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中国型ブロックチェーン
一帯一路の基盤として注目

日本に「一帯一路」への積極参加を呼びかける蒋建国・新聞弁公室主任＝北京で2017年12月16日、赤間清広撮影
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中国型ブロックチェーン 一帯一路の基盤として注目



２

中国がブロックチェーンの技術を使って、新たな行政インフラの合理化、
強化を進めようとしているようだ。仮想通貨以外の利用が広がるブロックチ
ェーン。中国は独自経済圏を支える一帯一路構想の基盤として重視してい
る。

米国のミャンマー人脈⑤
東南アジアを熟知する職業外交官

駐ミャンマー大使のスコット・マルシエル氏



８

政情不安を背景に、ミャンマーをめぐる米欧と中露の新たな「代理戦」の
様相が色濃くなっている。ミャンマーが大国の「主戦場」となる中、難しい
かじ取りを迫れているのが米国のスコット・マルシエル（Scot Marciel）駐
ミャンマー大使だ。東南アジア専門の職業外交官だが、米国内からの風圧と
スーチー政権とのバランスをどう取るか、手腕が問われている。

ビジネス情報

利益の１％を
「世界の子供教育基金」に

ミャンマーの校舎建設を支援――マイナビ



12

ミャンマー最大都市ヤンゴンの郊外にあるタイチー郡ウードゥー村の学校
に昨年、日本の大手情報サービス企業「マイナビ」の支援で、新たな校舎が
建設された。竣工式には生徒や教師のほか多くの地元の住民も参加し、新し
い教室の完成を祝った。

コラム・大武健一郎のアジアビジネスアイ

日本人の「心」、伝える努力を

コラム・小川忠のインドネシア目線

大統領候補プラボウォ・スビアント その手強さの源泉
陳言の中国「創新経済」

グラフェンの研究開発OEM

新たなオープン・イノベーションの試み
2
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カ国

り、「一帯一路」を支える重要基盤と

も見られている。

一帯一路プロジェクトには約

の加盟国がある。このため、国際銀行

間通信協会（ＳＷＩＦＴ）など既存の

金融の新しいエコシステムを構築し、

行間で、金融商品の取引情報や、貿易

ム）の立ち上げを発表した。中国の銀

」（中国貿易および銀行間取
Platform
引ブロックチェーンプラットフォー

一帯一路（ＯＢＯＲ＝

Ｕ圏で果たしているような役割を、

れば、それは解消される。ユーロがＥ

ロックチェーンでの取引が実用化され
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用後、中小の銀行にも利用を広げる計

金融システムを使ったときの手数料は

膨大なものとなる。

金融サービスの効率を改善するための

）独自の暗号通貨により行うこ
Road
とで、独自の経済圏と取引プラット

3

中国型ブロックチェーン
一帯一路の基盤として注目
中国がブロックチェーンの技術を

月、中国銀行協会（Ｃ

中国銀行協会が基盤発表
２０１８年
ＢＡ）は「

China Trade and Finance 画。独自のグローバルな金融基盤であ

重要な基盤を築く目的で運営される。

フォームを容易に構築できるはずだ。

通貨の交換を省くことができるブ

ＣＢＡによると、中国工商銀行、中

そうした動きの第一歩になる可能性が

One Belt One

国農業銀行、中国建設銀行、通信銀

高い。

蒋建国・新聞弁公室主任

行、中国商人銀行などの主要銀行で採

Interbank Trading Blockchain

７０

使って、新たな行政インフラの合理
化、強化を進めようとしているよう
だ。多数の銀行を結ぶ、新たな金融
基盤を開発する一方で、中東のブロ
ックチェーン先進国であるドバイ政
府などと結び、貿易プラットフォー
ムの拡充も始めている。仮想通貨以
外の利用が広がるブロックチェー
ン。中国は独自経済圏を支える一帯
一路構想の基盤として重視してい
る。株式会社ブロックチェーンハブ
のインダストリーアナリスト、堀鉄
彦氏が解説する。
 【毎日アジアビジネス研究所】

１２

、
QTUM

と言われる。
また、

、
NEO

、
VeChain

、
Tron

り、その発行準備を着々と進めている

ブロックチェーン先進国
中国は、ブロックチェーン技術に関
してはすでに米国と対等レベルの先進
国だ。調査会社 IPRdaily
の発表資料に
よると、２０１７年の特許獲得数上位
など、ブロックチェーン業界
Ontology
の多くの注目プロジェクトが中国企業
によって行われている。各プロジェク
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％を占

％を大きく上回っ

トには政府の手厚い支援がある模様
だ。

基盤整備の動き
明らかに加速

4

１００社のうち、中国企業が
め、２位米国の
位はアリババで、中国人民銀行
社の

Zhongchao

Belt and

Matrix AI

一帯一路関連ではこのほか、香港

Blockchain の ブ ロ ッ ク チ ェ ー ン 企 業
が政府系機関である
Network

Road Development Research Center
と契約したことや、中国のブロック
が、一帯一路領
Yuanben
域で物流のマッチングプラットフォー

