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 「千⼈計画」に代表される中国の⼈材獲得計画には警戒⼼が強いが、その問題
点は、(i)研究成果が専ら中国の利益に資すべきものとされ、⼈類共通の問題を解
決するという理念から遠い、(ii)軍事研究を是とする中国が軍事技術を強化させる
基盤となる、そして(iii)わが国の競争⼒を削ぎ、技術⽴国を達成する障害となる、
と要約される。 
 ⽶国は特に(ii)を重視し、厳罰路線でこれに対処している。たとえば 2020 年 2
⽉に逮捕されたハーバード⼤学教授が有罪になれば 1 年程度の実刑が予想される
し、2021 年 1 ⽉に逮捕されたマサチューセッツ⼯科⼤学（ＭＩＴ）教授には、⻑
期の実刑となりうる罰条が適⽤されている。だが、厳罰路線によって⾃国の競争
⼒を強化することは困難であり、却って中国への頭脳流出を促進する危険性もあ
る。 
 わが国の政策としては、⾃国の研究環境を魅⼒的にすることで対処するのが望
ましい。即ち、(a)国家と社会にとって必要な戦略分野を認定し、(b)それに従事す
る研究者を思いきって優遇すること、そして(c)若⼿研究者が安⼼して研究に邁進
できる環境を整備することである。 
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 中国政府が「千⼈計画」と呼ばれる動きを推進していることは、しばしば話題にな
っている。たとえば読売新聞は、2021 年 4 ⽉ 17 ⽇付けで、国⽴ 86⼤学へのアンケ
ートの結果、所属研究者が外国の⼈材招致事業に参加しているか否かを「把握してい
ない」としたのが 31％（回答を拒否した 5⼤学を除く 81 ⼤学のうち 25⼤学）に上
ると報道*1している。しかし、国際的な研究協⼒は⼤学の本来の任務の⼀環であり、
⽂部科学省も強く推進してきた。いったい何が問題なのか不可解だ、という声も強い。
この件の「震源地」ともいうべきアメリカ合衆国政府の現在の態度を確認しておこう。 
 
１．何が問題なのか 
 ⽶国連邦捜査局（FBI）は、2020 年 11 ⽉、組織の公式サイトに「中国の脅威――
⼈材招致計画による営業秘密窃取と経済スパイ⾏為の推進」というページ*2を設けた。
そこではまず、外国からの⼈材招致は多くの国が⾏ってきたことであり、「アカデミ
ックな科学研究に関する国際協⼒は合衆国の歓迎するところだ」と述べる。しかしな
がら、「アメリカの企業、⼤学、そして研究室は、中国の⼈材招致計画が違法⾏為に
誘引する潜在的リスクをはらんだものであることを理解すべきだ」と続ける。「千⼈
計画」というのは単⼀の招致プログラムではなく、中国政府が推進する⼈材招致計画
は数百に上る。そしてそのすべてが――とＦＢＩは述べる――「中国の国家的、軍事
的、そして経済的な⽬標を達成するために必要とされる技術を盗み出すことを参加者
に促しているのだ」。これは、彼らが対中国作戦（China Initiative）と呼ぶ包括的な
プログラムの⼀環である。中国から渡⽶した研究者が⼈⺠解放軍の軍籍を隠してビザ
を取得したなどとして逮捕・起訴された事例も⽬⽴つが*3*4、ここでは、「千⼈計画」
などに参加した⼤学の教員が責めを問われた事例を扱おう。 
 ＦＢＩによると、「計画」の参加者は、⼤学や企業との契約によって、（I）中国の
法律に従い、（II）新たな開発成果や⾰新的技術を中国のみに報告すること、つまり
⽶国の⼤学や企業には（中国政府の許可を得ない限り）報告してはならないことを義
務付けられる。また、（III）⼤学の同僚など他の専⾨家を「計画」に参加させるよう
要求される。このうち、（I）は、ある国で研究する者がその国の法律に従うのは当然
だと――法律の内容を問わないとすれば――いちおうは⾔えよう。また、（III）も、
同僚や他の研究者を勧誘すること⾃体は、差し⽀えないと⾔える。問題は、（II）で
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ある。新たな成果を特定の国家の利益にのみ⽤いるというのは、それ⾃体、学問研究
の理念に反する*5。また、⽶国の⼤学や企業に籍を置き給与を⽀給されている者が、
⾃らの挙げた成果を外国政府であれ外国企業であれ他の者のためにのみ⽤いるとい
うのは、少なくとも、本来の雇⽤者との間の契約に反することになるであろう。これ
らは理念の問題、あるいは⺠事的な契約の問題であるが、ＦＢＩがわざわざサイトに
ページを設けているというのは、それがしばしば営業秘密窃取や経済スパイといった
連邦犯罪を伴うからだと⾒ることができよう。たとえば対中国作戦に関するセッショ
ンズ司法⻑官（当時）の声明*6でも、それらが強調されている。では、実態はどうか。
摘発された個々の事例について、⾒ておくこととしよう。 
 
