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センター長のコラム
学思 No.72 ｜ 2022.7~2022.12

日中国交正常化 50 周年に寄せて　その 2

2022 年 4 月にセンター長に就任して以降しばらく東京に足止めされておりました

が、8 月にやっと北京に赴任することができました。しかし、今また東京に戻ってこ

の原稿を書いております。北京では年末になってコロナ感染症が猛威をふるうように

なり、情勢が混沌としてきました。なかなか明るい話題で北京からの報告を書けるよ

うにならないのが残念なところです。2022 年は、日中国交正常化 50 周年という記念

すべき年であり、当センターでも協賛イベントをいくつか企画しておりましたが、な

かには実施できないまま年を越すことになったりもしております。

ところで、前号では日中国交正常化 50 周年に寄せて JSPS における中国との交流事業を振り返ってみました。

しかし、日中間の交流が開始したところで終わっていましたので、もう少し続きを書いてみることといたします。

JSPS の中国との本格的な交流は、1979 年に中国科学院と覚書を締結し、その年度に中国から短期 3 名、長期

9 名の計 12 名を受入れ、中国へ短期 11 名の日本人研究者を派遣したところから始まります。その後、中国科学

院に続き 1980 年には中国社会科学院と、1981 年には中国教育部と同様の覚書を締結しています。これにより

交流の基盤が整い、研究所だけでなく大学の研究者も対象とし、人文・社会学から自然科学までの全分野をカバー

して交流することができるようになりました。

1985 年には、中国衛生部の協力により日中医学研究者交流事業も開始しております。これは、日本の製薬会

社からの寄付金により実施した事業で、2005 年からは中国医学科学院 (CAMS) が対応機関となっております。

1996 年には、中国国家自然科学基金委員会 (NSFC) と日中科学協力事業開始しております。NSFC は JSPS と

同じファンディング・エージェンシーということもあり、その後 JSPS の中国との交流における中核的な対応機

関となっていきます。また、2001 年には、中国科学技術部 (MOST) が外国人特別研究員の推薦機関になってお

ります。なお、中国教育部との交流については、中国国家留学基金管理委員会 (CSC) が実施機関となったりもし

ております。

このように、JSPS はこれまで様々な対応機関と学術交流事業を実施してきており、これが中国との交流の特徴

となっているともいえます。しかしながら近年では NSFC との交流以外は、小規模なままであったり廃止になっ

たりと停滞、縮小傾向にあります。これは、JSPS がファンディング・エージェンシーとして発展してきたことに

よる当然の帰結ともいえますが、その結果として多くの対応機関やその他の関係機関において JSPS のプレゼン

スまでもが低下しつつあるように感じております。中国との交流自体は、年々盛んになってきただけに、これま

で長年に渡り築き上げてきた中国との絆が、このような形で失われていくことは残念な気がしてなりません。こ

れまでの遺産を無駄にしないよう、協力事業のあるなしに関わらず中国の学術関係機関に JSPS の活動や日本の

学術界での位置づけなどについてしっかりと理解してもらい信用をえていくことが、北京研究連絡センターに課

された重要な役割であるといえましょう。

センター長　山口英幸
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事に記念品が贈呈され、新理事には任命状が交付されました。
今回の総会の「学者講壇」には以下の 6 名の会員が招待さ

れ、自身の研究に基づき、それぞれの研究分野の参加者と会
員に対し、学術的講演を行いました。JSPS を通じた幅広い交
流の利点を示すだけでなく、第一線の研究者による分かりや
すい説明を通じて、会員に身近な知識体験が提供されました。

「学者講壇」講演者：
中国気象科学研究院地球変化与極地研究所　周凌晞
蘇州大学エネルギー学院　楊新波
大連理工大学建築与芸術学院　蘇媛
内モンゴル農業大学動物科学学院　芒来
上海海洋大学海洋科学学院　湯勇
広州大学土木工程学院　呉楊

学思 No.72 ｜ 2022.7~2022.12
活 動 報 告

2022 年 11 月 19 日（土）、20 日（日）、海南省三亜市に所
在する中国科学院深海科学・工学研究所（以下「深海研究所」）
において、2022 年度 JSPS 中国同窓会総会が盛大に挙行され
ました。