チェーン会社

データ、デジタル資格情報などのデー

速されているといっていだろう。

チェーン基盤整備の動きは明らかに加

されている。一帯一路を巡るブロック

Platform
提携したことなどが昨年報道

Maritime Silk Road

ムを展開する

通貨に関する特許も多数取得してお

認証基盤。中国人民銀行は、デジタル

ラとして機能させることを狙った個人

で作成。さまざまなサービスのインフ

タベースをブロックチェーン連携の形

ＢＲＯＰは、ユーザーＩＤ、証明書

る。

（ＢＲＯＰ）
Registry Open Platform
を発表するなど、基盤整備を進めてい

プラットフォームとして

が、
Blockchain Research Institute
中央銀行が支援するブロックチェーン

人民銀行の関連組織である

取り組みを開始。昨年３月には、中国

年以降、本格的に国家レベルでの

うち、７社が中国の会社だった。

の研究所が３位に入るなど上位

た。

３３

４９
１０

1

１６

動きを示しているのが中東のブロック

そんな中、中国政府と非常に緊密な
コスト増、手順に確認に費やす時間削

手作業による間違い、紙の使用による

化を推進することで、セキュリティや

ドバイと緊密な関係

チェーン先進国、ドバイ政府だ。

を支援するブロックチェーンベースの

ンの管理を基本に「一帯一路」の基盤

でドバイ政府は独自にスマートシティ

ブ首長国連邦）は昨年、「ブロック

ドバイ政府が属するＵＡＥ（アラ

」の
SMART DUBAI

となった。報道によると、中国からア

共同で「一帯一路」の推進を行うこと

両国は、ブロックチェーンを使い、

速化を狙うもの。政府取引も出来る

の運用コストの削減や、意思決定の迅

ルセキュリティを確保。行政システム

たうえで、国内の文書や取引のデジタ
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減などを目指す。

プロジェクト「 Digital Silk Road
」
の開発を発表した。その直後に２０１
化をテーマにした「

「ブロックチェーン戦略２０２１」

ラブ諸国への輸出の３割をドバイ経由

だけ多くをデジタル化し、ブロック

DUBAINOW

5

ドバイ政府は６月、サプライチェー

８年７月には習近平主席がドバイの属
計画を推進している。

チェーン戦略２０２１」を発表。一方

するＵＡＥを訪問した際、「一帯一路
事業に関する共同覚書」に署名してい

とすることも予定されているという。

どの自動化を推進する。「フェイズ

は国民など利用者に識別番号を付与し

ド バ イ の Digital Silk Road
プロ
ジェクトは、ブロックチェーンを利用

Ⅰ」となる行政手続きからの紙書類の

る。

することで多国間の取引を追跡し、取

追放は近々達成する計画だ。
」では、すでに本人
SMART DUBAI
確認システムである「 UAE PASS
」や
もの政府サービスにアクセスできるス

「

チェーン技術を採用して承認手続きな

引時間を短縮、暗号化された安全な方
法でデジタル認証を可能にすることを
ラクトなどの開発環境も整える。取引

マートフォン向けアプリ「

狙う。ＩｏＴや決済、スマートコント
の透明性を保ちつつデジタル化、自動

５５

香港の中国返還２０周年記念式典に出席する習近平国家主席＝香港国際空港で17年６月29日、福岡静哉撮影

」など複数のサービスがすでに
PORTAL
動き出しており、これを徐々にブロッ
クチェーンベースに以降していく方
針。

では先端を行っている。
月

"The Belt

一帯一路関連ではこのほか、
にはタイのバンコクに「
and Road" Cooperation Research

に本拠を持つ

ドバイはこのほか、観光・商業マー
ケティング部門 Ｃ(ＴＣＭ で)ホテルや
ツアーサービスにブロックチェーン技
が、アリババの支援を受けてブ
Bank
ロックチェーン国際送金サービスを開

は、そこに記載されるデータの管理が

ブロックチェーン技術の最大の特長

改ざん問題も、理屈上起きない。そも

てきた。「森友問題」のような公文書

が可能となったし、交換も安全に行え
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」がオープン。１月には、一帯
Center
一路加盟国のひとつであるパキスタン

術を導入する「 Tourism2.0
」を発表す
るなど、さまざまな分野でブロック
始するなどの動きがある。

中央集権組織により一元的に行うので

そも、国など公共のインフラを支える

6

Telenor Microfinance

チェーン技術の開発と導入を始め、中
東各国の中でもブロックチェーン施策

はない分散保持で行われている点。そ

基盤には非常に向くツールなのであ

絶対的信頼基盤が国家も変える

して、記録されたデータが改ざんされ

る。
欧州ではすでに、エストニアがブ
  
ロックチェーンと連携する高度なデジ

ていないということへの信頼性だ。
がら相互監視を行い、プラットフォー

タル政府システムを稼働させ始めてお

多数のサーバーでデータを共有しな
ムの運営者ですらデータの書き換えは

り、電子移民を受け入れる「電子居住
れを基盤にした選挙制度、法人設立制

難しく、データの透明性も保証され
ブロックチェーンは新たに生まれた

度などが動き始めている。仮想通貨の

者制度（イーレジデンシー）」や、そ

「絶対的」「公共的」な信頼の基盤で

プラットフォームを多数受け入れるこ

る。

ある。だからこそ仮想通貨の価値保全

カラコルムハイウエーの拡幅工事の現場。銃で武装した警察官に守られ、中国人が現場を指揮してい
た。写真右の崖下にはインダス川が流れる＝パキスタン北部ダスーで15年12月７日、長谷川直亮撮影

１２

ン先進国である中国と参加諸国がつな

一帯一路でアジアのブロックチェー

ぼし始めているといっていいだろう。

登場、「国家のあり方」にも影響を及

とで、国の発展を目指すマルタなども

クチェーン基盤の動きから目が離せな

な影響があるのか。国家主導のブロッ

がなされた時、通貨経済にはどのよう

フォームに依存しない取引基盤の確立

を中心とする既存国際金融プラット
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い。

年４月に（株）ブロックチェーンハブ
開発会社（株）コンテンツジャパンを立ち上げる。経済産
業省の海外コンテンツ輸出調査や海賊版対策などの委員を

歴任。現在、「文化通信」にて「デジタルトレンド」を連載中。

7

がることで何が生まれるのか。ブロッ
クチェーン基盤の連携で、ＳＷＩＦＴ

■ 堀 鉄彦（ほり・てつひこ）
インダス
年日経マグロウヒル社（現日経ＢＰ

（株）コンテンツジャパン代表取締役、（株）ブロックチェーンハブ
トリーアナリスト
１９８４年中央大学法学部政治学科卒。

ントとして独立。

２０１５年３月末にメディア・ＩＴビジネスのコンサルタ

社）入社。日経イベント、日経パソコン、日経ネットナビなどの編集部を経て、

86

に参画。グループ内にブロックチェーンビジネスの企画・

18

アフリカ人でにぎわう中国・広州市の卸売り市場周辺＝15年12月22日、岡崎英遠撮影

シリーズ 米国のミャンマー人脈 ⑤ 

様相が色濃くなっている。ミャンマー

るロヒンギャ問題とともに始まったと

事は、現在、国際的に焦点となってい

であれ自分たちがどう呼ばれるべきか

「国際的な習慣として、世界のどこ

8
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東南アジアを熟知する職業外交官
駐ミャンマー大使のスコット・マルシエル氏
２０１９年の米国・ミャンマー関係

が大国の「主戦場」となる中、難しい

及川正也・毎日新聞論説副委員長

は引き続き厳しいだろう。少数派イス

を尊重している」。ミャンマーに赴任

を選ぶことができる。われわれはそれ

20

米国とミャンマーの摩擦はすでにこの

言っていい。３年前にさかのぼるが、

16

して１か月余たった２０１６年５月、

かじ取りを迫れているのが米国のスコ

92

ときから始まっている。

ラム教徒ロヒンギャ迫害や現地ロイタ
ー記者逮捕をめぐる対立はエスカレー

ット・マルシエル（ Scot Marciel
）駐
）だ。東南アジア
専門の職業外交官だが、米国内からの

ミャンマー大使（

プ米政権はロシア疑惑や政府機関一部

風圧とスーチー政権とのバランスをど

トし、収束のめどはつかない。トラン
閉鎖、ミャンマーのアウンサンスーチ

う取るか、手腕が問われている。

マルシエル大使のミャンマーでの仕

■着任からロヒンギャ問題に

ー政権は補選での苦戦など、それぞれ
国内問題で足元が危うい状況だ。そん
な政情不安を背景に、ミャンマーをめ
ぐる米欧と中露の新たな「代理戦」の

スコット・マルシェル米駐ミャンマー
大使＝米国国務省のホームページより

６０

おいかわ・まさや
１９８８年毎日新聞社に入社。水戸
支局を経て、 年政治部。激動の日本政界を 年余り追い続
けた。２００５年からワシントン特派員として米政界や外交
を取材。 年北米総局長。 年４月から論説委員
13