２．最近の摘発事例――ＭＩＴチェン教授の研究費「詐取」事件 
 2021 年 1 ⽉ 14 ⽇、マサチュ
ーセッツ⼯科⼤学（ＭＩＴ）の
チェン（Gang Chen）教授が逮
捕され、同 19⽇に起訴された。
担当捜査官の声明*7によると、
同教授は、合衆国政府から研究
費を詐取したうえ、専ら中国政
府のために研究成果を挙げる
ために使っていた、というもの
であった。それによると、2012
年以降、同教授は、ナノ・テク
ノロジーの分野で 1900 万ドル
（約 20 億円）の研究費を合衆
国政府から⽀給されていたの
であるが、研究費申請に当たって、中国政府の「海外専⾨家」であることを申告せず、
「海外専⾨家」の地位に基づき、同教授は、2900万ドル（約 31億円）の研究費を中
国側から受け取っていたのに、それは伏せたままであった。また個⼈的にも、少なく
とも 35 万 5000 ドル（約 4000万円）の報酬を得ていたが、それをＭＩＴにも合衆国
政府にも申告していなかった。加えて、中国政府と関係する企業などから中国国内で
報酬を受け取り、中国の銀⾏に少なくとも 2万 5000 ドルの預⾦が残っていたが、そ
れも申告していなかった。さらに、ＭＩＴ機械⼯学科教授としての地位を利⽤し、何
⼈もの学⽣を中国の⼈材招致計画に参加させていた。同教授は中国国家留学基⾦
（China Scholarship Council）のアドバイザーでもあり、海外優秀学⽣に対する中国
政府賞（Chinese Government Award for Outstanding Students Abroad）を獲得で

