし、実際に電力とか通信あるいはガス事

業とか、一部のものについてはすでに民間開放されています。 近、都市交通についても民間

に開放する。マジョリティを民間企業に認めるのだ、外資の参入も認めるのだ、というお話を

しています。パブリックエンティティを少し低めていく。 

 実は官民のパートナーシップは製造業などいろいろな分野であるし、大学とのパートナーシ

ップもあります。それからインフラサービスのところでも官民パートナーシップがあるわけで

す。４ページの「ＰＰＰの定義」に書いてありますが、従来、経済協力という分野では商業性

の著しく困難な分野、いわゆる公共事業である程度やらなければいけない分野については、わ

れわれは例えば円借款を供与して相手国政府を応援してきたわけです。それから商業性の高い

分野は、例えば民営化であったり自らの事業であったり民間委託であったり、あるいはＰＦＩ

という手法が使われてやってきたわけですが、中間領域があるだろうということで、官民が共

同していくような分野がある。そこには政府の関与、あるいは民間企業の関与が求められるの

だということです。 

 例えばどういうことかというと、４ページの下のほうに図がありますが、中国との関連では

北京の国際空港があります。これは本体の施設については円借款で供与したのですが、実際の

Ｏ＆Ｍ（Operation ＆ Maintenance）はパリの空港公団がやったというケースです。  本当な

らわれわれ日本勢がこういうことをやらせていただくといちばんよかったのかもしれませんが、

パリの空港公団がやったわけです。こういう形で、港湾とか鉄道とか水道といったような事業

分野がとりあえず出てきています。 

 次の５ページ、この分野こそ相手国政府と民間企業との関わりが非常に大事です。残念なが

ら、ここの分野に大学人の方の貢献はまだ少ない状況にあります。従来、産学交流、産学連携

をやるときは、理工系のサイエンスのほうの世界でしかアプローチがあまりなかったと思いま

す。今日、査先生から文系も貢献は必要なのだというお話がありましたので、私は意を強くし

ましたが、特にマネジメントの分野で貢献をしていただく必要があると思います。 

 実はＩＴがこの大きな武器になることがあります。資料の７ページをご覧いただきたいと思

います。都市交通、港湾、上下水道といった分野でも、当然ＩＴが貢献する分野はあります。

従来、政府が公共事業でやっているときには、ＩＴを使って貢献する、合理的な経営を行うと

いうことがなされてこなかったわけですが、民間が経営に参画することによって、それを大き

く変えていくのではないかと思われます。 

 その中でも、７ページの下に「行政サービス／ＩＴ」とあります。例えば電子調達。これは

マレーシアで日本が貢献しているわけですが、こういったような分野。あるいは無線のＩＰ電

話のシステム。あるいは放送と通信の融合によるところのＩＰマルチキャストなども当然出て

こようかと思います。それから今われわれが協力しているのは、電子パスポート（Ｅパスポー

ト）コントロール、テロの対策からすると非常に重要な課題です。日本も静脈認証を来年度ぐ

らいからスタートする話になっていますが、テロ対策からもＥパスポートのコントロール、あ

るいは国際的な空港の運用、例えば電子タグを使った合理的なハンドリングを行う、こういっ

た分野も、明らかに大学の方々の貢献がわれわれは必要になってくる分野ではないかなと感じ

ている次第です。 

 後に、今ずっと、アジア、知財、経済協力の分野での大学あるいは民間企業の方々、われ
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われ役所の役割分担をご説明してきたわけです。いちばん大事なのは、知財も産学連携もそう

なのですが、やはり組織と組織がしっかり契約に基づいてちゃんと付き合っていくという姿は

これから大事ではないかなと思っています。大学間の国際連携もそうですし、二国間にまたが

るような産学交流もそうではないかなと思います。 

その中で、例えば知的財産をお互いにどう担保し合うのか、それからもう１つは、単に保護

だけではなくて知的財産の活用をどうするのか、単に特許にしていてもお互いメリットがない

わけです。単に排他的な自主権を持つだけで済むとは思っていません。そういう意味では、特

許をどう活用するのかというようなものです。それからお互いに知財を守るのだというルール

も非常に大事です。それから３番目に、官民のパートナーシップを先ほどご説明しましたが、

この中での大学の関与も大事ではないかと思います。それから産官学がどうお互いに Win-Win

でつくり上げていくのかというところの問題点は、これから引き続き、われわれも勉強させて

いただきたいと思っている次第です。 

 とりあえず以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。 

 

（司会） 杉田先生、どうもありがとうございました。それでは 後になりましたが、趙晋平

先生に講演をお願いしたいと思います。先生の演題は「中国の官産学連携と対外パートナーシ

ップ構築について」です。先生の経歴を簡単にご紹介させていただきます。1987 年に中国政府

派遣留学生として日本に留学され、立教大学で経済学博士号を取得された後、慶応義塾大学産

学研究所、通商産業省通産研究所それぞれの客員研究員を歴任されています。1995 年に中国国

務院発展研究センターに入所され、対外経済研究部研究室長、マクロ経済研究部副部長などを

歴任され、現職の対外経済研究部副部長に就任されています。 

 それでは趙先生、お願いいたします。 

 

