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1. はじめに

1992 年鄧小平氏の南巡講話をきっかけに，中国経済は加速的な成長を達成し，2000 年代
に入ってから，平均 10％台という成長実績を維持しつつある 1）。中国経済がこのように大き
く変貌を遂げた原因は，活発な対外貿易と外国資本の導入によるところが大きい。
同時に，技術開発能力は一国の経済発展に対し，重要な役割を有している。「内生的成長
理論」において，知識の蓄積，研究開発（R&D）投資および人的資源の有効的結合を通して
技術の生産を増やし，最終的に経済成長を実現することができると指摘した。
一般的に技術の発明創造能力を分析するとき，R&D 投資と特許数の相関によって計測す
る。しかし，一国の技術開発に影響を与える要因として考えられるものとして，R&D への
投資（技術者の人件費とそれ以外の R&D への投入金額）以外に，技術集約財の輸入，外国企
業による直接投資，および国内のインフラ整備 2）が挙げられる。本稿では，これらに加えて
技術集約財の輸出も分析し，中国を対象にして，中国の技術開発能力に与えた影響について
検証しようとするものである。
中国における技術開発能力に対する貿易の役割を検証する前に，中国における貿易構造の
変遷を見てみよう。「1980 年の輸出品目は，農産物・原料が 50％，労働集約的軽工業製品が
22% であった。一方，輸入品目は化学工業製品・機械製品が 40％であった。この時期，資
*）本稿は，平成 22 年度日本経済政策学会関西部会研究大会（広島経済大学）における研究報告（李
玥・柳川隆「中国の技術開発に対する要因の実証研究－パネルデータを用いて－」
）を加筆修正し
たものである。予定討論者の野北晴子氏（広島経済大学）
，および福重元嗣氏（大阪大学）をはじめ
としてフロアーからいただいた多くのコメントに深く感謝いたします。言うまでもなく，残り得
る誤りは我々の責に帰すものです。
**）神戸大学大学院経済学研究科研究員。
***）神戸大学大学院経済学研究科教授。連絡先：yanagawa@econ.kobe-u.ac.jp
1）近 年 中 国 の 実 質 GDP：2003 年 /10%, 2004 年 /10.1%, 2005 年 /10.4%, 2006 年 /11.6%, 2007 年 /13%,
2008 年 /9.6%, 2009 年 /9.2%, 2010 年 /10.3%. データ出所：三井住友銀行（中国）有限公司企業調査部
，pp.7。
が 2011 年 1 月作成した「中国経済の現状と今後の見通し」
2）たとえば，Connolly（2003）は，R&D，直接投資，技術集約財の輸入，およびインフラ投資の技術
開発への影響について検討した（注 12 を参照）
。また，Coe and Helpman（1995）は直接投資とそれ
による知識の流入が技術開発に効果を有することを示している。ここではさらに，技術集約財の
輸出の影響も考察する。
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源・労働集約的製品を輸出し，資本集約的製品を輸入するというパターンが鮮明である。し
かし，改革開放政策を経て，1985 ～ 2003 年には，輸出における 1 次産品の割合が激減し，2
次産品の割合が大幅に増加した。特に，この時期においては資本設備および輸送機械の輸出
が躍進した。一方，輸入では 1 次製品の割合は微増し，2 次産品の割合は減ったが，依然と
3）
。
して工業製品の輸入が主流である」

このような貿易構造の変化は中国の技術開発能力に 2 つの経路で好影響を与えたと考えら
れる。第 1 に，この時代を通じて，中国は一貫して工業製品，特に技術集約的な資本財を多
く輸入し続けてきた。Connolly（2003）は，海外からの技術集約財の輸入が技術流入の重要な
チャネルになることを示している 4）。中国においても，技術集約的な資本財の輸入を通じて，
国内の技術力を高めたと考えられる。第 2 に，改革開放の初期において高度な技術水準を必
要としなかった原材料製品及び労働集約型の加工型製品が主要な輸出商品であったのが，改
革開放の中期以降，より技術集約的で付加価値の高い資本集約型の製品の製造及び輸出の割
合が増加した。輸出も自国の技術進歩を促進すると考えられる。なぜなら，輸出品の中には
多くの既成技術が取り入れられており，輸出は外国の商品との競争力があったことを表す。
輸出品に込められた技術力が高まるほど，将来の R&D 能力も高まると考えられる。このよ
うに，貿易を通じた技術流入効果が中国でも起こっていたのではないかと考えられる。これ
は本稿で検証を行いたい問題の一つである。
次に，中国における外資導入の歴史と現状を見てみよう。「投資の源泉である外資は，改
革開放による外資優遇政策によって激増した。その経済成長における役割は次第に大きく
なっている。外資導入の内訳は借款から直接投資へと変化し，直接投資の対象は労働集約的
産業からハイテク産業へ，沿海地域から内陸地域へとシフトしつつある」5）。
「中国への外国企業の進出分野では，製造業が全体の 60％を超えている。外国企業の進出
は沿海部の省，市に集中している。この現象は，地理的に有利な立地条件に加えて，中国政
府及び地方政府の積極的な地域振興政策があったことによる。この外資の沿海地域への偏在
により，沿海地域と内陸地域との経済格差が拡大し，このような格差を解消する為に，「西
部大開発」という戦略が打ち出されるなど，沿海部と内陸部の発展不均衡，所得格差の是正
は現在における主要な課題を生み出した」6）。しかし，沿海部の急速な経済成長は，沿海部へ