MIT のウェブサイトではチェン教授のページが維持され、引き続きこ
の写真が掲載されている。 

出典：http://meche.mit.edu/people/faculty/gchen2%40mit.edu 
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きるよう取り計らってもいた。 
 起訴状*8によると、その中で起訴の根拠となった主要な容疑は、２件の通信詐欺
（wire fraud）である。即ち、2017 年 3⽉にエネルギー省（Department of Energy）
の研究グラントに申請して 270 万ドル（約 3 億円）の研究費を取得したが、当初の
申請、また進捗報告に際して中国政府や中国の⼤学との密接な関係を伏せたまま申請
をしていたことが欺罔（defraud）にあたる、というのである。また、同教授は、外
国銀⾏⼝座申告義務違反（failing to file a foreign bank account report）、そして納
税申告の虚偽記載（false statement in a tax return）によっても、起訴されている。 
 56 歳の同教授は、中国⽣まれの帰化⽶国⼈で、固体化太陽熱エネルギー変換研究
センター（Solid-State Solar Thermal Energy Conversion Center ; S3TEC）の所⻑を
務めていた。地元紙*9は、同教授が無罪を主張しており、保釈⾦を⽀払って釈放され
たことを伝えている*10。 
 この事件の特徴の⼀つは、「電信詐欺」容疑に問われたことである。同様のケース
で 47 歳のカンザス⼤学教授が電信詐欺に問われたことはあるが*11、今回のように多
額の研究費を受けた有⼒教授に使われたのは珍しい。電信詐欺罪（18 U.S.C. § 
1343）とは、①他⼈から「⾦銭⼜は財産」を奪うことを⽬的として②「詐欺のための
スキーム⼜は策略」を実⾏するため、③州際・国際通商において、④無線電信や電気
通信を使⽤すれば成⽴する*12。それのみで既遂が成⽴するほか、その意図（intent）
も犯罪とされ、財産上の損害などの結果は犯罪の成⽴に必要ではない（そうした結果
が⽣じたときは加重犯となる）。この構成要件に該当しうる範囲は極めて広く、贈収
賄から株価操作、マネー・ロンダリングにまで及ぶ。捜査官に「何でもつかまえる道
具（catchall tool）」を提供しているとの評価もなされている*13。 
 電信詐欺の法定刑の上限は 20 年の懲役であるが、⽶国においては、有罪となった
場合の量刑は合衆国量刑基準（United States Sentencing Commission, Guidelines 
Manual (Nov. 2018); USSG）*14に照らして決められる。電信詐欺が政府当局者の「誠
実なサービス」を害する場合には基礎ポイントが 12 であり、これに⽬的利益額に応
じたポイントが加算される（USSG §2C1.1(a)(2); (b)(2)）。基礎ポイント 12 とい
うのは、それだけで、初犯の場合の懲役刑が 10-16ヶ⽉、即ち１年程度となるレベル
である。これに、仮にチェン教授の起訴容疑となった 270万ドルの研究費全額が加算
ポイントの対象となるとすると、18ポイントが加えられて 30ポイントとなる（USSG 
§2B1.1(b)(1)(J)）。それだけで、対応する標準の刑期は 97-121 ヶ⽉、即ち約 8-10
年である（USSG Ch. 5 Pt. A =p.407）。極めて重い刑責を追及する姿勢だと⾔えよ
う（申告納税における義務違反等がこれに加わる）。 
 これに対し、従来しばしば使われてきたのは、虚偽の詐欺的陳述（18 U.S.C. §
1001）である。こちらは、合衆国の当局者に対して虚偽の陳述や記述を⾏うことで成
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⽴する。その好例は、2020 年 1 ⽉に⽴件されたハーバード⼤学チャールス・リーバ
ー教授（60歳）の事件*15である。そこでは、やはりナノ・テクノロジー分野の有⼒な
教授が、まさに「千⼈計画」の⼀環としてリクルートされて武漢理⼯⼤学（Wuhan 
University of Technology）の「ストラテジック・サイエンティスト」に就任し、３年
契約で⽉給 5万ドルの報酬を受けるほか⽣活費として 100万⼈⺠元の⽀払いを受け、
さらに武漢での研究室⽴ち上げのため 150万ドル以上を⽀給されていた。同教授は、
⽶国国⽴衛⽣研究所（National Institutes of Health; NIH）と国防省から 1500万ド
ルを超える研究費を同時期に受け取っていたが、起訴状によると、2018〜19 年に⾏
われた調査に際し、千⼈計画に関与したことはないとの虚偽の陳述をＮＩＨに対して
⾏った。そこで問われたのは虚偽の詐欺的陳述（と海外所得無申告による所得税法違
反）である。この罪の最⾼刑は５年であり、量刑基礎ポイントも 6である（USSG §
2B1.1）。利益額や営業秘密の外国送付などによる加算がなければ、仮に有罪となっ
ても、初犯であれば、量刑基準上は 6ヶ⽉以下となる（USSG Ch. 5 Pt. A =p.407）。
実際にも、次の摘発事例では量刑が軽い。 

・オハイオ州⽴⼤学教授（ペンシルベニア州⽴⼤学教授兼任）の Song Guo Zheng
（58歳）は、免疫学に関する研究費をＮＩＨに申請するに際して「千⼈計画」
への参加や中国政府の統制下にある⼤学との協⼒関係を秘し、もって虚偽の
詐欺的陳述を⾏い、410万ドルの研究費を得たとして 2020 年 5⽉にアンカレ
ッジで逮捕され、同年 11 ⽉ 12 ⽇、法廷で有罪答弁を⾏った*16。 