●趙 晋平氏（中国国務院発展研究センター対外経済部副部長） 

「中国の官産学連携と対外パートナーシップ構築について」 

 ご紹介いただきました、趙晋平でございます。 

 この貴重な機会をいただきまして、関係者の方々に対して深くお礼を申し上げたいと思

います。さらに先ほど３人の先生から立派な報告を聞かせていただきまして、大変勉強に

なりましたことに感謝の意を表したいと思います。私に与えられたテーマとしては、中国

における官産学連携、要するに中国の対外経済交流活動への関わり方についてというテー

マです。自らの経験を踏まえたうえで、中国の現況について紹介させていただくことにし

ました。 

 国務院発展研究センターについては、日本では相当するような機関がなくて説明しにく

い面もありますが、中国中央政府の政策諮問機関だとご理解いただければよいと思います。

中国国内では、民間の大学あるいは企業の角度から見て官の性格を持つ。他方では行政機

関（役所）から、むしろ学という性格を持っているのではないかというような研究機関で

す。ここで私は学の立場からこのような話を進めてさせていただきたいと思っています。 

 このテーマについては２つに分けて説明を進めていきたいと思います。原稿は皆さんの

手元に届いていると思いますが、ＰＰＴを使いながら話を進めていきたいと思います。大

きく２つに分けています。まず 初の問題としては、中国の対外経済交流活動における官

産学連携の関わり方というテーマです。第２の問題としては、中日・中韓の対外経済関係

と言ってもいいのですが、パートナーシップ関係の構築のあり方について紹介するという

内容になっています。 

まず 初の問題は、中国の対外経済交流における官産学連携の関わり方についてです。

中国の対外貿易投資関係の拡大につれて、様様な二国間、多国間の経済交流活動が盛んに

展開されてきました。政府、産業界関係者や学者による連携がその中で重要な役割を果た

し、対外経済交流の促進に大きく機能するようになりました。ここで私は自らの経験を踏

まえ、中国における官産学連携の対外経済交流活動への関わり方について紹介します。 

（１）政府間交渉・研究における官産学連携 

近年、官産学が連携し直接政府間交渉や協議にあたるケースが増えています。2003 年 10

月、韓国大統領が訪中し中国主席と会談した後、共同声明を発表しました。両首脳の声明
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では二国関係の強化を狙い、これから 5 年間貿易や相互投資の目標が具体的に示され、通

商当局へ目標達成のための計画案の作成が求められました。それを受け、中国商務部と韓

国外交通商部が官産学の代表から構成される研究チームを組み、2004 年 2 月から四回のワ

ークショップや協議会を開き、中韓経済貿易関係促進案の研究、交渉作業を進めていまし

た。2005 年 11 月韓国で開催された APEC 会議中に両国首脳の見守る中で、研究報告が正式

に公表されました。この政府間共同作業に両国の官産学連携が直接に関わっていました。 

同じ年で中国―インド二国間経済貿易関係促進案が官産学の共同参与で完成されました。 

このような官産学連携は多国間交流の場合にも広く関わっています。中日韓三国首脳に

より 2003 年 10 月 7 日に調印された「中日韓三国間協力に関する共同宣言」で合意された

三国間投資協定への政府間共同研究が 2003 年から２年間をかけて実施されてきました。協

議に臨んだ各国代表団は担当省庁の局次長級のものが団長としメンバーに産業界と学界の

代表が含まれていました。 

（２）政府間交渉に備える官産学意見交換と協議 

即ち政府間交渉に備えるために政府担当部門が産業界や学界の有識者から意見を聴取す

ることであります。中国政府は経済分野における政策方針の策定に備え各省庁や産業界と

学界の有識者からの意見と政策提言を聴取することを非常に重視しています。対外経済交

流活動の際にも同じです。例えば、2006 年から 2010 年までの五カ年計画案を作成するた

め、商務部が官産学による研究会を構成し実際の作業を進めさせています。ＦＴＡに関す

る政府間共同研究や中国の 146 件と数えられる二国間経済貿易協議会の定期的の開催に際

し、このような官産学による意見交換と協議が必ず行われます。 

（３）民間主導の対外経済交流における官産学連携 

現在民間主導の対外経済交流が盛んに展開されています。多くの場合これらの交流活動

は官産学が共同参与し推し進めています。例えば、2000 年中日韓三国首脳の合意に基づい

て、2001 年から三国研究機関による三国経済協力に関する共同研究が正式にスタートし、

今年で六年目になりました。共同研究チームが毎年三国首脳へ経済協力に関する政策提言

を含まれる研究報告書を提出しており、政策提言が政府に受け入れられ、実施されたケー

スもすくなくありません。研究報告が我々三国の研究者が完成したものではありますが、

実際に官産学連携によるものでもあると言っても過言ではありません。まず、研究テーマ

や研究内容について担当省庁と十分に協議した上で確定し、研究プロジェクトを実施しま

す。他方でアンケート調査や現地調査を通じて関係する問題に対する企業の意見を把握し

ます。なお、研究報告が完成し次第、必ず三国の政府、産業界と学界の代表を招いて官産

学フオーラムを開き、政策提言に対する三者の意見を十分踏まえた上で報告書を修正し三

国首脳へ提出します。昨年、この共同研究に官産学連携の関わりをさらに強化していくた

めに研究者側から毎年研究作業の 初の段階から政府と産業界代表がオブザーバーとして

チームに加わるという提案がありましたが、現在の研究テーマは中日韓三国ＦＴＡの可能

性というものであり三国ＦＴＡについて常に消極的な態度を保ったある国政府側の反対で

政府代表のチーム入りが実現できませんでした。今年の研究チームに三国産業界の代表だ

けがはじめて加わりました。 

さらに私が事務局長を務める中日経済知識交流会は、中国元副総理の谷牧氏と日本元外

相の大来佐武郎氏との共同提唱で 1981 年にスタートした中日間の民間交流会議でありま

す。今まで一度も中断せずに総じて 25 回の年次会が開かれており、交流パイプの一つとし

て中日両国の友好交流促進のために重要な貢献をしてきました。中国側のメンバーには主

要省庁次官クラスの方々や大企業、学界の代表が含まれているので、正に官産学連携の二

国間交流とも言えます。 

これからの対外経済交流の拡大につれて、官産学連携は重要性が益々高まり、二国間、

多国間の対話、協議に深く関わって行くことが期待できます。 

 もう１つは、対外パートナーシップ構築のあり方という問題です。私の理解では、国レ

ベルのパートナーシップ関係の構築という意味もあるし、それだけではなくて、国際研究

協力の側面から見たパートナーシップ関係というように、２つに分けて説明していきます。 

まず、経済分野のパートナーシップ関係構築について今までに大きく成長してきた経済
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関係をさらに拡大させ持続可能なものにするために、互いに貿易･投資の円滑化を図り、引