使に直接、「ロヒンギャということば

う扱いで、国民とは認めていない。ミ

バングラディシュからの不法移民とい

シリーズ 米国のミャンマー人脈 ⑤ 

を使わないでほしいと要請した」と報
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う。
現地メディアなどは、アウンサンス

ャンマー政府は「ベンガル人」と呼ぶ

9

ヤンゴンのアメリカンセンターで記者
会見したマルシエル大使は、「ロヒン

道した。ミャンマーはロヒンギャ族を

年に再燃し、その

万５０００人が難民（現在は

の対立は近年では

などと訴えた。ロヒンギャと仏教徒と

るなら、米国内に連れていくべきだ」

「米国がロヒンギャの存在を受け入れ

ヒンギャはわが国には存在しない」

仏教徒や僧侶が抗議行動を行い、「ロ

ヤンゴンの米大使館前では数百人の

のが慣例だ。

ーチー国家顧問兼外相がマルシエル大

アウンサンスーチー国家顧問兼外相（右）と会話するマルシエル大使
＝2018年12月１0日公表、在ミャンマー米大使館フェイスブックから

ギャということばを使用するつもりで
すか」との外国人記者の問いに、こう
答えた。「ロヒンギャ」と直接言及こ
そしなかったが、「これは米政府の政
策だ」とも述べた。
日に

このやり取りの伏線となったのが、
直前に起きた海難事故だ。４月
人を乗せたボ

時点で

万人）となっていた。

広がっていく発端となったエピソード

米政府とミャンマー政府の溝が次第に

の時点からロヒンギャ問題をめぐって

べ、否定も肯定もしなかったが、着任

人的な会話は明らかにしない」と述

か」と問われたマルシエル大使は「個

ンギャ』を使わないよう要請された

記者会見で「スーチー氏から『ロヒ

約

１２

ミャンマー西部ラカイン州の沿岸部
で、市場への買い物客
人が死亡した。この事故につい

ートが転覆し、子供９人を含む少なく
とも

ャ」の犠牲者に対する「哀悼の意」を
示し、ロヒンギャに対するミャンマー
の非人道的な扱いを指摘する声明を翌
日出した。折しも、マルシエル大使

任状を受けた翌日だったことから、ミ

１２

１９

ャンマー政府内には不満が募ったとい

９０

６０

て在ミャンマー米大使館は「ロヒンギ

２１

がティンチョー大統領（当時）から信

２０

シリーズ 米国のミャンマー人脈 ⑤ 

社会に開かれた国となる」との期待も

■苦境に立たされるスーチー氏

を得たが、計７議席（国会３議席、地

マルシエル大使は「ミャンマーに完全

に制裁を厳格に守る」よう要請した。

政権の流れをくむ野党・連邦団結発展

ＬＤ人気が失速した形だ。一方、軍事

経済成長の鈍化や民主化の停滞でＮ
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次官補代理を務め、ミャンマーの民主

しかし、こうした努力は行き詰まっ

対処するため、北朝鮮と関係が深かっ

ャンマーにより強力な民主主義と改革

な民主化をもたらす必要がある」と繰

党（ＵＳＤＰ）は前回総選挙で大敗し

月に行われた。マルシエル氏は「ミ
をもたらす最良の機会となった」と指

り返し表明してきた。

議席がなかったが、上院１議席を含む

摘している。「報道、集会、表現の自

１５

10

だった。

マルシエル大使は就任後、ミャンマ

ているのが現状だ。国内では民主化が

表明していた。
ー政府に多くの支援をしてきた。政治

思うように進まないことに国民の不満

年３月にデレク・ミッ

マルシエル氏をミャンマー大使に指

改革が進むミャンマーに対する一般特

は高まり、対外的にはロヒンギャ問題

化に携わり、

マルシエル大使は、東南アジアの担

名したオバマ大統領（当時）の信頼が

恵関税（ＧＳＰ）制度の適用は、途上

などで国際社会との対立が深まってい

チェル大使の後任として就任した。

当が長い職業外交官だ。カリフォルニ

厚いことで知られた。オバマ氏は幼少

国からの輸入に対する関税の減免を認

■「完全な民主化」から遠く

ア州で育ち、カリフォルニア大学デー

時代をインドネシアで暮らしており、

月

ビス校とフレッチャー法科外交大学院

る。この結果が表れたのが、昨年

東南アジアへの愛着が深い。マルシエ

に実施された国会と地方議会の補欠選

めている。１００を超える企業や個人

を卒業した。ちなみにフレッチャー・

へのオバマ政権による経済制裁プログ

挙の結果だ。連邦議会（上、下院）の

年まで数度にわたっ

ル氏は

ラムの撤廃は外国の投資家に多くの機

てミャンマーを訪問し、 年のスーチ

５議席と地方議会などの８議席が争わ

専門学部を設置した大学院で、外交官

会を与えた。軍政からの移行に関して

れ、スーチー氏が率いる与党ＮＬＤは

ー氏らを含む政治犯の釈放に尽力して

米軍とともにシビリアンコントロール

上院で１議席、地方議会で３議席減ら

を輩出してきた伝統校だ。国際関係学

（文民統制）の重要性を伝えた。緊張

いる。

キンス、ハーバードに並ぶといわれて

では、ジョージタウン、ジョンズホプ

マルシエル氏の上院外交委員会での

した。前回

議席

が増す北朝鮮の核・ミサイルの脅威に
る野党・国民民主連盟（ＮＬＤ）が歴

方議会４議席）にとどまった。

年の総選挙では計

指名承認公聴会は、スーチー氏が率い

１９８５年に国務省に入り、主に東

たミャンマー政府に「国際社会ととも

いる。

１１

１１

年から

スクールは米国で最初の国際関係学の

１６
１０

史的勝利をおさめた総選挙翌月の 年

１５

１１

０５

由が許され、経済改革が始まり、国際

１２

南アジアを担当。海外勤務もベトナ
ム、フィリピン、香港などアジアが多
い。東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡ
年から