・ウェストヴァージニア⼤学（ＷＶＵ）教授の James Patrick Lewis（54歳）は、
「千⼈計画」に選ばれ、３年間の雇⽤について 100万⼈⺠元の⽣活費、400万
⼈⺠元の研究費、そして 60万⼈⺠元の報酬を約束されていたが、年間９ヶ⽉
以上の滞在義務を満たす必要があった。そのため、2018年 3⽉、勤務先のＷ
ＶＵに対し、6⽉に⽣まれる⼦供の育児のため休暇を取るとの申請を⾏い、認
められた。それが連邦プログラム詐欺（Federal Program Fraud）に問われた
同教授は、2020 年 3⽉、法廷で有罪答弁*17を⾏い、その結果、同年 7 ⽉、３
ヵ⽉の禁固刑（incarceration）の⾔い渡し*18を受けた。 

こうした先例と異なり、今回のチェン教授の事例では、量刑の重くなる電信詐欺が適
⽤されている。逮捕・起訴はトランプ政権の終末期であり、同教授に連帯するウェブ
サイトも⽴ち上げられている*19。今後も同様の⽅針が維持されるのかどうか、関⼼が
持たれる*20。 
 
３．われわれへの⽰唆 
 こうした⽶国の現状から、三つの点を指摘すべきであろう。 
 第⼀に、営業秘密窃取や経済スパイが現実には問われていないことである。司法省



 

5 

 