き続き貿易と投資環境の改善に取り組むと同時に、ＦＴＡで象徴された地域経済統合、い

わゆる制度的な経済協力関係を築いていくことが も重要であると思われます。このよう

な目標を実現するために次の 5 点原則が不可欠であります。（１）平和発展の原則を堅持す

ること、（２）相互信頼関係を築くこと、（３）平等で対話･協議によって問題解決を求める

こと、（４）互い利益になり Win-Win の関係にあること、（５）第三者の利益を損なうもの

にせず開放的関係へ作り上げることです。 

次に、国際研究協力については人材育成、知的財産権の保護と効率的な活用、研究者の

地位向上、研究機関のネットワークの構築、国際交流の環境改善が我々の抱える 優先課

題であると思われます。 
 ご清聴ありがとうございました。 

 

（司会） 趙先生、どうもありがとうございました。これで第一部の講演を終わりたいと思い

ます。各パネリストの先生方のご講演に対して、もう一度拍手で感謝したいと思います。 

 それではこれから 10分間、今３時 10分ですので、３時 20分まで休憩に入りたいと思います。

質問票を集めさせていただきます。後方の入り口のところで今、手を挙げている女性に、質問

がありましたらご提出をお願いします。それからアンケートも配布していますので、ワークシ

ョップが終わったときにご提出いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは休憩に入ります。 

 

休憩 

 

第二部 パネルディスカッション 

●パネリスト 

 国吉澄夫氏 

 査 紅彬氏 

 杉田定大氏 

 趙 晋平氏 

●モデレーター 

 浦田秀次郎氏（早稲田大学アジア太平洋研究科教授） 

  

（司会） それでは第二部のパネルディスカッションに入りたいと思います。 

 先ほどご講演いただきました４人の先生方に、パネリストとしてお願いしています。もう一

度ご紹介させていただきます。まず九州大学アジア総合研究センター教授の国吉先生です。北

京大学情報科学技術学院副院長の査先生です。内閣官房知的財産戦略推進事務局参事官の杉田

先生です。 後に中国国務院発展研究センター対外経済部副部長の趙先生です。 

 それからモデレーターとして、本学アジア太平洋研究科の浦田秀次郎教授にお願いしていま

す。先生のご経歴を簡単にご紹介させていただきます。1973 年、慶応義塾大学経済学部を卒業

され、1978 年、スタンフォード大学経済学部大学院博士号を取得されています。米国ブルッキ

ングズ研究所研究員、世界銀行調査部エコノミストを経て、1994 年、早稲田大学社会学部教授

に就任されています。2005 年からアジア太平洋研究科教授になられています。 

それでは浦田先生、よろしくお願いいたします。 

 