Ｎ）担当大使を経て２０１０年から
年までインドネシア大使、

１６ １３

年まで東アジア太平洋担当の筆頭国務

１３

で対ミャンマー非難決議を採択してお

にロヒンギャやロイター記者逮捕問題

ボイコットしている。イグナトフ大使

掛けているが、中国とロシアは討論を

決議のドラフトを作成し、議論を呼び

してロヒンギャ危機に関する包括的な

れがある。欧米や国連の「圧力」に抵

たいロシアにとっては不利になるおそ

中国や、ミャンマーへの影響力を強め

になれば、軍政との関係を深めてきた

にシビリアンコントロールが効くよう

シリーズ 米国のミャンマー人脈 ⑤ 

全な民主化」に向けて旗印に掲げた憲

り、強硬姿勢を強めている。ミャンマ

は決議案について「１パーセントも支

抗することでミャンマー側に理解を示

月、新たな議会が始まる前

法改正が進まず、ロヒンギャ問題など

ーとの国交正常化を進めたオバマ政権

持していない。採択されるとは思わな

すことで、権威主義的な陣営に取り込

国も昨年

に伴い外国投資や欧米からの観光客も

を支えた民主党内でも、スーチー氏へ

い」と語ったという。

欧米や国連のいら立ちは募っている。

ロヒンギャ問題が好転しないことに

れの立場も中国にとても近い。つま

「中国には中国の方針がある。われわ

グラディシュ大使はこう強調した。

おり、大戦時には日本と中国が争い、

地政学的に東南アジアの要衝となって

ミャンマーは、第二次世界大戦から

ある。ミャンマーの民主化をどう定着

なお不安定な状況が続いている前例が

がら、中途半端に終わったことでいま

ブの春」などの民主化運動を支援しな

毎日アジアビジネスレポート 2019年２月号

計３議席を得て息を吹き返した。

減少している。ミャンマーでは軍政時

の批判は高まっており、超党派で足並

いまのトランプ政権にとってミャン

年に発足したＮＬＤ政権は、「完

代に定められた憲法の規定で国会の４

力を警戒している。中国はミャンマー

マー問題の比重はそれほど高くないだ

もうとする狙いもあるようだ。

みがそろっている。
これに対して、ミャンマー側に肩入

に大規模投資しており、ＥＵが貿易制

一方の中国も欧米の制裁や国連の圧

分の１の議席が軍に割り振られてい

れしているのが、中国とロシアだ。地

る。有権者のＮＬＤ離れが続けば、
年の次期総選挙で敗北し、国会の単独

ろう。しかし、中国やロシアとの対立

構図が鮮明になってくれば、手をこま

裁をかければ多大な影響を被りかねな
い。メディア報道によると、現在、ミ
ャンマーの縫製業の

ねいているわけにはいかなくなる。米

元メディアによると、ロヒンギャが避
難しているバングラディシュで昨年

日に行われたセミナーで、ロシア

占められ、その６割は中国企業だとい

欧州連合（ＥＵ）はミャンマー製品に

り、（ロヒンギャ問題は）当事者間の

中国を米国が支援した。ミャンマーが

革命」、中東・北アフリカでの「アラ

対する一般特恵関税制度（ＧＳＰ）の

交渉で解決すべきだ。これは二国間の

適用を停止することを検討していると

問題だ」
国連安全保障理事会は、英国が主導

伝えられている。停止すれば縫製業に
大きな影響が出るとみられている。米

遂げ、報道や表現の自由が広がり、軍

させるか。困難な状況が続く。

う。

国はかつてウクライナでの「オレンジ

％が外国企業で

過半数を維持できなくなるおそれもあ
る。

月

１２
のアレクサンダー・イグナトフ駐バン

６５

11

１２

憲法改正して「完全な民主化」を成し

■取り込み図る中露

２７

２０

１６

ミャンマーの校舎建設を支援――マイナビ
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完成した新校舎前で、竣工式に出席したマイナビ本社の工藤真
一専務取締役らと記念写真に収まるウードゥー村の生徒たち

利益の１％を
「世界の子供教育基金」に
ミャンマー最大都市ヤンゴンの郊外にあるタイチー郡ウードゥー村の学
校に昨年、日本の大手情報サービス企業「マイナビ」の支援で、新たな校
舎が建設された。竣工式には生徒や教師のほか多くの地元の住民も参加
し、新しい教室の完成を祝った。
マイナビはＣＳＲ（企業の社会的責任）の一環として、さまざまな問題
で十分な教育を受けられない子供たちに教育の機会を提供しようと２００
５年から、当期最終利益（純利益）の１％を拠出する「世界の子供教育基
金」を積み立てている。２０１６年に「一般財団法人マイナビ世界子ども
教育財団（以下マイナビ財団）」（代表理事・中川信行マイナビ代表取締
役社長）を設立し、その最初の事業として、ミャンマーでの教育支援を計

ゴンまでバスで約３時間かけて長距離

小売などの自営業で生計を立て、ヤン

ロ。住民の多くは農業のほか建設業や

画。ヤンゴン教育省と相談の上、現地調査を重ねてウードゥー村にある高
校の校舎建設を決めた。

キ

授業に集中できる立派な校舎を
村はヤンゴン中心部から北に約

７０

通勤する人もいる。村の学校では日本

ならば校舎を建てれば大切に使っても

なく、きちんと運営されていた。これ

ミャンマーの校舎建設を支援――マイナビ

の小学校から高校に当たる約５００人

らえるだろう」と、世界の子供教育基
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が学ぶが、高校は正式には政府に認可

金から約４００万円を拠出し、高校の

13

ビジネス情報

されていない「準高等学校」だ。

校舎を建設することを決めた。

地元の業者に委託し、約３カ月の工

ミャンマーでは高校の最終学年に
「セーダン」と呼ばれる共通卒業試験

期で 人が学ぶことができる教室３室

進学できるかどうか、また、どの大学
のどの学科に進学できるかが決まる。
その後の人生を左右する重要な節目だ
が、「ウードゥー準高校の校舎は、竹
で組んだ骨組みにビニールシートやト
タンの屋根で雨をしのぐ仮設の建物。
訪れた時はちょうど雨期で、床は土間
で雨でどろどろ。トタン屋根に雨が当
たる音がうるさく、共通試験を控えた
大事な時期の生徒たちが学習に集中で
きる状態ではなかった」。同財団事務
局長の児嶋祐佳（ゆうか）さんは話
す。
児嶋さんは村長をはじめ村の人たち
と話し合いを持ち、村の教育への「熱
意」を探った。「学校はゴミの散乱も

５０

完成した新校舎の明るい教室

´

が実施され、その結果次第で、大学に

竹の骨組みにトタン屋根で、雨風もしのげない状態だった仮設校舎

ミャンマーの校舎建設を支援――マイナビ

一部を村に協力してもらい、マイナビ



した。住民にも学校にきちんと関わっ

ビジネス情報

部シャン州の山あいにあるチャンキン

気は通じているものの不足しており、

を備えた校舎が完成した。教室で使う
はミャンマーで一般的な４人が並んで

学校には近くから水路を引き小型の水

財団は約３００万円を支出。村では電

座るものではなく、グループでの討論

力発電機も設置。学校で使う電気のほ

てもらうために、労働奉仕など建設の

など多様な授業が可能になる２人がけ

か、村で使う電気の一部もまかなえる

も、日本製の車など漠然としたイメー

ちに『日本を知っている？』と聞いて

を訪れた児嶋さんは、「例えば子供た

ちは授業に集中し、勉強しようという

雨が降ればうるさい。それでも子供た

い国なのに教室に冷房なんてないし、

ンマーを訪れたという児嶋さんは「暑
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ミョウ村の準中学校の校舎建設も支援