3）南亮進・牧野文夫編（2007）第 8 章（薛進軍著）より引用（pp.140-141）
。
4）また，南亮進・牧野文夫編（2007）第 8 章（薛進軍著，pp.140）も，
「とくに途上国にとって，資本財の
輸入は重要な意味を持つ。それは新しい技術を体化しているから，それを輸入することは新しい技
術を導入する近道である。」と記している。
5）南亮進・牧野文夫編（2007）第 9 章（関権著，pp.153）より引用。
6）京都産業大学 ORC 中国経済プロジェクト編（2006）第 6 章（八木三木男著，pp.147-149）より要約して
引用。
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の外資導入を抜きにして語れない。
中国への外資導入の経済効果に関する研究は数多く挙げられる。金（2005）は中国の外資
導入動機に関する研究を行い，Lee and Hounde（2000）は中国における FDI の決定要因に関し
て研究した。任（2003），呉（2004）は FDI と中国の経済成長に関する研究を行った 7）。これら
の論文は FDI が中国の経済発展に大きく寄与したことを説明した。
FDI とスピルオーバー効果に関する研究としては，「Blomstrom and Kokko（1998）は linkage
effects（リンケージ効果）, effects of competition and demonstration（競争とデモンストレーショ
ン効果）と training of employees（従業員訓練効果）8）を通して実現されると考え，Borenstein et
al.（1998）は，最低限の人的資本があれば FDI による正の効果が生じると結論付けた。特に，
FDI による成長効果をスピルオーバー効果として考える上で，中国における FDI の技術流出
効果の検証に貢献したものとして瀋・耿（2001）と瀋（2003）がある。彼らの実証結果は次の
通りである。（1）経済成長に対する人的資本と FDI の交差項の係数が正であり，これは FDI
による成長効果が一定の人的資本に依存することを意味する。（2）地域別の推計により，中
西部の人的資本係数の推定値が東部地域よりはるかに大きく，人的資本の分布が東部地域に
偏在していることが分かる。（3）FDI と人的資本の分布の不均衡が地域間の格差を拡大する
大きな要因である」9）。
さらに，「陳（2003）は，地場企業と外資系企業との色々なギャップ（技術ギャップや企業
規模ギャップ）を定義し，それぞれの大きさによるグループについて推計を行い，正のスピ
ルオーバー効果はそれらのギャップが小さい場合のみに現れ，国内企業と外資企業の競争力
の違いが FDI による産業内へのスピルオーバー効果の有無に大きな影響を与えることを結論
として，国内企業と外資企業の競争力が産業内のスピルオーバー効果を決める大きな要因で
10）
。また，Liu（2002）は 1993 年から 1998 年まで深セン特別経済行政区
あると説明している。
」

における産業データを用いて，FDI が当地製造業生産性を高めたことを示した。
次に，インフラの整備状況の技術開発に対する影響について考えよう。インフラの整備は

7） 引用された論文は，京都産業大学 ORC 中国経済プロジェクト編（2006）の中で詳細にまとめられて
いる。特に，第 7 章（岑智偉著）を参照。
8） Blomstrom and Kokko（1998）によると，リンケージ効果とは，現地企業が進出企業から製品，生産
技術，あるいはマーケットについての優れた知識のスピルオーバーを受けることである。デモン
ストレーション効果とは，現地企業が進出企業の行動を見て同様の技術を採用するようになるこ
とである。競争効果とは，進出企業の参入により高まった競争圧力に対抗するため，現地企業が
進出企業と同様の技術を採用するようになることを指す。従業員訓練効果とは，現地企業が進出
企業から受ける，（経営トップから末端労働者に至るまでの広範な）従業員の訓練によって生じる
スピルオーバーである。これらの四つの効果は全てスピルオーバー効果として考えられる。
9） 先行研究論文の紹介は，京都産業大学 ORC 中国経済プロジェクト編（2006）第 7 章（岑智偉著）より
引用と要約（pp.183-184）。
10） 京都産業大学 ORC 中国経済プロジェクト編（2006）第 7 章（岑智偉著）より引用（pp.185）
。
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技術開発を行う基盤として考えられる。Connolly（2003）は技術集約財輸入及び外資導入に加
えて，インフラ投資額もモデルに組入れた。彼は先進国からの技術集約財輸入と FDI が発展
途上国の発明と模倣能力に対し，大きな役割を果すと指摘したほか，インフラ投資も発明と
模倣能力に積極的な影響を与えると示唆した 11）。
本稿では，中国における産業構造の転換に当たり，改革開放以来の外資導入政策，対外貿
易などが中国の技術開発能力に果たした役割を再考することが目的である。そこで，中国の
技術開発に影響する要因として，先行研究，特に Connolly（2003）12）の研究に基づきながら，
中国各省，自治区および直轄市の R&D 投資，技術集約財の輸入，外国の直接投資およびイ
ンフラ整備に，技術集約財の輸出も加えた五つの要因が，中国の発明創造能力と技術改良能
力に与えた影響について，パネルデータによる分析を行う。そのうえで，中国の技術発明能
力及び技術改良能力に影響を与える要因を究明し，政策的な検討を行いたい。
本稿の構成は下記の通りである。第 2 節では推定モデルを作成し，第 3 節ではデータを説
明する。第 4 節において推定結果を分析して，第 5 節では政策的な示唆について述べる。第
6 節は結語である。

2. 推定モデル

Connolly（2003）に従って，技術変化に影響を与える要素として R&D 投資，外国直接投資
（FDI），技術集約財の輸入及びインフラ投資を取り上げ，さらに技術集約財の輸出について
も分析することとしよう。上述した諸要素は発明能力と技術改良能力に対して相関が存在す
ると考えられる。推定モデルを作る前に，いくつかの仮定について説明しておこう。まず，
技術開発能力を代表する指標を各年における特許の許可数とする。ただし，中国の特許制度
においては，特許は発明特許，実用新案特許と外観設計特許（日本での意匠登録に相当）か
らなっており，本稿では，発明特許と実用新案特許を技術開発の指標として利用する。発明
特許と実用新案特許は共に創造性を持っているので，中国の特許法による保護対象となる。
この点において，両者は同じ扱いである。しかしながら，両者の間に相違点も存在する。実