新型コロナの影響を受け、3 年ぶりの開催となった本年度
の総会は、深海研究所の全面的な協力の下、安全・確実な感
染拡大防止政策を遵守して開催されました。折しも本年は日
中国交正常化 50 周年にあたり、新旧の友人知人が一堂に会
し、理解と友情を深めるとともに、協力を発展させる良い機
会となりました。

本年の総会は、同窓会員である深海研究所・楊陽研究員が
コーディネーターを務め、約 50 名の同窓会員が家族・友人
を伴い参加しました。

総会に先立って開催された理事会で、孫振東会長は同窓会
の近年の様々な活動を総括しました。理事会は新会長の楊彪
教授と第 6 期の理事会メンバーを承認し、今後の活動計画に
ついて議論しました。

続く総会では、参加した全会員が孫振東会長の報告と理事
会の決定を聞きました。JSPS 北京研究連絡センターから旧理

JSPS 中国同窓会 2022 年度総会を開催

孫振東会長から退任の挨拶

山口英幸センター長からオンラインで挨拶

深海研究所・陽寧副所長から挨拶

楊彪新会長から就任の挨拶
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活 動 報 告

昼休みに参加者は、深海研究所がプロデュースする展示
スペース「深海空間」で、深海研究所と中国美術学院が毎年
共同開催する美術コンペティションの受賞作品を鑑賞しまし
た。作品は「深藍・極地」をテーマとし、科学と芸術の融合・
相互理解が感じられるものでした。

午後は、楊研究員の案内で、深海科学・深海技術・資源開
発の利用と産業化の方面における深海科学研究所の最新の科
学的研究成果について、深く学びました。

それから、参加者は、深度 1 万メートルの深海探査の貴重
な映像を見た後、科学調査船の水上作業や深海装備作業など
を現場で見学しました。 最後に、鯨とイルカの標本館を訪れ、
鯨・イルカと人類の関係に関する生態学的な話を聞き、海洋
環境を保護するための効果的な生態学に関する認識を確立し
ました。最後に劉山虎副会長がこの日の活動の総括を行いま
した。

2 日目は、三亜市内にある崖州湾科学技術城（サイエンス・
シティー）を訪問しました。崖州湾科技城は「世界的ビジョン、

国際標準、三亜市の特色、高度な位置付け」という構想の下で、
陸海の調整、産業的繁栄、文化的自信を備えた先導的科技城
として建設されました。参加者は崖州湾科技城産業振興セン
ターを訪問し、習近平総書記の指導の下で策定された国家深
海戦略および海洋大国建設計画の詳細を聞きました。続いて、
海南省崖州湾種子研究所を訪問し、産学研の緊密な結合を理
解しました。

最後に参加者は、科学調査船「探索 2 号」に乗船し、国の
重要機器への敬意を胸に、有人潜水艇「深海勇士」との別れ
を惜しみながら、イベントを締めくくりました。

本年の総会の開催にあたって、多大な協力をいただいた楊
陽会員と研究チームに感謝の意を表したいと思います。

JSPS 中国同窓会の活動が楊彪新会長の下で益々発展するこ
とを願うとともに、ひいては日中間の友情が永く続いていく
ことを祈ります。

総会の前日には、楊陽研究員が JSPS 事業説明会を開催し
ました。
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活 動 報 告

はじめに、JSPS 中国同窓会の新たな理
事会の成立を心よりお祝い申し上げます
とともに、私を今期の同窓会長に選出し
ていただき、感謝申し上げます。皆様の
信任をいただいたことは大変光栄である
と同時に責任の重さを感じています

日本学術振興会は長い歴史を持つ学術
機関です。学術研究の振興、研究者の育
成、学術に関わる国際交流の促進に大き
な役割を果たしてきました。学振は、設
立以来今日まで、世界中の研究者の活動
を継続的に支援してきました。中国同窓
会理事会はこれまで既に 5 期を数えま
した。歴代の理事と JSPS 北京研究連絡
センターの尽力のお陰で、多数の中国人
研究者が JSPS の支援を受け、日本の優
れた学術機関と交流・協力を行っている
ことを幸運に思います。このことは、中
国と日本の学術交流を促進するだけでな
く、中国と日本の友好関係を強化するも
のでもあります。国際関係を取り巻く外
部環境がどのように変化しても、中日両
国の学術交流の発展は常に前向きであり
続けてきました。これは私たちを非常に
幸福な気持ちで満たすことであり、この
ような良好な状況が継続して発展してい
くことを嬉しく思います。