のものを導入した。

ようにした。

ジしかない。せっかくだから日本のこ

強い意欲を感じる。今後も、教育への

14

黒板や机、いすなども寄贈。机といす

３月に行われた竣工式には、児嶋さん

からスタート。今年もマイナビ財団を

子供教育基金は、「貧困は教育を通

取締役も出席。地元側は村人総出で出

通して、ミャンマーで３校の校舎建設

と財団事務局員の古川裕美さんのほ

迎え、子供たちが踊りを踊って新しい

とも知ってもらいたく、日本語のアク

熱意が強く、自分たちで何か取り組ん

教育財団提供】

ス研究所、写真はマイナビ世界子ども

きたい」と話す。【毎日アジアビジネ

ティビティや授業をやることなども計

マイナビ財団ではもう１校、同国東

教育で貧困を解消

でいる地域を探して、サポートしてい

し、マイナビ財団の業務で初めてミャ

を支援する計画だ。マイナビから出向

月にも校舎の使用状況を見に現地

校舎の完成を祝った。

して解決していくしかない」との思い

完成したチャンキンミョウ村の準中学校
の校舎

か、東京からマイナビの工藤真一専務

踊りを踊って新校舎の完成を祝う学校の
生徒たち

画しています」と話す。

１１

大武健一郎のアジアビジネスアイ
大武健一郎（元国税庁長官、ベトナム
簿記普及推進協議会理事長）

日本人の「心」、伝える努力を

年目に入った。ベトナムでのボ

ベトナムで日本語による複式簿記の普及活

言っていいほどしない。さらに、他人の言う

に相手の立場でものを考えることは、全くと

動を始めて

ことを簡単には信じないので、人を信じてだ

まされた人にはあまり同情せず、「だまされ

年になる。

ランティア活動自体は、今年で

この間、ベトナムの方々との交流を通じてい
ベトナム人は日本人と同じモンゴル族に属

を気の毒に思う日本人とは全く逆だ。だか

とをすぐ信じてだまされつつ、だまされた人

た方が悪い」となる。とかく、他人の言うこ

しているが、ものの考え方は日本人と全く違

ら、振り込め詐欺はベトナムで絶対に起こら

と自分で勝手に納得する人が多い。その点も

東日本大震災の際、津波被害を受けた地域

そもそも複式簿記は、平和の時代に作られた

発展を担う「友人」になってもらうことだ。
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ろいろなことを学んだ。

う。江戸時代の２６０年間をはじめ、日本は

その代わり、ベトナム人は災いや不幸を国

ない犯罪だろう。

は中国と１０００年、フランスと１００年、

家のせいにすることはなく、「仕方がない」

長く平和を享受してきたのに対し、ベトナム
年の間、戦火を交えてきた。中国

とは、中越戦争でも激突した。まさに、ベト

日本人とは大きく異なる。

米国とは

ナムの歴史は、戦争の歴史そのものだ。拙著

毒な方々を救うことが目的ではない。ベトナ

私のボランティア活動は、ベトナムの気の
ナムに学べ」（毎日新聞社）でも、戦乱の国

ムの指導者になる方々に日本のファンになっ

「『平和のプロ』日本は『戦争のプロ』ベト
から眺めた日本と日本人の姿をご紹介させて

に古くから伝わる「津波テンデンコ」という

平和のインフラであり、だからこそ、日本で

てもらい、これから一緒に世界の平和と経済

言葉が有名になった。津波が来たら、家族の

発展した、戦争の歴史をたどってきたベトナ

いただいた。

ことは気にせず、おのおの自分１人で逃げる

最近、産業界の人手不足からにわかにベト

ムでは、いまだ定着していない。
一方、戦乱が長かったベトナムでは「戦争

ナムブームとなり、相対的に低賃金で手先の

べし――という教えである。
テンデンコ」が当たり前だが、国民性は全く

る。技能実習生だけでなく、専門学校や私立

器用なベトナム人労働者に注目が集まってい
日本人から見るとベトナム人は協調性に欠

大に通う私費留学生も急増し、実質的に、彼

異なる。
け、自己中心的な性格に映る。日本人のよう

15

14

11

20

らは労働者として扱われている。
でも、残念ながら彼らの日本語能力はまだ

ナムをはじめＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連
合）の国々から同じ印象を持たれたら、我が

る若者がいる。

日本の大学や大学院では文部科学省の指導

の相違を全く理解していない。まさに「取扱

らを雇う日本企業も、前述した日越間の文化

力検定書で入国して来る者もいるという。彼

本人との間に子どもが生まれたりすると思

っては、日本で結婚して家庭を持ったり、日

者が本格的に入国するようになる。場合によ

今春、改正入管法が施行され、外国人労働

幸なことで、日本に留学しても日本語能力は

るというケースが多い。外国人にとっても不

だけで英語で授業を聞き、英語で会話してい

学生が入ってくることはまれなので、外国人

そんな場所に、英語力の不足しがちな日本人

により、英語で授業する学部・学科が多い。

説明書なし」で新しい機械を導入しているよ

う。こうした方々が十分な日本語を話せず、

アップせず、ましてや日本的マナーを学ぶ機
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国は「世界の孤児」になってしまう。