やＦＢＩは、中国の各級政府や企業組織が⽶国の企業や⼤学から組織的・系統的に営
業秘密を窃取していると主張してきた（外国政府や外国政府機関のために⾏われた場
合が加重類型としての経済スパイであり、両者を連邦犯罪としているのが経済スパイ
法である。18 U.S.C. §§1831, 1832）*21。合衆国通商代表部（ＵＳＴＲ）の報告書
も、中国政府による営業秘密侵害の⾮を盛んに鳴らしている。華為電⼦（Huawei）
の事件でも、営業秘密侵害が 2020 年 2 ⽉ 13 ⽇付けの起訴状*22で取り上げられた。
「千⼈計画」についても、議会上院の国⼟安全保障委員会の報告書*23は、過去の数々
の個別事例を挙げている。 
 しかしながら、現実に起訴された「千⼈計画」関連事案を⾒る限り、使われている
のは虚偽の詐欺的陳述や電信詐欺、あるいは所得税法違反であり、⽶国⼤学の財産で
ある研究成果を不法に持ち出したとか、それを中国の当局者が獲得したといった容疑
は、いまのところ出ていない。報道されたケースには⽶国海軍の秘密書類を中国⼈⺠
解放軍に漏出した*24というものもあるが、それは研究成果を横流ししたわけではな
い。アカデミア以外で営業秘密侵害（経済スパイ法違反）が頻繁に問われていること
と対⽐すると、⼤学などの⾼度な研究成果を営業秘密として特定し、その侵害を具体
的に問うことは、⽶国の当局にすら困難なのかもしれない*25。もっとも、経済スパイ
法違反の量刑基礎ポイントは 6であり、外国に営業秘密を送付した場合に加算 2 で 8
となり、外国政府や外国政府機関を利する場合でも 14 であるから（USSG §
2B1.1(a)(2); (b)(14)(A); (b)(14)(B)）、被害額による加算がなければ、15-21ヶ⽉の
懲役刑が相当だとされるのみである（USSG Ch. 5 Pt. A =p.407）。重く処罰するた
めには基礎ポイント 12 の電信詐欺で⼗分だともいえる。同様のことがわが国でも成
り⽴つのだとすると、営業秘密侵害罪ではなく、詐欺罪ということになるであろう。 
 第⼆に、⼤学での学問研究への影響である。上に挙げたハーバード⼤学チャールス・
リーバー教授は、⽴件後の 2020 年 2 ⽉ 6⽇、全⽶⼯学アカデミーの会員に推挙され
た*26。逮捕・起訴がなされても「推定無罪」である以上は、この姿勢は正しいと⾔え
る。しかし、リーバー研究室のウェブサイトを⾒ると、2019年に 10本以上の論⽂を
公開していたのに、その後は業績が⽌まっている*27。400 を超える査読付論⽂を執筆
し 50 を超える特許を取得し 2 社の⼤学発スタートアップを起業し、数々の賞に輝く
*28研究者の活動が⽌まることは、直接に⽶国の研究⽔準に影響するであろう。 
 より重い罪に問われたＭＩＴチェン教授については、同⼤学の L. Rafael Reif 学⻑
が、彼の中国との関わりが個⼈的なものではなく⼤学として公式なものである、との
声明を直ちに発した*29。2500 万ドルのうち 1900 万ドルは当該分野の研究教育に使
い、残りの 600万ドルはＭＩＴへの贈与（gift）として建物の増改築や⼤学院⽣の奨
学⾦に充てることになっていた、という。声明は、「学術協⼒が最前線の科学を開拓
するのに重要だというのは、わかりきったことだ。そこには、国際的な学術協⼒も含
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まれる」と述べる。「複雑化する世界において国家安全保障上の要請が強まっており、
外国からの研究への不適切な⼲渉にリスクのあることは真剣に受け⽌めている」と付
け加えているものの、声明全体には同情がにじみ出ている。 
 第三に、最も重要なのは、厳罰路線が果たして賢明か否かである。虚偽陳述はいわ
ば微罪であり、有罪答弁を⾏えば刑責は重くない。エモリー⼤学教授のケースでは、
所得税法違反について有罪答弁を⾏って他の刑責を免れ、1 年間の保護観察のみで済
んでいる*30。しかしその場合でも教授職は継続できなかったし、前記のオハイオ州⽴
⼤学教授やウェストヴァージニア⼤学教授も地位を失っている。ハーバード⼤学リー
バー教授については、前述の通りである。彼らが合衆国政府や企業から研究資⾦を得
るのは、もはや困難であろう。⽶国国⽴衛⽣研究所（National Institutes of Health; 
NIH）が 2016 年以降進める調査では、2020 年夏までに 399 の調査対象者の中から
251 ⼈を精査対象とし、その中の 189⼈につき所属機関に調査を要求し、うち 54 ⼈
が職を失ったという*31。では、彼らは今後何ができるのか。千⼈計画に選定されるく
らいであるから、中国政府からは⾼く評価されているわけである。その能⼒を⽣かす
には、中国に渡航するほかないのではないか。彼らのために⼤学教授の地位を⽤意し、
研究設備を整え、優れた共同研究者や⼤学院⽣を勧誘するのは、中国政府にとって難
しくなかろう。微罪による逮捕と社会的抹殺という路線は、頭脳流出によって⽶国の
競争⼒を損ない、却って中国を利する可能性がある。 
 さらに、電信詐欺に問われたＭＩＴチェン教授は⻑期にわたって収監される可能性
があるが、それも、社会⼈としての彼を完全に破滅させ、彼の能⼒を⽣かそうとした
中国政府の意図を破砕するのみであって、⽶国の競争⼒を強化することにはならな
い。彼の運命に恐怖を感じ、⾝に覚えのある研究者が先⼿を打って中国に活躍の場を
求めるようになれば、⽶国の国益を損なうだろう。善良な研究者が中国から流⼊する