11） Connolly（2003）はアメリカで特許申請・登録したものが発明であると定義した。一方，アメリカ
以外の国で申請・登録したものが模倣であると定義した。
12） Connolly（2003）は，技術集約財の輸入 , FDI, インフラなどの変数が先進国及び発展途上国の発明と
模倣能力に対する役割を検証した。（1）先進国からの技術集約財の輸入と FDI の導入が，発展途上
国の発明と模倣能力に対し正のスピルオーバー効果を有する。
（2）輸入による技術拡散の影響は，
先進国よりも発展途上国への好影響がより大きい。
（3）輸入によるハイレベルの技術の流入（FDI
を含む）は経済成長へも大きな役割を果たす。
（4）インフラも重要な役割を発揮するという結論は
Connolly のもう一つの特徴である。本稿は，基本的に Connolly（2003）の枠組みに基礎にして，中
国を対象にして，技術集約財の輸出も加えて検証を行う。
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用新案特許に要求される創造性は発明特許より低く，既存の技術に比べ，新規性（中国では
実質性と呼ばれる）と進歩性を持てば，「実用新案」とされる。一方，「発明」は既存の技術
と比べ，突出した新規性と「顕著な」進歩性を有するものとされる。要するに，発明特許は
実用新案特許より高度な創造性が要請され，要件の難度が高い。逆に，実用新案特許はある
意味，技術改良を通して，現有技術よりもある程度の新規性と進歩性を有すればよい。中国
において，このような実用新案特許の許可数は発明特許の許可数よりはるかに多い。そこ
で，本稿では，発明特許の許可数を「発明能力」の指標として用い，一方，実用新案特許の
許可数を中国の「技術改良能力」を表す指標とし，被説明変数とする。
もう一つの仮定は時間ラグについてである。本稿では，時間ラグをモデルに取り入れる。
t 期における研究開発投資と研究活動の成果は必ずしも t 期に実現するとは限らない。また，
発明特許と実用新案特許の審査には一定の時間が必要となる。一般的に，中国において，発
明特許の審査期間は 3 年であり，実用新案特許の審査期間は 1 年である。そこで，本稿では，
t+3 期に許可された発明特許数を t 期の研究開発成果とする。一方，t+1 期に許可された実用
新案特許数を t 期の研究開発成果とする。t 期における FDI，技術集約財の輸入およびインフ
ラ投資も同様に必ずしも t 期の技術開発に対して影響を与えるだけとは限らない。FDI と輸
入を通じた技術流出には一定の時間を要するためである。インフラ投資の効果も来期以降
に反映される。したがって，本稿の推定モデルでは，t － 1 期，t － 2 期と t － 3 における FDI，
輸入及び t － 1 期におけるインフラ投資を説明変数とする。このような設定は次のことを意
味する。t 期の技術者が過去の FDI，輸入とインフラ投資から技術開発能力を高め，t 期にお
ける研究開発投資と結合し，技術開発の成果を創造する。推定モデルの中に，輸出も説明変
数として加える。それは，輸出商品の中には沢山の既存技術が含まれ，t 期に技術者が t － 1
期の外国への輸出商品に含められている技術を利用し，t 期の成果を生産することを意味す
る。また，技術集約財の輸出が増えることは，技術集約財の国際競争力が高まったことを意
味し，技術開発能力も高まっていると考えることができる。
上述した諸仮定の下で，中国の発明能力と技術改良能力に影響を与える諸要素の推定モデ
ルを次のように定式化する。（1）式は発明に関する推定モデルである。
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（1）
（2）式は技術改良に関する推定モデルである。

（2）
ここで，被説明変数の Y B は発明の許可数，Y S は実用新案の許可数を表す。説明変数につい
ては，RD は R&D 投資額，L は研究開発者数，FDI は外国直接投資額，IM は技術集約財輸入
額，EX が技術集約財輸出額，IFR はインフラ投資額をそれぞれ表す。添字の i は各省，自治
区，直轄市を表し，t は期を表す。また，研究開発行為の主体は技術者であるため，推定モ
デルでは，各変数とも技術者 1 人当たりの値をとることとする。なお，本稿では，中国 25
省，自治区および 4 つの直轄市に関するパネルデータを用いて推定を行うが，チベットと青
海省についてはデータの欠損があるため除外した。

3. データ

本稿のデータは「中華人民共和国国家統計局年度数据」13）と「中国科技統計数据」14）から抽
出したものである。次に引用データを説明しておきたい。

3.1 特許許可数
前節で述べた通り，中国特許権は発明特許，実用新案特許と外観設計特許からなってい
る。既に述べたように，発明特許は重大な発明に授与する特許権であり，実用新案特許は技
13） http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/ 中国語の「数据」はデータを意味する。
14） http://www.sts.org.cn/sjkl/kjtjdt/index.htm

中国における技術開発の促進要因

105

術改良成果に与える特許権である。外観設計特許には技術的な要素が少ないので，本稿では
外観設計を中国の技術開発能力の指標としない。特許許可の件数は安定的であるという性格
を持ち，長期的なデータを収集することができるから，技術開発状況を表す有力な情報にな
る。時間ラグを考慮した上で，発明特許に対して中国各省，自治区，直轄市における 2003
年から 2007 年までの特許許可件数 15）を被説明変数とし，各省の技術発明能力を示す。一方，
技術改良能力を説明する為に，2001 年から 2005 年までの各省，自治区，直轄市における実
用新案の許可数量を用いた。

15） 外国人が中国で申請した特許は含まれない。
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中国全土及び沿海部の発明総数の推移

中国全土及び沿海部の実用新案総数の推移
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図 1 は中国全土及び沿海部 16）における発明特許許可数（技術発明能力の指標）を 2003 年か
ら 2007 年までの年次別に示したものである。2003 年に全国における発明特許許可総数が
10,313 件である。そのうち，沿海部のみが 7,137 件であり，69％の割合を占める。2007 年の
全国発明特許許可件数 28,149 件で大きく伸び，その中で沿海部の発明特許許可数は 21,086 件
にのぼり，全国特許数量の 75% を占める。
図 2 は中国全土及び沿海部における実用新案特許許可数（技術改良指標）を 2001 年から
2005 年までの年次別に示したものである。2001 年に全国における実用新案特許許可総数が
46,531 件であり，そのうち沿海部のみが 31,364 件であり，67％の割合を占める。2005 年にな
ると，全国実用新案特許許可件数 69,853 件へと著しく上昇し，その中で沿海部の実用新案特
許許可数は 50,308 件に達成し，全国総計数量の 72% を占める。
発明特許も実用新案特許も共に大きく成長しているが，発明特許は 2003 年－ 2007 年の全
国データに従うと伸び率が著しく，173％の成長を実現した。実用新案の伸び率も好調で，
50％の伸び率を達成した。