（浦田） 浦田でございます。よろしくお願いいたします。 

 先ほど４人の先生方からご講演をいただきまして、その話の内容をもとに、パネルディスカ

ッションを進めさせていただきたいと思います。今回のシンポジウムのタイトルは「これから

の研究連携と国際共同の展開を考える」、サブタイトルとして「アジアにおける知のハブを目指

して」ということです。アジアにおける知のハブを目指してということで、早稲田大学でこの

会議を開いているわけですので、早稲田大学の意図は、早稲田がアジアにおける知のハブを担

うにあたってはどのような課題を乗り越えていけばいいのだろうかということを議論してもら

いたいということかと思います。しかし、そのような狭い範囲から話を進めるほど早稲田も心

が狭くないと思います。私はやはり、日本が、あるいは日中がという主語で、知のハブを形成

13



するという話がよろしいのではないかと思います。そのような観点から議論を進めさせていた

だければありがたいと思います。 

 時間が非常に限られていますので、こちらから 初に先生方に１つの問題提起をさせていた

だき、そのご回答をいただいた後にパネルディスカッションを行っていただきたいと思います。

また聴衆の方々からもご質問をたくさんいただいていますので、それらの中で共通する質問に

ついてもお答え願いたいと思います。 

 先ほどのお話から、今後の経済発展、経済成長あるいは経済的繁栄という目的を実現させる

ためには、やはり研究が非常に重要であるということが理解できます。それはなぜかといえば、

私は経済を研究している者ですが、経済発展あるいは経済的繁栄を実現させるためには、生産

要素である労働と資本を拡大させるとか、それらの効率的な活用を行う、さらには新しい技術、

新しい商品を開発するということが重要なわけです。労働とか資本の数量面での拡大は限界が

ありますので、やはり重要になってくるのは、生産性の向上、新商品や新技術の開発になって

きます。そういった目的を実現させるうえにおいては、これは皆様方が強調されていたわけで

すが、産官学の連携、また国際協調が必要になってくるということです。その点については全

く異論がないと思います。 

 問題は、どのようにして今お話ししたような目的を効率的に実現させるか、もう少し具体的

にいうと、産官学の連携、そして国際協調、国際共同プロジェクトをどのように形成し、運営

していくかというところであると思います。実際４人の先生方はこのようなプロジェクトにい

ろいろな役割を担って参加されてきたわけですが、そういった経験に基づいて、また、できれ

ば各先生のバックグランド、つまり企業での経験が豊富な方、学界での経験の豊富な方、行政

における経験が豊富な方がいらっしゃるわけですが、そういった立場から、何が課題であるの

か。先ほど言ったような目的を実現させるにあたってどういった問題があるのかということに

ついてお話いただきたいと思います。すでに査先生からはいくつかの課題を提示していただき

ましたし、“Solutions”も提示されているわけです。したがって、重複してしまうかもしれま

せんが、あらためて課題の指摘と、その課題をいかに乗り越えるかということについて、国吉

先生からお１人ずつ、申し訳ないのですけれども手短かにお話しいただければありがたいと思

います。 

 国吉先生、お願いいたします。 

（国吉） 私はビジネスの世界から大学のほうに入ってきまして、今日のこの前の報告におい

ても、中国ビジネスの中におけるものづくりの姿、あるいはこれから大きく広がっていく市場

としての中国での大きな競争という中で、企業が様々なものの考え方を切り替えていかなけれ

ばいけない、新しい経営思想で向かっていかなければいけないということを申し上げ、そうい

う中において大学がどうあるべきか、あるいは大学が産業界とどう連携していくのかというこ

とを申し上げたわけです。 

 その中で１つの例として、アジア、中国ビジネスに非常に重要な人材の育成ということで、

九州大学を中心にして、今、福岡でトライアルをしている「ビジネス教育コンソーシアム」が

あります。これは先ほど言い忘れましたが、ただ単に地域の中だけではなくて、中国のビジネ

ススクールとも連携しています。例えば遼寧省の東北大学、吉林大学等々とのビジネススクー

ル学生交流を予定しています。狙いは、大学の枠を飛び出してアジアの交流をもっと広く進め

ていきたいということです。 

 産学連携については、理工系は非常に分かりやすい具体的なものがあるのですが、文系にな

ると、なかなか「これが」というのがないので、こういうふうに産学連携をしているという姿

を見せにくいのですが、こうした場を設定する、場を設定したところで、アジアの中の共同、

お互いに共同していくということを議論し合う、あるいは教育し合う、情報をお互いに共有す

る、といったことができればと思っています。そういう中に、われわれの九州大学が出来るだ

け力を発揮できればと思っている次第です。 

（浦田） 査先生、お願いします。 

（査） 先ほど浦田先生もおっしゃったように、私の先ほどの話の中で、自分で感じている問

題とか、あるいは解決策といわれているようなものに関してはすでに話をしたのですが、もう

ちょっとつけ加える、あるいは強調したい点を２点ほど話したいと思います。 

 まず共同研究、特に国境を超えている共同研究をやるためには、それなりの研究者のコミュ

ニティをつくらないといけないと感じているところです。趙先生が話の 後にも言われたよう

に、いわゆる研究組織あるいは研究者のネットワークをつくらないといけない。そのような準
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備ができていないと、共同研究はなかなか難しいのです。 

 中国ではいろいろな国際共同研究のプロジェクトもあり、私もそのプロジェクトの提案書の

審査に参加したことがあります。その申請書を見ると、どこの国のどこの大学の何先生と一緒

に何をやろうという提案を書いているのですが、しかし具体的にどうすればいいかという話は

ないのです。研究者同士の間で準備ができていないから、なかなか本質的な研究ができないの

ではないか、そういう意味では、もうちょっと研究者同士の間で草の根みたいなことをやらな

ければ、また共同研究の成果の喜びを味わいながらやっていかないと、なかなか難しいのでは

ないかと思います。 

 もう１点は、今日の杉田先生の話の中にもあったように、共同研究は研究者同士だけの話で

はなくて、ある大きい枠組みで考えないといけないのですが、その中で特に官の役割をどう考

えるかというのはすごく大事ではないかなと思います。 

 あるところでの面白い話ですが、日本でいえば「産学官」。産業が前にあって、大学は真ん中

で、官が 後です。前が弱いか後ろが弱いかよく分からないのですが、決して発音しやすいよ

うに言っているのではなくて、意味があるのです。逆に中国では「産学研」と言うのです。「官」

が入っていないのです。官を除外しているのではなくて、官がもっと上のレベルにあって指導

的な役割を持っている、全く同じ次元ではないのです。そういう意味では、官という部分は連

携の中でものすごく大事な役割があるから、研究者として、あるいは大学、産業界から働きか

けて官を動かすのはものすごく大事ではないかなと思うのです。 

 中国では 近、中国政府とＥＵとの間でいろいろな大きいプロジェクトを作ってやっていま

す。日本との間では環境に関するいくつかのプロジェクトがあったのですが、今は停滞してい

るのです。国がサポートしているプロジェクトがなければなかなか大きいことはやれないとい

う感じがあり、もうちょっと官の役割をきちんと果たしてもらわないと難しいのではないかな

と思うのです。 

（浦田） 杉田さん、今、査先生が官の役割の重要性ということを強調されたわけですが、杉

田さんは官にいらっしゃるわけですので、その点についても触れていただければありがたいと

思います。 

（杉田） 実例を１つご説明したいと思います。早稲田大学国際通信研究所の松本教授のチー

ムにご協力いただいて、タイの東北部のメーファールアン大学という、タイの国王のお母さん

がつくった大学で、ＩＰ電話の実証事件を行いました。エリアとしては黄金の三角地帯で、ケ

シの実を栽培しているエリアなのですが、タイ政府としてそれを転作させようということをず

っとやって来ているところです。 

 ＜画像映写＞ 

 去年、私どもも行ったのですが、これがメーファールアン大学です。非常にいい大学で、で

きて５年目の大学です。基本的に英語で授業をやっていますが、中国語あるいは日本語の授業

も受けられることになっています。 

 これはキャンパスです。 

 これがアンテナです。３キロ先の小学校との間をＩＰ電話で結んでやる実証実験をやりまし

た。ですから３キロ先の小学校のＰＣが、ある日、世界とつながったという形です。 

 これはＪ─フロントというわれわれの事業です。経済産業省が１億円ほど応援をしています。

早稲田の国際通信関係の松本先生や、ＮＴＴあるいは日本のベンチャー企業が関わっているチ

ームに対して、われわれが補助をした形です。 

 これはサーバーです。 

 これがアンテナです。 

 これが３キロ先の小学校です。 

 これが受けるアンテナです。 

 これが小学校のＰＣです。 

 何を申し上げたいかというと、これも産官学の連携の１つのやり方ではないかなと思ってい

るのです。今回、何でこういうことをやっているかというと、ちょうどリモートなエリアであ

り、タイ国政府が転作をしているということで応援しているエリアで、かつ、一村一品運動で

す。例えばこのエリアでの竹細工製品あるいは農産物とか付加価値の高いものを、ＰＣを使っ

て世界に電子商取引（Ｅコマース）をやろうといったことも、これを使ってやれます。あるい

は遠隔教育です。タイの小学校と日本の小学校とジョイントリーにセッションをやったことも

あります。こういうことをやり始めています。 
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 何をもう１つ申し上げたいかというと、産学交流で常に 先端の議論ばかり出てくるわけで