折しも、本年は中日国交正常化 50 周
年の年です。両国人民は代々友好の道を
求め、多大な努力を払ってきました。こ

JSPS中国同窓会　会長挨拶

JSPS中国同窓会第六期役員名簿
（任期：2022年11月～2024年11月）

れらの取組みの中で、学術研究における
協力は最も満足すべきものでしょう。学
術研究は人類の知識の限界を拡げること
を目的としており、各分野の学術研究に
よって生み出された体系的な知の系譜は
人類の重要な文化遺産として後世に受け
継がれます。また、学術研究における両
国間の協力と交流は、それ自体が次世代
に貴重な友情を残してくれます。

ここ数年の世界的なパンデミックは私
たちの仕事と生活に大きな影響を与えま
した。就中、中日間の往来は大きく制限
され、多くの活動の実施が困難になりま
した。コロナ禍が沈静化した後、私たち
の活動が以前の活況を取り戻し、ここ数
年のコロナ禍がもたらした悔恨を埋め合

学思 No.72 ｜ 2022.7~2022.12

楊彪会長略歴

華東師範大学歴史学系教授、博士課程指導教官。歴史学博士。米国カ
リフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA）フルブライト奨学生。2001 年

─ 2003 年 JSPS 外国人特別研究員（東京大学教養学部総合文化研究科）、2017 年
度 JSPS 外国人研究者再招へい事業（BRIDGE Fellowship Program）採用（東京大
学外国人研究員）。米国海軍海兵隊歴史センター、独ゲオルク・エッカート国際研究所、
韓国国際交流財団、東京大学、ディーキン大学（オーストラリア）、韓国北東アジア
歴史財団、独アウグスブルク大学等で客員研究員として勤務。国家社会科学基金プロ
ジェクト採用者、上海浦江人材計画に選出。

2010 年の発足から現在まで、JSPS 中国同窓会理事を歴任。上海支部長（第 4 期）、
副会長（第 5 期）。現在、JSPS 中国同窓会会長。

わせることを切に望みます。新しい期の
JSPS 中国同窓会は、期待に応え、中日の
学術協力における架け橋としての役割を
引き続き果たしていきます。会員の力を
結集し、中日の学術交流を促進し、国内
外で影響力を高め、中日友好という事業
に微力ながら貢献していきます。私は同
窓会の職務に全力を尽くします。自身の
努力により、より多くの中国人研究者が
同窓会と学術振興会のチャネルを通じて
日本の学術界と緊密な協力関係を築くこ
とで、中日両国の学術交流と友好が一歩
前進することにつながることを願ってい
ます。

華東師範大学
楊彪

■ 会長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ■ 副会長
楊彪（華東師範大学歴史学部）　　　　　　　　　　　　　　蘇媛（大連理工大学建築与芸術学院）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  劉山虎（河南大学化学化工学院）

■ 支部長
北京：李暁明（北京航空航天大学生物与医学工程学院）　　　天津：孔德新（天津医科大学薬学院）
遼寧：蘇媛（大連理工大学建築与芸術学院）　　　　　　　　上海：盧紅亮（復旦大学微電子学院）
江蘇：朱春梧（中国科学院南京土壤研究所）　　　　　　　　山東：孫振東（山東大学物理学院）
河南：劉山虎（河南大学化学化工学院）　　　　　　　　　　湖北：樊涌（武漢科技大学資源与環境工程学院）
広東：林影（華南理工大学生物科学与工程学院）　　　　　　重慶：白涌滔（重慶大学土木工程学院）
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2022 年 12 月 4 日（日）に JSPS 中