3.2 研究開発投資費用（R&D 投資額）
中国各省，自治区，直轄市における毎年の研究開発費用に関するデータを用いる。研究開
発費用には企業，大学および研究機関に投入する研究費用が含まれる。時間ラグを考慮した
上で，本稿では 2000 年から 2004 年の研究開発投資額を引用した。また，研究開発投資額を
工業製品価格指数で 1997 年を基準に換算した。
図 3 は，2000 年～ 2004 年における年次別全国 R&D 投資総額及び沿海部 R&D 投資総額を示
すものである。2004 年は 2000 年に比べ，R&D 投資額の全国データによると，130％という
非常に高い伸び率を達成した。一方，R&D 投資の沿海部への偏在も見られ，2000 年～ 2004
年のデータをみると，沿海部の R&D 投資額は全国 R&D 投資総額の 78% ほどを占める。

16） 本稿では，沿海部として，北京・上海・天津三つの直轄市および遼寧省・河北省・山東省・江蘇省・
浙江省・福建省・広東省・広西省・海南省九つの省を指す。中国全土の数値から沿海部の数値を
差し引いたものが内陸部の数値である。
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図 3 中国全土及び沿海部での研究開発投資の推移

3.3 技術者数
各省，自治区，直轄市の製造業における技術関連活動に従事している従業者数及び研究機
関における研究者数の合計を技術者数として用いた。
技術者数について，全国データ及び沿海部データをみると，2000 年は全国技術者数が 550
万 5 千人に対して，2002 年の技術者数が 552 万 2 千人となり，微増したが，2004 年に一転技
術者数が 544 万 4 千人へと減少し，ほぼ人数が一定となることが分かった。沿海部のデータ
をみると，2000 年～ 20004 年は 280 万～ 290 万ほどの人数でほぼ変化していない。年次別に
みても沿海部における技術者数が全国に占める割合は 50％台にとどまっており，沿海部と
内陸部で，技術者数はほぼ均等である。この点は，上述した R&D 投資額・特許許可数に対
して鮮明な対照をなす。
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中国全土及び沿海部の技術者数の推移

3.4 外国直接投資（FDI）
時間ラグを考慮した上で，各省，自治区，直轄市における 1997 年から 2003 年までの外国
直接投資額（ドル）のデータを人民元に換算した上で，固定資産物価指数 17）で 1997 年基準に
換算した。本稿で採用した外国直接投資額は毎年における外国企業の登録資本金の金額であ
る。
図 5 に示されるように，1999 ～ 2000 年に FDI 総額は一時的に落ち込んで，2001 年から U
字回復し，2003 年まで上昇勢いとなった。1997 年の全国データをみると，FDI 総額は 3722
億元となり，そのうち，沿海部への投資総額が 3200 億元で，86％の割合を占める。2003 年
になると，FDI の全国投資総額は 4240 億元に上り，対 1997 年の伸び率は 14％と上昇してい
る。一方，沿海部への FDI 総額は相変わらず 87% 台以上の高い割合を占める。

17） 工業製品価格指数を用いて 1997 年基準に換算しても有意性の結果には影響がない。
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中国全土及び沿海部への直接投資の推移

3.5 技術集約財輸入額
技術集約財の輸入の技術流出効果を意識しながら，時間ラグを考慮した上で，各省，自治
区，直轄市における 1997 年から 2003 年までの技術集約財 18）の輸入額（ドル）を人民元に換算
した上で，工業製品価格指数で 1997 年を基準に換算した。
技術集約財の輸入は 1997 年から著しく成長しており，全国データをみると，2003 年の対
1997 年の伸び率は 560% である。沿海部への輸入総額は高いシェアを占め，2003 年になると
97% を占める。輸入の沿海部への偏在は顕著である。

18） 技術集約財の輸入は，Connolly（2003）で“High Technology Imports”と呼ばれたものに対応する。技
術集約財は普通の商品と比べ，より多くの技術が潜んでいる。中国が定めた技術集約財は主にコ
ンピュータと通信技術，生命科学技術，電子技術，航空技術，光電気技術，材料技術などに関連
する財を指す（中国では「高新技術」と呼ぶ。
）
（http://baike.baidu.com/view/215191.htm#2）
。
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図 6 中国全土及び沿海部の技術集約財輸入額の推移

3.6 技術集約財輸出額
時間ラグの問題も考慮した上で，各省，自治区，直轄市における 1999 年から 2003 年まで
の技術集約財の輸出額（ドル）を人民元に換算した上で，工業製品価格指数で 1997 年を基準
に換算した。
図 7 は，年次別の技術集約財の輸出額を示すものである。1999 年において，技術集約財
の輸出は全国で 2213 億元に対して，2003 年になると，10,066 万元へ急増し，伸び率はほぼ
355％となる。この数字は驚異的である。沿海部における技術集約財の輸出総額は全国輸出
総額に対して 1999 年～ 2003 年のデータを見れば 98％の割合を占める。
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中国全土及び沿海部の技術集約財の輸出の推移

3.7 インフラ投資額 19）
時間ラグの問題も考慮した上で，各省，自治区，直轄市における 1999 年から 2003 年まで
のインフラ投資額を，工業製品価格指数で 1997 年を基準に換算した。インフラ投資額は基
礎建設投資額であり，道路整備のような公共的なインフラ基盤を整備する費用を指す。
図 8 は 1999 年から 2003 年までのインフラ投資総額を示すものである。インフラ投資額は
1999 年から 2003 年まで順調に成長しており，沿海部へのインフラ投資額は内陸部とほぼ均
等である。

19） インフラ投資額は基礎建設投資額であり，道路整備のような公共的なインフラ基盤を整備する費
用を指す。
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中国全土及び沿海部のインフラ投資の推移