うなものだ。このままだと、来日した実習生

日本人とは全く違う対人感情を持ったままだ

会も少ないようだ。

生や、そのＯＢの若者を自宅に招き、バーベ

優秀なベトナム人を日本ファンにして、日

16

不十分だし、あろうことか、偽造の日本語能

や留学生の間で日本への不満が急増する危険

と、長期的に日本国内で大きな亀裂を生む恐

もちろん、日本的マナーを学んだ先輩学生

性が高い。
れがある。

が少しずつ指導しているが、外国人労働者を

こうした努力をしないまま、大量の外国人

ベルギーやフランスなど欧州域内で起きて

床になっていると言われる。日本でも外国人

労働者が来日したら、日本企業の生産性は大

雇う企業の方々にはぜひ、仕事を通して日本

る。ベトナム人労働者たちの不満を電話で聞

の負の感情が高じた場合、テロの温床が形作

幅に落ちて行くだろう。これから人口が減少

いるテロは、アフリカから来たイスラム教徒

き取るアルバイトをしているが、先日、こん

られるかもしれない。だから、外国からの労

する以上、ＡＩ（人口知能）などを活用する

教え子の１人に、現在、日本の国立大大学

な話をしてくれた。

働者に対して、企業など雇う側が責任を持っ

だけでなく、優秀な外国人労働者を受け入れ

人の考え方を指導していただきたい。

「契約にない長時間労働や、貝の殻むき作

て日本語をマスターさせ、日本人の考え方を

て生産性を向上させることが必要だ。さもな

の子どもたちが、自分たちの不遇な環境が温

業など技能実習とはとても言えない単純労働

教えてやらなければならない。

先輩や学校の先生から聞いていた日本企業の

キューパーティーを開きながら、彼らの生活

越両国の友好な関係を作るとともに、１人で

ければ、人口減と生産性ダウンで、日本のＧ

姿とは全く違う。このままだと『日越交流に

指導や相談に乗ってきた。でも、せっかく日

も多くのベトナム人材に日本で働いてもら

年間、研修生として来日した学

人生をかけたい』と考えてきた自分の夢が、

本の大学、大学院に留学しても、日本人との

い、日本の生産性向上に力を貸してほしい。

私はこの

どんどん遠くへ行ってしまう」

付き合いの少ない学生たちは日本的マナーを

いま国内で流行しているアニメ「夏目友人

半分程度しかない――といった苦情ばかり。

歴史認識問題の影響で中国や韓国の方々に

学ぶことができない。我が家でも、礼を失す

ＤＰは一層下降する。

悪い印象を持たれがちな日本が、さらにベト

10

ばかりで嫌になる。手取りの賃金が契約時の

院で国費留学生として学んでいる若者がい

不満を強める外国人労働者

大武健一郎のアジアビジネスアイ

大武健一郎のアジアビジネスアイ

帳」や、大ヒットした映画「君の名は」を見
て、日本の若者は涙し、感動する。でも、そ
うした日本人の感性を、外国人も理解してく
れるとは必ずしも言い切れない。ベトナムへ
の進出や、ベトナム人労働者の雇用を考えて
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いる企業の方々には、そんな視点を忘れずに
いてもらいたい。
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小川忠のインドネシア目線
小川忠 跡
( 見学園女子大学教授、元国
際交流基金ジャカルタ日本文化センタ
ー所長 )

大統領候補プラボウォ・スビアント その手強さの源泉

が、いかにして互角の戦いを演じたか。

年

選挙の最大の意外性は、プラボウォがその弱

今年４月の大統領選挙は、前回２０１４年
選挙と同じ、ジョコ・ウィドド（ジョコウ

点を強みに変えたことにあった。

プラボウォ候補の過去

ィ）対プラボウォ・スビアント対決の構図で
ある。

ここで今一度、スハルト時代のエリート青

スハルトの女婿として陸軍内で異例の昇進
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前回選挙では旋風が吹いた。勝者ジョコウ
ィではない。敗者プラボウォが旋風を巻き起

年軍人プロボウォを振りかえっておきたい。

権初期はイスラム組織に共産党狩りを使嗾し

こした。選挙戦当初には圧倒的な人気を誇っ

その要因には、よく言われるように、政

つつ、彼らが政治的に影響力をもつことを抑

軍を権力基盤としてきたスハルト大統領だ

党、宗教団体、組合等既存の集票マシーンが

えてきたスハルトであるが、軍と拮抗させる

ていたジョコウィを猛追し、接戦にもちこ

機能したことも一つだ。だがそれ以上に重要

政治勢力としてイスラムの活用を思い立っ

が、四半世紀を超える長期政権の絶頂期、次

だったのは、本来ジョコウィが得意としてい

た。大統領の肝いりで１９９０年には「全イ

み、内外のインドネシア政治専門家を驚かせ

たはずの国民感情、国民世論を獲得する競争

ンドネシア・ムスリム知識人協会」が設立さ

第に軍幹部との確執が生まれつつあった。政

において、プラボウォが主導権を握ったこと

れている。

たのである。

である。長く続いた軍の情報統制が崩壊し民

「ムスリム知識人協会」と一口に言っても、

出世のために入会した役人・技術者から、体

年、インドネシアが民主社
会、情報社会へと変貌を遂げるなかで、世論

制内での民主化改革を目指すリベラル派ま

主化されて約

支持の獲得、そのためのイメージ作りは、こ

派つぶしという裏工作を担ったのが、プラボ

帯であったが、そのなかイスラム内部の民主

で、異なるビジョンをもつ勢力の寄り合い所
つある。
第２代スハルト大統領政権下の軍人時代の
において、クリーンな民主的市民派ジョコウ

を遂げ注目を集め始めていた彼は、官僚・軍

ウォ陸軍特殊部隊司令官である。
ィと比べてハンディが大きいはずだった。マ

のイスラム化を提唱するシンクタンク「政策

人権侵害ゆえに、プラボウォは世論獲得競争

イナス・イメージがつきまとうプラボウォ

18

１４

の国の政治においてますます重要性を増しつ

２０

小川忠のインドネシア目線

前回2014年の大統領選で、大勢の報道陣に囲まれて取材に応じるプラボウ
ォ・スビアント候補（中央）＝ジャカルタで14年５月22日、平野光芳撮影

開発研究センター」設立を支援し、「インド

ネシア経済やメディアは華人・キリスト教徒

によって牛耳られている」と反華人、反キリ

スト教感情を煽る世論工作を行った。

１９９７年アジア通貨危機の直撃を受け急

激な自国通貨の下落、貧困層の拡大という混
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乱状況に陥ったインドネシアにおいて、戦略
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予備軍司令官に就任したプラボウォは「経済

危機は仕組まれた陰謀。スハルトが憎まれる

のは彼が真のイスラム教徒だからだ」と主張

してまわり、民衆の怒りを権力者から別の方

年５月に首都ジャカルタで大規模

向に向かわせようとした。こうした状況下に
あって、

ら「排外主義者」というイメージが強いプラ

これまでの反華人、反キリスト教徒言動か

「排外主義者」の外国人参謀

きである。

馬という地位まで復権してきたこと自体が驚

以上のような前歴を考えると、大統領選出

生活を余儀なくされる。

られ、軍籍をはく奪され、３年にわたる亡命

ト政権崩壊後、プラボウォは軍法会議にかけ

も、プラボウォが関わったとされる。スハル

よって、拉致され行方不明になった事件に

された。また少なからぬ民主化活動家が軍に

な暴動が発生し、華人系住民が殺害、レイプ

９８

小川忠のインドネシア目線

前回大統領選のプラボウォ候補の選対本部に設置されたメディア対策室。テレビをモニターしながら、スタ
ッフがホームページやフェイスブック、ツイッターを24時間態勢で更新していた＝14年５月12日、平野撮影