国同窓会江蘇支部会、河海大学との共

催により、学術セミナー「日中先端材

料と工学応用研究会」を開催しました。

本セミナーは、同窓会員の河海大

学・張建峰教授により企画され、10

月に南京市で開催を予定していました

が、新型コロナ感染拡大の影響により、

延期した上でオンラインにより開催

したものです。当日は材料分野の研究

JSPS中国同窓会江蘇支部会を開催

者・大学関係者約 80 名以上が参加し、

主として英語（一部日中対訳）で発表・

進行されました。

オーガナイザーの張教授の趣旨説

明の中で、中国の材料科学の発展にお

ける日本との協力の意義について強調

されました。後藤孝東北大学未来科学

技術共同研究センター学術研究員と朱

偉河海大学教授（JSPS 中国同窓会員）

の基調講演に続いて、材料分野の第一

線の研究者から直近の研究成果の発表

がありました。

セミナーの中で JSPS 事業説明会の

機会が設けられ、成瀬副センター長か

ら JSPS の概要と実施する事業につい

て、フェローシップ事業を中心に説明

しました。その後、実際に外国人研究

者招へい事業で渡日し、日本で研究し

た経験のある張教授と劉東波教授か

ら、日本で研究するにあたっての心得

や申請のコツについて、体験を踏まえ

たお話がありました。

引き続き多くの研究者が、同窓会員

の活動の中で日中の学術交流の可能性

に触れ、JSPS 事業などを通じて、日

中共同研究の機会を得られることを

願っています。

2022 年 7 月 11 日（月）に JSPS 中

国同窓会の孫振東会長が JSPS 本部を

訪問しました。孫会長は今回、JSPS

の外国人研究者招へい事業（短期）に

より、7 月初旬から 8 月末まで日本に

滞在しています。

本部では、水本理事、三輪副理事 /

国際統括本部長などを訪問し、中国同

窓会の活動や日中学術交流について意

見交換したほか、渡中準備中の山口セ

ンター長や国際企画課の同窓会担当者

と打ち合わせを行いました。

孫会長は、日本滞在中、7 月 25 日

JSPS中国同窓会前会長孫振東教授がJSPS本部を表敬訪問

（月）に、受入れ研究者である東京大

学生産技術研究所の福谷克之教授主催

のワークショップに参加したほか、北

京研究連絡センターの廣田前センター

長や菅澤前副センター長とも旧交を温

めました。

左から福谷教授、孫会長、水本理事、山口センター長、三輪副理事、伊藤人物交流課長
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2022 年 9 月 1 日（木）に「第 19 回
日中韓学術振興機関長会議（The 19th 
A-HORCs Meeting）」が、オンライン
にて開催されました。これは、JSPS と
中国国家自然科学基金委員会（NSFC）、
韓国研究財団（NRF）の理事長が、各

2022 年 10 月 29 日（土）に「日中
国交正常化 50 周年－日中読書文化交
流会」が首都師範大学と広島大学北京
研究センターとの共催によりオンライ
ンにて開催されました。

本セミナーは、日中国交正常化 50
周年記念イベントの一つとして開催さ
れたもので、午前の部では、佐藤利行
広島大学理事・副学長と方複全首都師
範大学学長による開会の挨拶の後、垂
秀夫日本国大使によるビデオメッセー
ジや程永華中日友好協会常務副会長の
挨拶に続いて当センターの山口英幸セ
ンター長が挨拶し、JSPS は様々な事
業をとおして国際的な研究ネットワー

第19回日中韓学術振興機関長会議及び北東アジアシンポ

ジウム

首都師範大学・広島大学北京研究センター共催シンポジウム

「日中国交正常化50周年－日中読書文化交流会」

国の科学技術政策における諸問題など
について意見交換を行うことを目的と
して毎年開催しているものです。JSPS
からは杉野理事長が出席し、次世代を
担う優秀な研究者の育成・確保や今後
の 3 カ国の協力体制など、各国の科学
技術政策の動向や国際協力の在り方に
ついて意見交換が行われました。

また、これと並行して 9 月 1 日（木）
～ 2 日（金）に「北東アジアシンポジ
ウム」も開催されました。これは、日
中韓学術振興機関長会議において決定
されるテーマにおいて、日中韓 3 ヶ国
の研究者が一堂に会し、当該分野の最
新情報を共有するとともに、参加者間

クの構築に貢献していることや、文学
をはじめとする人文学や社会科学など
の学問が、それぞれの特性や独自の価
値観に応じて振興されるよう支援して
いることなどを紹介しました。