3.8 各省，自治区，直轄市に対する規模のコントロール
各省，自治区，直轄市の技術者規模が均一ではないため，技術者数を使って，省，自治
区，直轄市のサイズをコントロールした。具体的には，各省，自治区，直轄市の，特許許可
数，研究開発投資額，外国直接投資額，技術集約財の輸入額，技術集約財の輸出額とインフ
ラ投資額を技術者数で割算し，各地区の技術者一人当たりの値へ換算した 20）。

3.9 小括
以上の統計結果を分析すると，下記のようにまとめることができる。全国のデータにつ
いて，（1）発明も実用新案も大きく成長しているが，特に発明の伸び率が著しい。（2）R&D
の伸び率も非常に高い。（3）輸出も輸入も伸び率が著しい。特に輸出の伸び率は驚異的であ
る。（4）インフラ投資も順調に成長している。（5）研究者の数はほとんど変化していない。
（6）沿海部と内陸部の割合がほぼ均衡しているのは技術者数とインフラ投資額（沿海部の割
合は 50% 台）であり，発明特許，実用新案特許，R&D 投資は沿海部の割合が高い（70% 台）。
直接投資になると沿海部に偏りが見られ（80% 台後半），技術集約的な財の輸出と輸入はほ
ぼ沿海部に集中している（90% 台）。
20） このような換算によって，技術者一人当たりの利用可能な研究資源を明示すると同時に各指標を
均一なサイズに統一させ，更に精確な推定結果が得られる。
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研究者の数が伸びていないので，R&D 投資が，発明の増加に好影響を与えていると考え
られる。しかし，発明の伸び率は R&D の伸び率を上回っており，それには FDI，技術財の
輸出と輸入，インフラ投資など，その他の要因が関係していると予想される。本稿はこれに
ついて検証するものである。

4. 推定結果

パネルデータを使い，各説明変数が被説明変数に対し，どのような効果を果たしたかにつ
いて，パネル実証分析を行った結果は表 1 に表される通りである 21）。

21） 一般的にパネル分析の実証結果は次の通りに導かれる。まず，F 検定の結果に従って OLS 又は固定
効果（Fixed-effect）のどちらかを採択するかと決定する。次に，ハウスマン（Hauseman test）検定の
結果に基づき，変動効果又は固定効果のどちらかを採択するかと判断する。本稿では，F 検定及び
ハウスマン検定の結果を用いて，推定モデル（1）と（2）では共に固定効果を採択する。なお，変動
効果の結果は Appendix の表 4 の通りである。
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発明と改良：fixed effects regressions

発明（Eq．（1））
独立変数
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技術改良（Eq．（2））

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

Non
lag

1-year
lag

2-year
lag

3-year
lag

Non
lag

1-year
lag

2-year
lag

3-year
lag

RD/L

0.669
***

0.360
***

[t-statistic]

[5.20]

[4.49]

[P-value]

[0.000]

[0.000]

FDI/L

0.083

-0.042

-0.148
**

0.079
*

0.013

0.056

[t-statistic]

[1.19]

[-0. 51]

[-1.98]

[1.84]

[0.25]

[1.21]

[0. 235] [0. 608]

[0.051]

[0.068]

[0.807]

[0.229]

[P-value]
IM/L

-0.049

0.059

0.081
**

0.023

0.037

-0.044
*

[t-statistic]

[-1.31]

[1.26]

[2.03]

[0.99]

[1.27]

[-1.77]

[P-value]

[0.194]

[0.209]

[0.045]

[0.322]

[0.206]

[0.080]

EX/L

0.134
***

0.058
*

[t-statistic]

[2.64]

[1.85]

[P-value]

[0.009]

[0.067]

IFR/L

0.081

0.015

[t-statistic]

[1.13]

[0.35]

[P-value]

[0.259]

[0.729]

Obs.No.

145

145

R2-Adjusted

0.92

0.95
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発明能力への影響

発明能力に対する促進要因については，表 2 に示されるような結果が得られた 22）。

表 2 発明能力に対する促進要因
1 期ラグ
（t － 1）

2 期ラグ
（t － 2）

3 期ラグ
（t － 3）

外国直接投資額 / 技術者数

（×）

（×）

（－）

技術集約財輸入額 / 技術者数

（×）

（×）

（＋）

技術集約財輸出額 / 技術者数

（＋）

インフラ投資額 / 技術者数

（×）

発明能力への効果
R&D 投資額 / 技術者数

t期
（＋）

技術者 1 人当たりの研究開発投資額は，中国の発明創造能力にプラスの影響を与える。外
国の直接投資（FDI），技術集約財の輸入は技術のスピルオーバーの効果が付随しているが，
即時にその効果は発生できないので，時間のラグを想定する必要がある。結果から見ると，
FDI は後ろへ 3 期ズレの場合は発明能力へマイナスの働きをすることが分かった。この結果
は Connolly（2003）の結果と対照的である 23）。
一方，技術集約財輸入は中国の発明創造能力の増強にプラスの効果を示した。Connolly
も技術集約財の輸入が発展途上国の発明能力にプラスの効果が働くと示したが，本稿でも，
輸入の発明能力に対する影響について，Connolly の結果と一致している。
技術集約財の輸出については，プラスの効果が認められた 24）。
最後に，Connolly もインフラ投資が発明能力の増強に積極的な役割を果たすことを示して
いたが，本稿では，インフラ整備は発明に対してプラスの効果があることを示さなかった。

4.2 技術改良能力への影響
技術改良能力に対する促進要因については，表 3 に示されるような結果が得られた 25）。

22） 表 2 の中で，（＋）はプラスの効果，（－）はマイナスの効果，
（×）は効果なしを表す。
23） Connollly（2003）は，FDI が時間ラグと関係なく，発明と模倣能力にプラスの効果を示した。
24） Connollly（2003）は，輸出の問題を論じていない。
25） 表 3 の中で，（＋）はプラスの効果，（－）はマイナスの効果，
（×）は効果なしを表す。
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技術改良能力に対する促進要因