ボウォだが、

年選挙で彼の参謀をつとめて

年

いたのは、皮肉なことに外国人コンサルタン

トである。

インドネシアの有力雑誌「テンポ」（

７月４日号）は、プラボウォの選挙参謀に、

ジャカルタ在住の米国人実業家ロン・ミュー

ラーが存在することを報じた。さらに同誌記

事によれば、プラボウォは米国人選挙コンサ

ルタントのロブ・アリンとも契約を結んでい

た。アリンの顧客には米国ブッシュ（子）大

統領も含まれており、ブッシュのテキサス州

知事選挙を扱っている。アリンはメキシコで

年ぶりに大統領に選出されるなど

も２０００年大統領選挙で彼の請け負った野
党候補が
ある。

年にプラボウォ陣営が流した「ジョコウ

キリスト教徒で、実は共産党員」という中傷

は、２００８年米国大統領選で流された「オ

バマはケニア生まれのイスラム教徒」という

ネガティブ・キャンペーンを彷彿させる。

こわもてプラボウォの裏には、冷徹なメデ

ィア戦略があり、そのメディア戦略は、民主

主義国のチャンピオンである米国現代政治の

土壌で発達したものなのだ。米国人コンサル
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１４

タントを通じて、これを学び吸収したプラボ

20

１４

の実績を誇り、世界を渡り歩く選挙のプロで

７１

ィはシンガポール生まれの中国系両親をもつ

１４

小川忠のインドネシア目線

ウォの選挙における言動が、どこかトランプ

な物価上昇、格差の拡大に対する不満が、激

「民主改革」を「偽善」とみなす気分が中

しい競争にさらされている中間層のあいだで

今回選挙の前哨戦段階において登場した

されるべき対象であったスハルト大統領の時

米国大統領の物言いと似るのも、むべなるか

（＃大統領交
の が 、 「 ＃ GANTI PRESIDEN
代）」のスローガンである。ツイッターのハ

代を懐かしむ声が聞かれるようになっていた

鬱積していた。

ッシュタグを通じてこの言葉が流布し、「＃

のである。これに着目し自らを「清廉な強い

な、という気がする。

大統領交代」のロゴをつけたグッズが広場や

指導者」「スハルトの後継者」と演出するこ

年の政権崩壊以来、否定

市民集会で売られて、今の政治に不満を持つ

とで、プラボウォはスハルト・ノスタルジー

ただろう？」と手をあげてほほ笑むスハルト

大統領交代」ではなく、「私の時代は良かっ

マン・ミニ公園のみやげ物売り場には、「＃

る。ジャカルタの中心、独立記念塔の前やタ

作を発表したのだが、標題「オンリー・イエ

の米国社会の変化を万華鏡のように描いた同

レンは大恐慌２年後の１９３１年に、

名著『オンリー・イエスタディ』である。ア

レデリック・ルイス・アレンの米国現代史の

興国として国際的な地位も上がって、国民は

経済成長によって国民生活は底上げされ、新

民主主義へと社会体制の転換が進み、急速な

からインドネシアを眺めると、軍部強権から

ユドヨノ政権の末期であったこの時期、外

時代を美化するもの、といえないだろうか。

将来とつながる現状への不満からひと昔前の

よかっただろう？」はその真逆で、不確かな

ンドネシアの「＃大統領交代」「私の時代は

う、という著者の意図が込められていた。イ

見つめ直して、今の自分と真摯に向き合お
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間層に拡がる中、

市民に結束を呼びかけている。

「＃大統領交代」「私の時代はよかっただ

を味方につけることに成功したのだった。

良かっただろう？」というタグが流行った、

ろう？」というフレーズで思い出すのが、フ

この光景を見て思い出すのが「私の時代は
年当時のスハルト・ノスタルジー現象であ

第二代大統領のＴシャツが並んでいた。書籍

スタディ」には、現在と直接つながっている

年代

売り場では、彼の伝記など「スハルトもの」

「（昨日のような）近い過去」を醒めた目で

満足しているように思われがちだったが、中

欧米世界で排外主義が台頭する背景には、

２０
にあると相変らぬ政府高官の汚職続発、急速

21

９８

の占めるスペースが拡がっていた。

１４

小川忠のインドネシア目線

民主主義を支えてきた中間層の没落がある。
これと同様にインドネシアでも、「擬似中間
層」と呼ばれる、中流層下位及び下流層上位
にあたる階層は、躍進する新興国という外側
からのインドネシア・イメージとは裏腹に、
昔ながら血縁社会、地縁社会が弱体化する中
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で激しい競争にさらされて、「民主化疲れ」

22

「グローバリゼーションへの反発」という鬱
屈した感情をため込んでいる。そうした感情
をイスラムと結びつけ政治的に動員すると、
年のジャカルタ特別州ア

どれほどの巨大なエネルギーになるか示した
のが、２０１６～

とってかなり手ごわい対抗馬となるだろう。

とに成功するなら、現職ジョコウィ大統領に

「擬似中間層」の現状への不満を取りこむこ

今回の選挙においても、プラボウォ候補が

た。

とその後の彼の失脚をめぐる一連の事態だっ

ホック知事の「宗教冒涜発言」への抗議デモ

１７

陳言の中国「創新経済」

日本企業（中国）研究院執行院長、経済ジャーナリスト

陳言
1960年、北京生まれ。82年、南京大学
卒。82-89年『経済日報』に勤務。89-99
年、東京大学(ジャーナリズム)、慶応大
学(経済学)に留学。99-2003年萩国際大
学教授。03-10年経済日報月刊『経済』
主筆。10年から日本企業(中国)研究院執
行院長。