すが、やはり地域に根づいた大学も非常に大事ではないかということです。これから、こうい

う地域の産業振興あるいは教育というところでも果たす大学の役割はあるのではないか、実際

に早稲田大学も、墨田のエリアで墨田の中小企業の方々に経営とか技術のアドバイスを友成教

授のチームが展開されています。そういうことがなされているわけですが、相手国においても

大学がコアになって、産業振興、地域振興あるいは教育といったところで頑張れるような大学

にいろいろ応援をしていく、大学間で応援し、それを政府が協力するというのもあるのかなと

思っています。 

 ここ（画像）に入っていないのですが、メーファールアン大学でさすがだなと思ったのは、

中国政府がドーンと寄付をして中国語研究センターがありました。そこに、タイの王女が北京

大学にちゃんと行っているぞという写真がありました。中国も頑張っているぞということで、

これを見てわれわれも負けてはいけないなと思っているわけです。 

（浦田） 趙先生、お願いいたします。 

（趙） 先ほど私は国際研究協力については５つの課題を提示していますので、ここでは重複

しないことにします。ただ、現状と課題あるいは解決する手段という３つの角度から、簡単に

説明させていただきたいと思います。 

 まず現状については、先ほども紹介があったように、現在の中国の対外経済交流にあたって、

もちろんほかの意思決定の場合にも同じだと思いますが、官産学の連携の役割はますます重要

になって、大きく機能されるようになってきています。先ほど査さんのお話にもあったように、

現在では特に大学の研究者に中央政府のいろいろな政策研究に携わってもらって、そういう研

究活動も展開されるようになってきています。それが現状だということで説明しました。 

 課題については先ほど５つ挙げましたが、国際研究協力については、先生方の話にもあった

ように、人材の育成をまず１つ目の課題として私は提示しています。なぜかというと、私は留

学生の経験者として、教育機関が留学生あるいは大学生に対して、国際研究協力の必要に応じ

た教育方針を策定し、十分な英語力を身に付けさせるのが非常に重要ではないかと時々感じた

ことがあります。今現在、日本に留学している中国人留学生は数多くいますが、彼らからは、

日本にきてから十分な国際的な視野に立った教育を受けているような感じはあまりしないとい

う話も時々聞いています。この点からいうと、人材の育成はまず国際交流の視点に立っていま

までの閉鎖的教育方針をやり直す必要があります。 

 第２点については、知的財産権の保護と有効的な活用です。もちろん中国では、知的財産権

の保護のために法律上の整備もかなり進んできていますし、取り締まりも強化されてきていま

すが、これはわれわれがやるべきことだと認識しています。他方では、特に先進国はむしろこ

ういう傾向もあるのではないか、要するに、知的財産権を実際には貿易保護の手段として使っ

ている傾向がないとはいえないと思います。したがって、知的財産というのは、まず人類の共

通の財産としていかに有効的に活用されるかということは、１つ考えるべきことだと考えてい

ます。 

 ３番目としては、研究者の地位の向上という課題です。日本ではこのような問題には直接関

係ないかもしれないと思いますが、例えば中国では大学の先生あるいは研究者は、収入の面と

か社会的な地位の面での改善は、まだまだ十分に至っていないのが現状です。例えば大学の意

思決定はほとんど管理職に任せていて、大学教授の発言権はそれほど大きくないというのも現

状です。 

また研究機関のネットワークについては、先進国から何らかの形で発展途上国の研究をサポ

ートしていくことも、国際研究協力を促進するために重要になってきていると思います。例え

ば中日韓、三国の経済協力の共同研究に際して、2003 年に日本の小泉総理から、共同研究の促

進のためにまず三国の共同研究センターを日本のＯＤＡで中国につくろうではないかと提案が

ありました。われわれはそれに対して大きな期待をしていました。一生懸命準備をして、ＪＩ

ＣＡの方も迎えて現地調査も行なってもらったのですが、結局、 後はそれは実現できずに、

ただの話に止まってしまいました。それは非常に残念に思います。それができたら、中国・日

本・韓国、三国間の共同研究を、このような研究機関のネットワークをつくることによって大

きく前進させることも十分できたかもしれないと思います。 

 後の１つですが、国際交流の環境整備という話です。政府の課題としては非常に重要だと

思います。１つの例を挙げていえば、まず国際交流は人材の自由な移動が必要です。中国は日

本の研究者に対しても、あるいは韓国の研究者に対しても、ビザなしで入国することは認めて
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います。ただ、中国の研究者が日本に行く場合や韓国に行く場合は、時間をかけてビザを取ら