午後の部では、日中読書文化という
テーマをめぐり、伝統文化から革新的
文化に至るまでの日中相互の交流やそ
れぞれの風土特色などについて、日中

の国際共同研究開始へとつながるネッ
トワーク構築を目的として開催してい
ま す。 今 年 は、“Cellular Senescence: 
from Pathophysiology to Treatment”
をテーマに 3 か国の研究者による交流
が図られました。北東アジアシンポジ
ウムの実施テーマは、翌年度の日中韓
フォーサイト事業の募集テーマになり
ます。

の研究者による熱心な議論が展開され
ました。

当センターでは、今後も中国国内で
開催されるシンポジウム・セミナーを
共催・後援していきますので、イベン
トを企画されている大学関係者や研究
者がおられれば、お気軽にご連絡くだ
さい。
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18 日　広報文化十一者会出席
21 日　中国科学院深海科学研究

所（海南省三亜市）訪問
29 日　首都師範大学・広島大学

共催シンポジウム

20 日　広報文化十一者会出席
25 日　JSPS 中国同窓前会長が本

部を訪問

10月

12月

7月

Tel: ＋ 86-10-8882-4331	 Fax: ＋86-10-8882-4332
E-mail: beijing@jsps.org.cn	 URL: www.jsps.org.cn

センター長	 			山口英幸														副センター長				成瀨雅也	
現	地	職	員	 			江岸、佘彬

北京市海淀区西三環北路89号　中国外文大厦A座404室　
郵便番号 :100089

 
                        

Beijing Representative Office

WeChat

2022 年 12 月に 3 年近くに亘ったゼロコロナ政策が事実上終了し、北京では久しぶりに行動制限のない新年を迎え

ています（春節はまだ先のため、もちろん新暦の新年です）。再入国の際の隔離措置がなくなったため、弊センターの

駐在員も日本に一時帰国して新年を過ごしました。

2022年の後半は、厳格なコロナ対策のなか、センターの運営にも引き続き忍耐が求められました。11月には、5月同様、

北京はロックダウン寸前の状況に至り、弊センターの職員もオフィスの閉鎖により在宅勤務を余儀なくされました。コ

ロナ対策の緩和により市内の感染者が爆発的に増加したため、オフィス再開後も出勤を見合わせる状態が続いています。

そのようななか、11 月に海南省三亜市において、3 年ぶりに JSPS 中国同窓会の総会を開催し、新しく第 6 期の理事

会を発足できたことは明るいニュースです。各地の同窓会員のなかには、コロナ対策のため参加したくてもできなかっ

た方もいました。弊センターからの出席者にも、三亜市の空港に到着した所で隔離期間が延びたことを知り、そのまま

引き返してオンラインで参加したというアクシデントがありました。それでも、直後の感染拡大を考えると、約 50 名

の同窓会員とその家族が一堂に会し、旧交を温めることができたのは、時機的に僥倖でした。第 5 期の旧理事会のメン

バーには、コロナ禍の下、2 年の任期のところ 4 年という長期に亘って同窓会活動を支えていただき、感謝いたします。

新年を迎えて、日中の交流が本格的に再開し、弊センターの活動もこれから徐々に平常の状態を取り戻していくこと

が予想されます。これまで満足に活動できなかった分も含めて、気持ちを新たに取り組んでいきますので、関係者にお

かれては、引き続きよろしくお願いいたします。

編集後記

副センター長　成瀬雅也

学思 No.72 ｜ 2022.7~2022.12

（2022 年 7月～ 12月）センターの活動記録

8月

9月

24 日　広報文化十一者会出席

  1 日　日中韓学術振興機関長会
議 (A-HORCs)

20 日　広報文化十一者会出席

11月

  9 日　日中国交正常化 50 周年記
念動画上映会（国際交流
基金北京事務所）出席

10 日　中華文化国際伝播フォーラ
ム（北京外国語大学）出席

11 日　日中国交正常化 50 周年記
念フォーラム（オンライ
ン）出席

12 日　第 8 回日中教育交流会（オ
ンライン）出席

19、20 日　JSPS 中国同窓会総会
（海南省三亜市）

22 日～　在宅勤務
23 日　広報文化十一者会出席

  4 日　JSPS 中国同窓会江蘇支部
会（オンライン）

12 日　広報文化十一者会出席
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