1 期ラグ
（t － 1）

2 期ラグ
（t － 2）

3 期ラグ
（t － 3）

外国直接投資額 / 技術者数

（＋）

（×）

（×）

技術集約財輸入額 / 技術者数

（×）

（×）

（－）

技術集約財輸出額 / 技術者数

（＋）

インフラ投資額 / 技術者数

（×）

改良能力への効果

t期

R&D 投資額 / 技術者数

（＋）

技術者 1 人当たりの研究開発投資額は，中国の技術改良にプラスの影響を与える。この結
果は上述した発明能力に対する分析と同一の結果である。外国からの直接投資（FDI）は技術
のスピルオーバー効果の影響を受けて，技術改良能力の増強にプラスの影響を示した。この
結果は Connolly の結論と一致している。輸出についてはプラスの効果が認められた。
しかしながら，技術集約財の輸入は改良能力に対して，プラスの効果が働かないだけでな
く，逆にマイナスの効果が示された。この結論は Connolly の結果と大きく異なっている。
Connolly（2003）はインフラが技術改良能力の増強に積極的な役割を果たすことを示した
が，本稿の結果は Connolly と異なり，インフラ投資は中国の技術改良能力の増強に対してプ
ラスの効果を示さない。

5. 経済的及び政策的インプリケーション

5.1 中国における発明能力への影響要因
まず，モデル（1）の推定結果について考えよう。モデル（1）は中国の発明に影響を与える
諸要因を示した。以下では，各要因の発明に対する意義を分析しよう。

5.1.1 研究開発投資額
表 2 に示された通り，各省，自治区，直轄市における技術者一人当たりの研究開発投資の
係数はプラスとなり，研究開発投資は中国の発明創造能力に影響を与えたと言える。技術開
発費用の投入が発明に対し，顕著な効果を有するのは当然のことであろう。技術開発費用の
投入額は研究開発に対する資源の投入を表す。技術開発投入の増加は技術者が研究資源を利
用する余地を広げ，より高価で有能な人材の確保を可能にする。中国の技術者は改革開放政
策が実施される前には，研究環境が相対的に劣っていた。改革開放以後，技術者の質が著し
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く向上し，外部との交流も増加し，各種の情報を迅速に獲得することができるようになっ
た。また，中国経済の高度成長に伴って，技術者に対する需要も益々増えている。例えば，
企業は国内・国外における激しい競争に直面するとき，技術者による技術改良と革新が企業
の生存に関わり，不敗の地に立てるための極めて重要な手段である。したがって，技術者に
与える研究開発のチャンスが増えると同時に，技術者の生産効率も上昇しているように見え
る。技術者の育成を通して，技術者の質と数量がともに上昇することができるのは中国の発
明能力の増強に対して，非常に重要なことである。

5.1.2 外国直接投資額
表 2 における固定効果モデルの推定結果によって，直接投資の係数が 3 期ラグの場合にマ
イナスとなる。この結果は過去の FDI 投資は中国の発明能力に負の効果を与えることを意味
する。これは次のような解釈をすることができる。すなわち，外国直接投資が導入される
と，中国は外国の先進技術をただ乗りで使用することができるから，自主的な技術開発より
外国からの技術を直接に利用するのが最も近道であろう（難度の高い発明はリスクも高い）。
特に，投資以後何年か経ると，投資設備の稼動及び既存技術の応用によって，投資後の既存
技術・設備・生産物に対抗できる自主的な研究開発の意欲を弱める可能性が存在する。更に，
先進国と発展途上国の技術開発効率が違うので，リスクを負う行動が避けられやすい。言い
換えれば，外国からの直接投資は，発展途上国の技術発明を押し出す負の効果も有してい
る。中国は外資導入による既得利益の追求を過大視すると，独自に発明創造を行うチャンス
を失う可能性があることを認識しなければならない。このようなことが生じると，外国企業
が中国に直接投資するとき，既成の外国の技術は中国の発明を押し出す効果も存在すると考
えられる。したがって，外国投資を積極的に導入すると同時に，如何に本国の発明創造の能
力を高めるのかが重要な課題である。

5.1.3 技術集約財輸入額
表 2 における推定結果において，3 期ラグの輸入額は中国の発明能力の増強に対して，プ
ラスの効果を示さない。このような推定結果は次のように理解できる。技術者は技術集約財
輸入の中から多くの知識を習得することができ，これは技術進歩に対して非常に重要な方法
である。多種多様な技術集約的な輸入財の中に，技術に関する情報がたくさん潜んでいて，
その技術情報を分析し解明すること（リバース・エンジニアリング）を通して，スピルオー
バー効果が発生する。さらに，技術集約的な輸入財を解析する研究プロセスにより，技術者
の発明能力は質的な飛躍も期待でき，これによって，技術発明能力が高められる。しかしな
がら，3 期ラグの推定値だけが有意であったのは，輸入された技術集約財を分析するのに，
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ある程度の時間がかかることを示唆する。政策的に考えると，素質の高い技術者を養成し，
輸入品の技術を迅速的に吸収し，技術へ転化させる能力を高めさせるのが重要である。した
がって，技術者の素養を高めながら，輸入のスピルオーバー効果と競争効果を最大限に達成
させる必要があろう。

5.1.4 技術集約財輸出額
表 2 の推定結果によって，技術集約財輸出に関する係数がプラスとなり，前期の技術集約
財輸出は当期の発明活動に好影響を与え，発明成果にプラスの効果を示した。技術集約財輸
出は外国消費者のニーズに応じて，最新の利用可能な技術により作られた商品を意味する。
技術者は利用可能な技術を直接的に発明創造活動に運用することにより，後の成果に直結す
ることが考えられる。技術集約財輸出を通して，外国商品と競争しながら，技術水準をより
一層高めることができるのである。このような意味からも，技術集約財の輸出を政策面で刺
激するのは重要であろう。