のを抑制することによる⽶国の損失――中国にとっては利益――を指摘する声もあ
る*32。司法省の対中国作戦を疑問視する声もあるし*33、バイデン政権はそれを「再構
築」すべきだ*34、あるいは放棄すべきだとの主張もある*35。またたとえ継続するとし
ても、過去の中国との関わりを研究者に申告する機会を⼀度与え、正直に申告すれば
過去については問責しないとする必要があるとの主張もある*36。このあたりは、強硬
路線⼀辺倒でない⽶国世論のふところの深さを⽰すものであろう。 
 これらを踏まえ、わが国が採るべき⽅策をまとめておこう。 
 まず、中国に限らず、外国由来の研究費について申告義務を課すことは必要である。
⽇本政府の各省庁が拠出する研究費について「名寄せ」がされず、同じ研究者に重複
して研究費が⽀給されるという事態は、かつて厳しく批判された。しかしそれは、近
年の著しい改善により、ほぼ跡を絶った。ある機関に⽀援されたプロジェクトで⼤き
な研究費を得ていれば同種のプロジェクトが他の機関で採択される可能性が低くな
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るのは、⽇本の研究者の常識である。外国由来の研究費について同様に取り扱うこと
は、研究者間の公平の観点から当然であり、現場感覚としても極めて⾃然である。そ
して、外国由来の研究費について「名寄せ」が困難なことに鑑みれば、虚偽の申告や
無申告については、研究者コミュニティの規範に違背するものとして、相応のペナル
ティを科すようにすべきであろう*37。 
 他⽅、過去に遡ってペナルティを科すというのは⼀種の事後法であり、研究者コミ
ュニティを萎縮させる可能性が⾼い。現在、⽶国では、技術競争⼒強化のための法案
を超党派で策定しており*38、その中で、中国、北朝鮮、ロシア、イランの⼈材育成計
画に参加している者を排除する⽅策が検討されている。同法案は「スプートニク・シ
ョック」以来の⼤規模なテコ⼊れを図っているようであり、半導体チップ開発のため
のファンドや”O-RAN 5G”技術に巨額の財政⽀出を⾏うとされる*39。そうした新たな
研究予算について申請資格を制限するのは、⽶国においては正当化できるのかもしれ
ない*40。しかし、事情の異なるわが国においては、過去の研究費について申告させる
のであれば、⽶国で提案されているように、申告したことによって⼀切不利益が発⽣
しないとの保障を設けることが賢明であろう。 
 次に、本稿冒頭に挙げたように合衆国政府の指摘する（I）〜（III）のような条件が
中国の政府や研究機関が⽀給する研究費についているのかどうか、あるいは中国の⼤
学との交流によって学問研究の理念に反したり、⽇本の⼤学が是とする⽅針やポリシ
ーに背馳する懸念がないかどうか、⽇本政府として責任を持って調査することであろ
う。⽇本の⼤学における研究が⽇本国の納税者のために遂⾏されるべきかどうかにつ
いては、議論がありうる。全⼈類のために研究をしているという⾃覚を持つ研究者の
⽅が、⽇本では多数であろう。しかし、専ら中国⼈⺠のために研究するという制約を
課されるのは、学問の理念に反することである。⽇本の⼤学には「軍事研究」を⾏わ
ないとの⽅針を掲げるものがあるが、その「軍事」とは⼀般的なものであるはずで、
単に⾃衛隊に協⼒しないという意味ではあるまい。中国の⼤学にはそのような⽅針を
掲げるところは管⾒の限り皆無であり、むしろ「軍⺠融合」を⽅針としているのが普
通である。⽇本の⼤学や研究者と共同研究を⾏った成果が⼈⺠解放軍の任務遂⾏に資
するとしても、彼らにとって何ら問題とするには当たるまい。とすれば、「軍事研究」
を避ける⽅針を採る⼤学においては、国際協⼒に当たっても細⼼の注意を払うことが
⼀貫しているということができる。 
 最後に、懸念される外国からの影響を排するためには、⽇本における研究環境を魅
⼒的にするのが何よりも重要なことを強調しておきたい。外国で研究に従事する⽇本
⼈に対し、国益を顧みないとして⾮難する論調も⾒受けられる。しかし、各々がその
所を得て活躍するのはわが国の国是であり、居住移転・職業選択の⾃由は、⽇本国憲
法（22 条）の保障するところでもある。わが国は、国⺠の海外渡航を制限したり、国
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籍の離脱を許さなかったり、国家や政府に対する忠誠を無条件に強要するような、全
体主義国家ではない。このことを前提とすれば、海外で活躍する⽇本⼈に北⾵を当て
ても、わが国の国益にはつながらない。 
 重要なのは、わが国の研究環境を魅⼒的にすることである。研究者にとって重要な
のは、給与だけではない。⾃由な研究ができ、世界各国の研究者と⾃由に交流できる
環境こそ、最も重要である。とはいえ、将来の保障がなく、低い待遇の任期付きのポ
ジションを渡り歩く⼈⽣のみが選択肢となるのでは、有望な研究者が定着することは
望めない。世界から期待される研究者には柔軟なカウンター・オファーを出して⽇本
国内に引き留めるようにすることが、何よりも必要である。そのためには、筆者のよ
うに、他国からの引き抜きがありえない研究者との間で処遇に格差が⽣じることも、
⽌むを得ないというべきである。悪平等の下では、世界的な研究競争でわが国が⽣き
残ることはできない。それを銘記することが、重要だと思われる。 
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