なければならないと思います。もちろんビザの発給は前より日本政府の努力によってかなり改

善されています。私の場合は３年間のマルチビザをいただいて、いつでも行けるという研究交

流の便利さをよく体験しています。ただ、査さんの場合は、今回の会議に参加するためには、

どうしても時間の余裕をもってビザを申請しておかなければならない。あるいはビザ代を払っ

てビザを取らなければならない。これはただ１つの例ですが、国際交流、研究交流の環境整備

は、特に政府にとっては重要な課題として努力していただきたいと考えています。 

（浦田） どうもありがとうございます。すでに４人の方々がいろいろな問題点、課題を指摘

され、それに対する克服方法についてもいくつかの示唆をされているわけです。 

 少し個別の問題についてご意見をお伺いします。まず国際共同研究プロジェクトに関して、

これは質問票で提出された方もいるのですが、特に査先生にお聞きしたいのです。日中また中

米とか、いろいろな形で国際共同プロジェクトに参加されてきていると思いますが、ほかの国

との共同プロジェクトからの経験を踏まえて、日本との共同プロジェクトを行う場合の問題点

といいますか、こうあったほうがいいのではないかというポイントは何かありますか。もしそ

ういった課題ないし問題点を感じておられるのであればぜひお聞きしたいのですが、いかがで

しょうか。 

（査） 準備不足であまり整理できていないのですが、私はどちらかというと日本との共同研

究はよくやっていて、アメリカとかヨーロッパとはあまりやっていないのです。ただ、周りに

は、ＩＢＭとかアメリカの大学の先生と一緒に共同研究をやっているケースもあります。特に

何が違うかというと、大学の先生相手としてはこういうプロジェクトを考えるときはそれほど

大した差がないと思うのですが、企業と一緒に共同研究をやると、欧米の企業と日本の企業は

かなり差が出てくると思います。 

アメリカの企業にはアメリカの企業の文化があります。ある程度ものを理解するという理解

の仕方は中国の人はよく分かっている部分もあって、割とスムーズに進んでいます。しかし日

本の企業との間でいろいろプロジェクトを考えるとき、そのコミュニケーションの部分はかな

り問題があるのです。なぜそういうかというと、私は日本語が分かるし日本に長く生活してい

ますから、よく日本側の関係者に「話が通じやすい」と言われます。そういう意味では、日本

で生活していない先生との間では話が通じにくいということになるのです。それは中国と日本

は同じ漢字文化で似ているという先入観がありますが、実際は文化的には非常に違っている、

考え方はまるっきり違っている。しかしそれを意識していない。そのうちに話をしてしまうと

合わないのです。 

だからそういうところで、 初にこのプロジェクトに関しての相手の本音を分かって、それ

でお互いに両方とも利益になるようなアプローチでいこうという話し合いをして、日中の間で

十分に理解していないと難しいのではないかなと私は思っています。 

（浦田） ありがとうございます。国吉先生は企業でいろいろな国の企業と関わってこられた

と思うのですが、今、査先生のお話に、日本企業の文化は、欧米とは違う部分があるのではな

いかというご指摘がありました。そのへんについて、ほかの企業との連携において、日米や日

欧と比べて日中での連携の特殊な部分、あるいはもう少し端的にいえば、問題を何か感じてお

られたらそのへんのお話を伺いたいのですが、いかがでしょうか。 

（国吉） 日本と中国は同文ということで、つい近いと思いがちなのですが、やはりいろいろ

な意味で外国ですから、そのへんの日本人側の意識のずれが中国人と接するときでも日本人み

たいな意識で接するために、理路整然としゃべらない、阿吽の呼吸でやろうとする、そこにミ

スマッチが起こるというのはあるかもしれません。それから逆に中国の側からすると、中国人

はアメリカ志向が強いですから、アメリカのものの考え方に近い人も多いのかもしれません。

そういう意味で米中は通じやすいのかなと感じます。 

 私個人は、価格交渉の場以外では、比較的、中国の皆さんとはうまく通じていると思ってい

ます。あまりいい答えにはなりませんが。 

（浦田） どうもありがとうございます。国際交流の重要性もよく分かるわけですが、難しさ

も指摘されたかと思います。 

 また個別のテーマに入りたいのですが、知財権についてすでにお話がありました。知財権に

関しては私は経済から見ているわけですが、知財権を守ることの重要性、これは、知財権が守

られなければ企業側にとってみたら研究開発をするインセンティブがない、極論すれば、イン

センティブが与えられない結果として新しい研究はなくなってしまうという見方があります。
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もう一方で、特に途上国にとってみると、すでに趙先生も貿易保護という形でおっしゃいまし

たが、知財権に関していえば、近年で問題になったのはエイズウィルスに関する知財権の問題

です。要は高い価格が設定されてしまうと、社会的な問題の解決に至らないといったこともあ

るわけです。 

 知財権に関しては、今２つの見方をお話ししました。杉田さんにお聞きしたいのですが、途

上国側から見て、知財権をあまり厳格に守るようにいわれると、社会的な問題に対して効果的

に対処できないというような見方もあると思うのですが、そのへんはいかがでしょうか。 

（杉田） 今、実は知財本部でも国際ルールと知財の取り扱いという議論がなされています。

今ご指摘のあったエイズがＷＨＯの場で議論されている一方、ＷＩＰＯとかＷＴＯの中で知財

の問題として議論しています。経済学者の方々からすれば、これはマーケットメカニズムで決

められる話だ、経済的な外の要因は別の形で、例えば経済協力で処理をすればいいのではない

かという議論は当然あるわけです。例えばタミフルみたいなケースです。今、各国でタミフル

がなくなっている、タミフルをつくれないのであれば、経済協力で応援すればいいじゃないか

という議論です。 

 それからもう１つは、知財の中でもとりあえず緊急避難的に対応すべきではないかという議

論です。それは今、浦田先生がおっしゃったお話で、ＷＴＯの理事会で 近決定されたわけで

すが、エイズの薬についてです。アフリカの国でエイズ薬を作れる国は南アフリカしかありま

せん。あとの国々は作れないのです。そうするとＷＴＯ上、先進国が特許を持っているけれど

も、当該国でつくるエイズ薬については特許フリーで作ることができるという制度になってい

ます。それを第三国においても認めようということで、例えばインドで作ったエイズ薬をアフ

リカで使用することを認めるという形の理事会決定が行われたわけです。 

 そういうふうな補正は一部あろうかと思うのですが、基本的には、ＷＴＯのＴＲＩＰＳ協定

にコミットした国はそれを守っていくということだと思います。けれども先ほど趙先生がおっ

しゃったように、いや、これは先進国のエゴではないか、先進国が先につくってルールを途上

国に押しつけているのではないかという議論は当然あろうかと思っています。今インドでそう

いう議論がされだしているのは、伝統的な薬品、いわゆるアーユ・ベーダとか非常に伝統的な

薬品について欧米の薬品会社が成分分析をして、それを特許化し始めています。これに対して

インドは非常に懸念しています。どうしているかというと、論文に書いて構築化すると特許申

請できなくなるので、そういう形で一種のサイエンスコモンズにしてしまう、サイエンス上、

みんなの共有財産にしてしまおうではないかという形で、とりあえずの対応をしているわけで

す。 

 実はこの議論をしだすと、伝統的な薬品ではなくて、フォークロアとかいろいろなもの、例

えば『コンドルは飛んでいく』は中南米でつくった民謡であって、サイモン＆ガーファンクル

が勝手にとったのだ、何とかしようという議論も当然出てくるわけで、ここは非常に難しいの

です。いわゆる国際ルール、フォークロアとかＷＨＯとかユネスコとか文化遺産といったもの

と知財の問題を議論するのは非常に難しいのではないかということで、私ども知財本部でも、

これは非常にタックリングなテーマではあるのですが、今、議論をしだしたところで、どうい

う解があるか、私どももよく分かりません。しかし途上国との問題でこういうものを議論せず

に逃げていることは、先進国ではあってはならない話ではないかと思います。しかし 後の解

は、知財の舞台ではないところ。経済協力を含めた、そういうもので補正をしていくというや

り方があるのではないかなと考える次第です。 

（浦田） ありがとうございます。趙先生、今の点につきまして、先進国側といいますか、日

本側の意見を聞かれたわけですが、あらためて何かあればお願いいたします。 

（趙） 誤解されると困ると思います。知的財産権の保護は国際ルールであって、守らなけれ

ばならないのは共通の認識に立っています。要するに変わることはないと私は理解しています。

問題の解決に際しては、さらに効率的に活用されることによって、むしろ知的財産権の保護に

もつながるのではないかという考え方も聞こえています。効率的な活用によってはお互いに利

益になり、Win-Win という効果が生まれてくるという、企業の方々の話もたまに聞こえていま

す。したがって、中国では知的財産権保護に積極的に取り組んで、法律整備だけではなくて執

行の面についてもかなり強力的に行っています。 

 先ほどのご質問に対して、１点だけつけ加えておきたいと思います。例えば欧米の学者との

共同研究と日本との共同研究はどこが違うかというご質問があったのですが、実際に私たちも

そういう経験がありまして、１点だけは違うかなという気がします。それはどこなのかという
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と、日本側とチームを組んで共同研究を行う際にはほとんど中国をめぐる問題ですから、日本