グラフェンの研究開発OEM 新たなオープン・イノベーションの試み

北京・中関村に位置する北京大学から車で

ンターの主任（学部長）でもある。劉氏は１

あり、同時に北京大学ナノ科学・技術研究セ

年

キロ行くと、斬新なビルが目に入

北西に約
月に設立され、

９８４年に横浜国立大学修士課程に進学し、

年

階建のビルは今日の北京では高いとは言
えないが、まだ開発が進んでいない郊外では
かなり目立ち、外観から見ると、非常に貫禄
のある研究所だ。

研究を経て

年に帰国し、北京大学教授の職

を得て、新材料の研究に従事してきた。

突発的なグラフェン・ブームについて、劉

氏は「ある外国学術界の友人が以前、私に、

ヨーロッパにはグラフェン企業が２００社あ

技術に対する渇望が極めて強い中国で、

５０００社近いグラフェン関連企業という数

ている」と語った。これに比べれば、中国の

まりあるが、彼らは応用という難題に直面し

時期が違えば街に違うスタイルのファッショ

論文数、特許出願数のデータからも、中国

は、中国におけるグラフェン・ブームの尋常
最新技術の話題を見ると２０１０年前後か

の熱気が明らかだ。２０１１年以降、中国が

ン、飲食の流行があるように、技術について

ら、多くの中国企業が「グラフェン」に関心

発表したグラフェンの論文は世界の首位を占

ではない状況を物語っている。

を持ち始めた。カーボンファイバーに続き、

年現在

倍以上に達し

め、現在までに、中国人学者が発表した論文

の総数は米国の３倍、日本の

・

％、日本は５

％が中国企業の掌中

ている。特許出願状況から見ると、

で、世界の特許の

年末までに、グラフェン関連業務を営業
範囲に含むとして工商部門に登録した中国企

にあり、米国はわずか

・
業は４８７１社に達した。過去数年の間に、

中国がグラフェンに関心を持ち始めて以

グラフェンの下着、マスク、塗料、ＬＥＤ

数を占めた。

ク、イノベーションセンター、研究所、産業
連盟はすでに

フェン研究院はそのうちの

社に過ぎない。

後、企業、論文、特許の数で、中国は絶対多

にも達していない。

１１ １４
社・団体を超えた。北京グラ

中国各地に設立されたグラフェン産業パー

１７

１０

５３

５４

性に関心を持ち始めた。

人々はその新技術がはらんでいる新しい可能

も絶えず「流行」が発生し、変化している。

突然巻き起こったグラフェン・ブーム

その後、東京大学で研究を重ねた。日本での

月に

る。これが

１０

落成した「北京グラフェン研究院」だ。

１８

劉忠範氏は北京グラフェン研究院の院長で

1

%
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１０

２０
１６
４０
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陳言の中国「創新経済」

上させなければならないが、グラフェンはカ

ルで、現在、大規模化できる。品質はまだ向

製品が次々に出現し、産業分野での応用は枚

ーボンナノチューブに比べて見通しは明る

劉忠範・北京グラフェン研究院院長

挙にいとまがない。中国企業は「グラフェン

い。

電球、エアークリーナーなど、日常生活関連

応用問題」を解決したかのようだ。

一方、グラフェンの見通しについて、劉氏

は非常に楽観的だというわけではない。彼は

は決して多くはなく、材料研究関連の基礎技

中国で本当に材料の基礎研究をしている人

だグラフェン産業を発展させるには力不足

には性能はまだ不十分。原材料の品質はま

は人々の期待のピークにありますが、現実的

グラフェンも作ることができます。２００８

て自分で作ることにしました。これらの炉は

に供給できなくなり、私たちは反応炉を買っ

チューブを作ってもらおうとしましたが、後

も、もう一つのカーボンナノチューブではな

する方法がなかった。多くの人はグラフェン

で、調整難度が高いことから、大規模に応用

界で大流行した。しかし、その構造が複雑

カーボンナノチューブは１９９１年から世

ことんやり遂げた企業だった。ＯＥＭを通じ

る前はＯＥＭ企業であり、しかもＯＥＭをと

鴻海はシャープを買収・合併（Ｍ＆Ａ）す

出した。

Ｍ」（相手先ブランド名製造）の概念を打ち

プを経て、彼は２０１８年に「研究開発ＯＥ
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次のように語っている。「現在、グラフェン

術を持っている企業も非常に限られている。

で、エース級の応用はまだ見つかっていませ

年、私は半年かけて、全世界で実地調査を行

いか、と懐疑的だった。劉氏は逆に次のよう

て、最先端技術と設備を使うことができ、自
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現行のグラフェン技術力では
一つの産業を支えられない

しかし、劉氏は日本から帰国後、研究開発を

中国では資金、研究開発がグラフェンに殺

ん」。

彼は次のように語った。「１９９３年から

い、最終的にグラフェンを作る決心を固めま

に考えた。グラフェンの構造は比較的シンプ

の目を輝かせ、長年の考慮とブラッシュアッ

鴻海（ホンハイ）精密工業モデルが劉氏

研究開発ＯＥＭの理念

い。

競争の中で生き抜いて行けるか、知る由もな

到している。しかし、これほど多数の企業が

が色濃く残っていました。

年、材料業界で

年の私の学術研究には、日本留学時期の影

続け、大量の技術を蓄えた。

メンバーに委ねました」

した。カーボンナノチューブはチームの他の

です。最初から、私は他の人にカーボンナノ

列にしました。全世界で私が初めて作ったの

大なカーボンナノチューブ分子を一つ一つの

同じくらい流行しました。実験中に、私は巨

カーボンナノチューブが現在のグラフェンと

９８

９８

陳言の中国「創新経済」

発展し、相当の技術と資本を備えた企業に成

分の欲しい製品を完成した。鴻海はＯＥＭで

の成果は企業に帰属する。そうすることによ

プロジェクトのチームに入り、その研究開発

ができ、その研究開発メンバーは直接、関連

っと達成感と獲得感を与え、中国の企業にさ

劉氏は「研究開発ＯＥＭは科学者たちにも

ハイエンドの研究開発チームを使用できる。

って、研究開発の関連設備投資を節約でき、

長した。
劉氏が描いている研究開発ＯＥＭは、産
学研提携の新しい道だ。彼は次のように語っ
た。「大学や研究所の研究者はたこつぼに入
って研究をし、自己満足して、科学研究の成
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らにイノベーション能力と競争力を持たせる

ことができます」と語る。

中国のイノベーションの大きな特徴はオー

プン・イノベーションだ。研究開発ＯＥＭは

その具体的表現方式で、企業の研究開発推進

と、産学研提携の上で大きな力を発揮するだ

ろう。

ことば「グラフェン」

炭素（カーボン）原子が網目のように六角

億分の ）メートル程度

ちながら柔軟に折り曲げることができる。電

気の伝導率は銀より高く、熱の伝導率は銅の

倍。２００４年に黒鉛のかたまりから単層

のグラフェンシートを初めて分離した英国・

マンチェスター大学の研究者アンドレ・ガイ

ム氏とコンスタンチン・ノボセロフ氏に

年、ノーベル物理学賞が贈られた。
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果は地に着いたものとならない。大半は束ね
て高い棚に上げられ、論文を発表したらそれ
で終わりです。『研究開発ＯＥＭ』はそれを
逆転させて、直接、企業から技術需要を探し
出し、企業の研究開発を支援し、真に企業の
ために不安、困難を取り除きます。このよう
にして得られた成果は自然に着地し、市場全
体が企業に明け渡され、それぞれの役割を果
たし、互いのメリットを活かして補い合いま
す。研究者に一定の市場シェアを与えて、科

ナノ（ナノは

形に結びついてシート状になったもの。厚さ
は

1

と極めて薄く、ダイヤモンド並みの強度を持

１０

学者と企業家を同じ船に乗せます。そのよう
にすれば、真に利益をシェアすることがで
き、全過程の利益をまとめて調整すれば、双
方の積極性を引き出すことができます」

1

１０

現在、北京グラフェン研究院は多くの企業
トシンク、グラファイト鉱の高度加工など技

と研究開発ＯＥＭパートナーシップを構築
し、アルゲンアルミ集流体、アルゲンカーボ

企業は研究開発のコンテンツを最も専門と

術的に困難な作業に全力を挙げている。

グラフェン量子ドット材料、グラフェン塗

する研究院に渡し、関連研究に従事すること

１０

ン充電銃、グラフェンスマートウインドー、
料、グラフェン電暖画、グラフェン膜状ヒー

研究所を訪れた中国政府要人に研究の進展状況を説明する劉所長