5.1.5 インフラ投資額
表 2 に示されたように，インフラ投資に関する推定係数が有意ではないので，インフラ整
備に対する政府の投資は中国の発明能力に対し，積極的な促進効果を示さなかった。理由は
下記のように考えられる。
インフラ投資は確かに情報通信，運輸といった地域の経済基盤を改善する。それによっ
て，各種各様の情報が各チャネルを経由し，スムーズに伝播することができる。それに加
え，インフラの整備は人材を集め，地域の経済発展と技術向上を刺激することができる。中
国各地区のインフラ整備はこの 20 年あまりに大きな進展を取得した。しかしながら，各地
域においてインフラ整備はまだ不均衡である。情報の伝達スピードは省，自治区及び直轄市
によって差異があり，人材の吸収と集積にも大きな差がある。このような影響を受けて，イ
ンフラ整備によるプラスの効果は中国においてまだ現れていない。したがって，中国におけ
るインフラ整備の地域的な均衡が目的の主眼となるべきであり，それにより，人材の分布も
効率的になると考えられる。

5.2 中国における技術改良能力への影響要因
次に中国の技術改良能力に影響を与える諸要因を分析しよう。

5.2.1 研究開発投資額
表 3 における推定結果によって，各省，自治区及び直轄市における技術者一人当たりの研
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究開発投資に関する係数はプラスとなり，中国の技術改良に対し，プラスの影響を与えるこ
とがわかった。従って，R&D 投資は重要な役割を果たしている。

5.2.2 外国直接投資額
表 3 に示されたように，各省，自治区及び直轄市における外国直接投資は技術改良能力に
積極的な効果を持つことがわかった。1 期ラグの係数はプラスである。2 期ラグと 3 期ラグの
推定値は有意ではない。言い換えれば，直近の FDI に含まれている知識・技術は技術改良能
力の増強に強力な効果を示した。Blomstrom and Kokko の研究に示されたように，直接投資
を通して，色々な技術・人材・資本が中国に進出することが実現され，これによって，スピ
ルオーバー効果の効力が発揮され，先進国の知識・技術・情報を速やかに吸収し，中国の技
術改良能力の向上を達成できる。政策的に考えると，外資の技術流出を最大限に利用し，中
国の技術改良能力をより一層向上させなければならない。

5.2.3 技術集約財輸入額
表 3 の推定結果によって，3 期ズレの技術集約財輸入は中国各地域の技術改良能力に負の
効果を与えることがわかった。これは発明能力に対する効果と正反対である。この原因は以
下のように考えられる。新発明に繋がる技術集約的な輸入財の研究・解析が進められる一方，
多くの技術集約的な輸入財に潜んでいる技術から学ぶことは行われていない。ここで，なぜ
FDI が技術改良にプラスの効果を有するが，技術集約的な輸入財が逆にマイナスの効果が働
いているかについて考えておこう。FDI は資本的投資・設備投資のほかに，多くの場合，外
国技術も同時に導入される。技術者たちは新技術をそのまま吸収し，発明創造に応用するこ
とができる。更に，FDI の特徴は，質の高い人材を雇用し，トレーニングなどの人材育成を
行うことにより，人材と技術を効率よく結合すると同時に，技術者のレベルを高める。した
がって，FDI による技術スピルオーバーの効果は大きい。一方，技術集約的輸入財を解析す
るのには時間・金銭・人員の使用が必要となる。また，研究結果にリスクも負うので，将来
的な利益（発明による期待利潤）が十分大きいと予測する限り，輸入品を解析するインセン
ティブがあるが，逆に考えると，期待とリスクのバランスが悪くなると，誰も資源を投入せ
ずに製品の使用用途だけにしか関心を持たないであろう。しかも，輸入品に依存するように
なることは，自国での改良に足かせともなるのである。
したがって，技術集約財の輸入から改良能力を高めることが出来るには，技術者の能力の
さらなる向上が必要であるとともに，技術改良に対する刺激策も必要であろう。
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5.2.4 技術集約財輸出額
表 3 における推定結果によって，技術集約財の輸出に関する係数はプラスとなる。1 期ラ
グの技術集約財輸出が技術改良能力にプラスの影響を与える。この結果は前述した発明能力
の推定係数と同じ傾向がある。原因は 5.1 に言及された内容と同じである。政策的にみれば，
技術集約財の輸出を促進する必要がある。