側からの関心は、現状はどうなっているかということに絞ってしっかりやっており、この問題

に対して解決策はどうするかという問題についてはあまり関心は持たないというのは、われわ

れの経験だけではなくて、ほかの研究チームからもよく聞いています。 

 例えば砂嵐がしょっちゅうあったのですが、日本側のチームは、この砂はどこから飛んでき

たかということに関心を持ってしっかり調査をしますが、ただ、いろいろな地域で砂嵐の対応

策についてどうすべきなのかということは、あまり積極的にはアドバイスをしてくださらなか

ったと聞いています。それについても、さらに深めることが必要ではないかと考えています。 

（浦田） 国際的なレベルでの人材交流の重要性について、皆さんが指摘されたました。趙先

生は、日本政府の閉鎖性、具体的にいえば、ビザの問題を挙げられたわけです。私は日本政府

の擁護をするつもりは全く──全くと言ってはいけないのですが──ありませんが、例えば韓

国からの入国者に対するビザの免除も進んでいまして、徐々にではあるのですが、開放的には

なってきていると思います。ただ、やはり国際標準からすると、また、他のアジア諸国と比べ

ると、閉鎖的な面はまだまだ残っているという感じがします。 

 これは官の問題ですが、杉田さん、何かお感じになることはありますか。 

（杉田） 趙先生がおっしゃった点は、おっしゃる通りだと思います。 

 趙先生もご存知なのですが、実は５年前から大阪で日中経済討論会を、経済産業省がバック

となって関西財界と一緒に組んでやっています。これは中国の若い企業家の方々に来ていただ

いて、１年目は「中国は脅威か、チャンスか」といったテーマで議論しました。そのときには

ネオソフトグループの劉積仁社長とか、アリババドットコムのジャック・マー社長とか、ある

いはＴＣＬの李東生社長とか、割と若手の企業家の方々に来ていただいて議論しました。 

 そのときにわれわれは、ビザを積極的に出そうと、こういうところで来てもらえる方々には

マルチのビザを出して、例えばパネラーには３年、参加される方々には１年のビザを出して、

もっとビジネスで得をしてもらおうではないか、でないと日中のビジネスは深まらないのでは

ないかということを、５年やってきています。ジャック・マーはそのビザを使って３年ごとに

更新しながら来ているのだと思いますが、ビジネスが非常にやりやすいと言っています。 

 人の交流というのは、ビザを取りやすくする。ビザなし渡航がベストではあるのでしょうが、

観光のビザなし渡航はありますが、日中の間のビジネスの渡航で全くビザがなくなるのはまだ

難しいのかもしれませんが、円滑に出せるように、かつ、先ほどおっしゃったように、マルチ

のビザが出せるような工夫をすることは非常に大事です。 

 それから行き着くところ、たぶんＦＴＡの議論は、そういうものをお互いの国でなくしてい

って、人・モノ・サービスの流れを円滑にするということです。それからＦＴＡの前段ではあ

りますが、ＡＰＥＣでもビジネストラベルカードみたいなものをそれぞれの国ごとに発行して、

そのカードを持っている人はビザがなくても入れるということを、まだ部分的ではありますが、

始めています。そういう取り組みをＡＳＥＡＮ＋３の場でも議論するとか、ＡＰＥＣだけでは

なくてＡＰＥＣの場をもっと進化させるとか、そういったことが必要ではないのかなという感

じがする次第です。 

（浦田） どうもありがとうございます。与えられた時間はもう 10 分ぐらい過ぎてしまってい

るのですが、もしよろしければ 後の質問にさせていただきたいと思います。 

 早稲田に来ていただいてお話ししていただける。これだけでも本当に感謝しているわけです

が、もし可能でありましたら、早稲田にとってこういうプロジェクトを進めたらいいのではな

いかというような提案をなるべく具体的にお話しいただければ、われわれとしては非常にあり

がたく思うわけです。 

もし何かアイデアがありましたら、お願いいたします。 

（国吉） 具体的なアイデアというよりも、実は早稲田大学と九州大学は大学間の包括的な交

流をやろうということで、総長同士のアグリメントが結ばれています。われわれも早稲田大学

からいろいろ教えて頂きたいし、われわれがもし早稲田大学より異なったものを持っているな

らば、それも紹介しながら交流を進めていきたいと思っています。 

（浦田） 査先生、いかがでしょうか。 

（査） 私は今、早稲田と凸版の間で世界遺産のデジタルアーカイビングというプロジェクト

をやっているのですが、このプロジェクトは、先ほどの私の話の中にもあったように、面白い

ところが結構あります。それをぜひ発展させていきたいと思っています。特に現時点では理工

系だけに限って進めているのですが、将来は文系も巻き込んで、もうちょっと学際的な研究に
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発展していきたいと思います。北京大学と早稲田大学はともに強い文系があり、それがすごく

いいことではないかと思います。 

 もう１つは、話の中にも出たように、早稲田大学デーを北京大学でやっています。去年はか

なり評判がよかったのですが、さらにその内容を充実していただきたい。特に世界的に著名な

先生方には北京大学に行って講演していただいたり学生と直接交流していただければ、すごく

面白いことではないかと思っています。 

（浦田） 杉田さん、お願いいたします。 

（杉田） 今、理工でも顕著に出ていると思うのですが、社会人の方々が大学に戻って来られ

ているわけです。これは定年を迎えて戻って来られるケースもありますし、会社を辞めて戻っ

て来られるケースもあり、アジア太平洋研究センターも同様の方々が増えてきていると思いま

す。やはり大学というのは、そういう場であるというところで非常に大事ではないか。それは

財産になると思うのです。 

早稲田の強み、特に都心にある特色を活かすべきと考えます。かつ、早稲田にはちゃんとバ

ックアップできる町があるということです。それから学生さんも近くに住んでいる人が多いで

す。そういう意味では、恵まれたエリアでないかと思います。 

 早稲田大学自身が社会人の戻って来られる方々をどう受容し、それをまた大学の活力にどう

生かしていくのかということが非常に大事ではないかなと思います。そういう中から産学の連

携とか、あるいは大学発ベンチャーが出てくるのではないか、そのときに、先ほど査先生がお

っしゃった通りで、やはり文系と理系の交流です。われわれも今、アジア太平洋でやられてい

るＭＯＴの教材を、将来、理工にどううまく使っていくのかという議論をしています。とりあ

えずＭＯＴは今の段階ではアジア太平洋センターのみならず、その成果を理工学部のほうでど

う使うのかということも非常に大事なテーマではないのかなという感じがする次第です。 

（浦田） 趙先生、お願いいたします。 

（趙） 国際協力については、大学の役割で も重要なのは、まず人材育成の面にあるのでは

ないかと私は考えています。したがって、国際交流を促進するためにも、発展途上国の大学だ

けではなくて研究者の研修のためにも、これからどんどん人材の育成に大きく貢献なさって、

留学生の受け入れとか研究者の受け入れを積極的にしてくださるように、私はぜひ希望します。 

 それに際して、私もいつも聞いていることですが、早稲田大学は授業料が高いと皆さんがよ

く言っています。例えば早稲田大学は北京でも留学説明会が開催されることがあって、早稲田

大学は中国で有名で憧れの大学でもあります。専門分野もいいし、非常に興味を持つ学生さん

がいます。ただ、授業料がいくらかと聞いたら、何も言わずに帰ってしまったというケースが

よくあります。もちろん大学だけの力では足りない面もあると思います。それについても官の

ほうにもぜひ注文しておきたいと思いますが、留学生に対する、研究者に対する奨学金制度を

たくさん設けて、人材育成のためにもお互いに共同作業をして貢献していこうと提案したいと

思います。 

（浦田） どうもありがとうございました。今日は１時半からパネリストの方々に発表いただ

きまして、その後にパネルディスカッションという形で意見交換をさせていただきました。私

自身もたくさんの有益な知識を獲得することができました。 

 その中でいくつか感じたことをお話しして 後の言葉にしたいと思います。１つは、やはり

人材育成の重要性。国際交流、産官学の交流といっても、やはりもとになるのは個人、人材で

すので、そういった枠組みの中で活躍できる人材、また研究能力のある人、さらにはいろいろ

な物事をオーガナイズする能力がある人。いろいろな能力を持った人々を育成するということ

が重要かと思います。 

 具体的には、これは杉田さんもおっしゃったことなのですが、特に日本にいて感じるのです

が、大学、それから官庁、企業の垣根が、特に社会科学を研究している私にとってみると非常

に厚く高いのです。やはり人材育成を効率的に行うには、いろいろな立場に自分を置いて政策

とかいろいろな物事を考える必要性があると思うのですが、日本では大学にいて行政のほうに

一定期間のみ移るということが、なかなかできない。以前に比べればできるようになったかと

思いますが、それでもアメリカなどに比べれば非常に少ないわけです。理科系の場合は企業と

大学の関係は、部外者から見ていると割合あるように思うのですが、社会科学に関してはほと

んどありません。そういった閉鎖性は、大学の閉鎖性もあるでしょうし、日本企業あるいは日

本の経営の特殊性ということで、企業内教育等を重んじるということからの閉鎖性もあるかと

思います。官庁にも、外から見ているとそういったような閉鎖性があるかと思うのですが、こ
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のへんを打破しないことには、有効な、あるいは有益な人材は育ちにくいのではないかという

感じがしています。 

 日本の政策制度を見ていて感じることは、外圧に弱いのです。ですから例えば産官学の共同

研究も、第三者を入れる。例えば中国を入れるという形で進めていくと進みやすいのではない

かと思います。そういう意味からも、国際連携は産官学の連携を強めるために使えるように私

は思います。中国の状況をあまりよく分かりませんが、先ほどの趙先生のお話を伺っていると、

大学人に対する待遇があまりよくないといったお話がありましたが、日本はどうですか。中国

よりはいいかのかもしれませんが、まだまだ日本でもそういう意味では問題があるということ

で、やはり人材育成の重要性をもう一度、強調しておきたいと思います。 

 今日のような会合でさまざまな経験をお持ちの方々から意見を伺ったということは、非常に

有意義であったと思います。そこで頂いた意見を参考にさせていただきまして、早稲田だけで

はなく、日本あるいは日中あるいはアジアという観点から、望ましい、好ましい政策戦略を考

えていければいいかなと私自身は思います。 

 長時間にわたりましてオーディエンスとして参加していただいた方々にも、深く御礼を申し

上げたいと思います。なにより遠くからいらしていただいたパネリストの方々に、あらためて

感謝を申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。 

（司会） どうもありがとうございました。 後の浦田先生のまとめを、われわれとしても、

これからの国際研究推進部の活動に十分反映していきたいと思っています。特に人材育成がや

はり大きなポイントになったかと私は理解しています。 

 浦田先生はじめパネリストの先生方に、もう一度、感謝の拍手をしたいと思います。どうも

ありがとうございました。 

 

閉会挨拶 

（司会） それではこれでワークショップを閉会とさせていただきます。不行き届きの点があ

りましたことをお詫び申し上げます。 

 なお質問をいただいたのですが、個々の先生方にアプローチしていただくことでご質問いた

だければと思います。この後も各先生方、若干時間がございます。ただ、この会場の性格上、

閉めることもありますので、短時間にお願いしたいと思います。長時間、本当にありがとうご

ざいました。 

 アンケートの用紙は出口で回収させていただきますので、ご協力をお願いしたいと思います。 

〔了〕 
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