5.2.5 インフラ投資額
表 3 に示されたように，インフラ投資は技術改良にプラス効果を示さない。技術改良の外
部環境への依存度は高くない。

6. おわりに

中国は改革開放政策を実施して 20 年以上が経っており，経済の高度成長期に入っている。
特に外資導入，インフラ整備および技術革新と改良を通して，輸出主導型の顕著な経済成長
を達成している。外国との貿易額は年々上昇し，現在は既に貿易大国の地位を占めている。
本稿では，中国における研究開発投資，外国直接投資，技術集約財輸入，技術集約財輸出及
びインフラ投資の特許許可件数に対する影響に焦点を当てて研究した。特許の許可件数は発
明特許の許可件数と実用新案特許の許可件数を含む。発明特許は重大な発明を意味し，実用
新案特許は技術改良を意味する。技術改良と称する原因は発明と比べて相対的に，顕著な新
規性と進歩性を持たないからである。本稿では，発明特許と実用新案特許はそれぞれ中国各
地区の発明能力と技術改良能力を反映する指標として実証分析に用いられた。
研究開発投資の増加，および技術集約的な財の輸出・輸入と外国からの直接投資による先
進技術と人材の導入を通じたスピルオーバー効果などは中国全体の技術開発に大きな役割を
果たした。先進国の新しい技術は様々なチャネルを通じて，発展途上国に流出し，発展途上
国はその技術を吸収し改良しながら，自国が保有する技術と結合し，製品開発と生産プロセ
スの改善に役立てられる。しかし，発展途上国が外国の技術をただ乗りに近いかたちで導入
することは，発展途上国における技術水準の向上を達成すると同時に，独自に難度の高い技
術を発明するインセンティブを逆に阻害する傾向があることを否定できない。つまり，中国
の技術進歩は難度の高い技術を発明する能力の向上を必ずしも意味しない。本稿では，中国
の技術開発能力に影響を与える諸要因を再度考察し，その役割を客観的に評価することに
よって，中国の技術開発能力を高める政策的な示唆を提起した。
本稿の研究結果から特に以下の点を強調しておきたい。（1）本稿では，FDI の導入が中国
の技術改良能力の向上に貢献していることがわかった。一方，FDI の導入は中国における独
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自の発明を押し出す現象も存在する。従って，外資を有効に活用することは重要であるが，
同時に中国の発明創造能力をどのように刺激するかに問題が残る。（2）技術開発能力を高め
るには，言うまでもなく R&D 投資が効果的であるが，さらに技術集約財の輸出も有効であ
る。技術集約財の輸出増加には外国商品との競争力を高めることが重要であり，そのため，
技術開発能力の向上と技術集約財の輸出は相互補完的に，中国の技術開発能力を高めるとい
える。（3）技術集約財の輸入は発明能力を高めることには役立つが，技術改良能力の向上を
阻害することがわかった。この原因は以下のように説明できる。技術改良の為に輸入品を解
析するよりは，新発明の為に輸入品を解析することが重視される傾向がある。そのため，新
発明に繋がる技術集約的な輸入財だけの研究・解析を進める一方，多くの技術集約的な輸入
財に潜んでいる技術を利用しようとはせず，ただ輸入して使用するのみである。その結果，
輸入財が技術改良に役立てられないだけでなく，輸入財の使用で充足されてしまうことで，
かえって自国の技術改良にマイナスの影響を与えている。技術集約財の輸入から改良能力を
高めることが出来るには，技術者の能力のさらなる向上が必要であるとともに，技術発明へ
の偏在を解消し技術改良への誘因策も必要であろう。（4）インフラ投資は，技術開発能力に
は貢献していない。インフラ投資は地域によるばらつきが大きく，地域によってはインフラ
投資が技術開発能力をさらに高める余地があると考えられる。（5）本稿では技術開発効果に
ついて，技術者 1 人あたりの大きさで論じてきたが，技術者数の増大とその能力の向上がマ
クロ的には重要であることを付しておく。
最後に，中国の地域格差問題を提起したい。中国における地域格差問題が既に顕在化して
おり，格差の是正が中国の最優先課題になった。本稿の研究により，地域格差を是正するに
は，以下の問題点を注目してもらいたい。（1）沿海部と内陸部で，研究者数とインフラ投資
の割合はほぼ均等である。（2）発明と改良は沿海部への偏りが見られるが，発明と改良の沿
海部と内陸部の比率は R&D 投資の比率とほぼ同じである。直接投資と技術集約財の輸出・
輸入が沿岸部に極端に偏っている。従って，中国の地域的な均衡した発展を望むならば，内
陸部（現実的にはとりわけ中部地帯へ）の直接投資を増やすことが重要であろう。それによ
り R&D 投資，技術集約財の輸出と輸入も増えるであろう。実際に海外の企業も沿海部の賃
金上昇のため内陸部への投資を進めているので，お互いにニーズが合致しよう。そして，直
接投資の際に支障となりうるのがインフラであるので，直接投資を増やすためにもインフラ
投資を拡充することが必要であろう。金額では沿海部と内陸部でほぼ拮抗しているが，面積
比を考慮すると内陸部のインフラ投資はまだまだ沿海部と比べて遅れているので，内陸部の
インフラ整備は直接投資を促すうえで有効となろう。
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Appendix

表4

発明と改良：Random effects

発明（Eq．（1））
独立変数

技術改良（Eq．（2））

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

Non
lag

1-year
lag

2-year
lag

3-year
lag

Non
lag

1-year
lag

2-year
lag

3-year
lag

RD/L

0.597
***

0.338
***

[t-statistic]

[6.80]

[5.06]

[P-value]

[0.000]

[0.000]

FDI/L

0.087

-0.052

-0.189
***

0.072 *

4.34
E-03

0.026

[t-statistic]

[1.40]

[-0.65]

[-2.96]

[1.78]

[0.09]

[0.61]

[P-value]

[0.162]

[0.513]

[0.003]

[0.076]

[0.932]

[0.543]

IM/L

-0.029

0.075

0.109
***

0.022

0.039

-0.039
*

[t-statistic]

[-0.85]

[1.85]

[3.05]

[0.97]

[1.46]

[-1.67]

[P-value]

[0.394]

[0.064]

[0.002]

[0.331]

[0.146]

[0.095]

EX/L

0.043

0.046

[t-statistic]

[1.05]

[1.60]

[P-value]

[0.293]

[0.109]

IFR/L

0.155
***

0.034

[t-statistic]

[2.99]

[0.89]

[P-value]

[0.003]

[0.372]

Obs.No.

145

145

R2-Adjusted

0.71

0.57
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Summary
Factors to Facilitate Technological Development in China:
An Empirical Study using Panel Data

Li Yue
Takashi Yanagawa

Our research aims to examine the factors that facilitate technological development in China. Technological development is captured by patents, which represent major developments or innovations,
and new designs for practical use, which represent minor developments or imitations. The factors that
we are interested in are R&D, foreign direct investment（FDI）, imports and exports of technologyintensive products, and investment in infrastructure. Our research is based on and compares with
Connolly（2003）by extending it to analyze current Chinese technological development, including
new designs for practical use as a dependent variable, and the effect of technology-intensive exports
as an independent variable.
Our conclusions are as follows: First, FDI contributes to Chinese new designs for practical use.
However, FDI discourages Chinese incentives to obtain patents. Second, in addition to R&D investment, exports of technology-intensive products, which reﬂect the competitiveness of the product in the
world market, effectively promote patents and new designs for practical use. Third, imports of technology-intensive products are effective for promoting patents, but have negative effects on promoting
new designs for practical use. Fourth, investment in infrastructure has no effect on both patents and
new designs for practical use.
We can propose some policy implications based on our research: First, the number of researchers
and engineers has not increased in spite of the rapid progress of the economy. Increasing the number
of researchers and engineers would be desirable, though the per-capita productivity of patents and new
designs for practical use is improving steadily. Second, by comparing the differences between coastal
area and inland area, we know that the inland’
s share of patents and new designs for new practical use
is comparable to its share of R&D. FDI and exports and imports of technology-intensive products are
concentrated, however, in the coastal area. Spurring FDI into the inland area would increase technological development directly through the associated R&D, and also indirectly through the exports of
technology-intensive products.

