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米中ハイテク覇権争いと中国の新成長戦略 
～｢中国標準2035｣のリスクとチャンス～ 

 

2020年を振り返ると、新型コロナウイルスによる世界規模のパンデミックと米中対立により、世界情勢は混

迷を極めた1年だった。米中対立は、それまでの関税・貿易摩擦から、5Gに代表される情報通信分野等の先端

分野において相手国企業の排除を狙うハイテク覇権争いに競争軸が変化した。これに伴い米国は中国包囲網

を強化し、対する中国も独自の経済圏を形成に動く等、デカップリング（経済的分断）が現実のものになりつつ

ある。両国の対立が今後の世界政治・経済に与える影響がますます懸念される。 

本レポートは米中対立の新常態(ニューノーマル)の中で、見えてきた中国の次なる戦略と米中の狭間で揺

れる日本の立ち位置、日系企業への影響等について考察する。具体的には、中国のEV化や電池産業の興隆

に寄与したとされる「中国製造2025」の成果を検証するとともに、現在策定中とされる新たな長期戦略「中国標

準2035」について概観し、今後の日系自動車部品企業へのリスクとチャンスについて考察を行う。 

 
1. コロナ禍で加速する地政学対立 

米中対立のニューノーマル(新常態) 

2020年、新型コロナウイルスによる世界規模のパンデミックは、都市のロックダウンをはじめとした様々な行動制

約により、世界経済に大きな影響を与えた。2018年頃から「米中貿易摩擦」の形で表面化した米中対立において

も、下記のような変化を与え、世界情勢の不安定化、混迷度が深まった。 

①コロナ責任論追及と対立構造の激化 

米国を中心とした西側諸国による中国起源の新型コロナウイルスによるパンデミック責任論と武漢での初動対応

の遅れに関する非難、それを全面否定する中国との非難応酬により対立構造が深まった。 

②中国の戦狼外交と非難の負の連鎖 

コロナの世界的流行に乗じて中国は、2020年6月香港国家安全維持法の施行、南シナ海での領有権(九段線)

の主張、これらに加えウイグルにおける抑圧的統治姿勢を否定せず、世界中に知らしめる戦狼（せんろう）外交

を進め、民主主義のイデオロギーを持つ西側諸国の反発を招いた。 

 

これらの背景として、中国国内でもコロナに対する不安が体制批判の火種になる可能性が指摘されており、共

産党は人民から支持を受けやすい政策を打出す必要性から強硬策を強行したとされる。中国においては共産党

体制の維持が政策の絶対命題であり、結果的に米中対立をより複雑かつ深刻にさせた要因の一つと言える。 

これら中国の政治体制の問題は、軍民融合の経済構造を持ち、政治と経済が一体不可分の中国企業に５G等

の情報通信分野の主導権を握られることが、米国にとって安全保障上の脅威に直結すると認識され、ハイテク分

野の争いを加速させる結果になった。

コロナ禍を経て従来から燻っていた米中間の「安全保障」の問題が、「経済」の問題と結びつき、「安全保障」と
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「経済」が表裏一体の地政学対立が鮮明となった。相互不信は増幅され、経済合理性だけでは問題解決が難し

い、新たな世界情勢、米中対立の新常態（ニューノーマル）を迎えたと言える。 

 

米中対立の現状 

 米国の対中包囲網 

2021年1月、アメリカ第一主義を唱え、対中強硬策を推進してきた共和党のトランプ政権に代わり、民主党のバ

イデン政権が発足した。バイデン政権は、民主主義を掲げる同盟国との連携を修復し、協調路線で中国に立ち向

かう方針を示している。米国のこれまでの対中包囲網の現状と課題を概観する。 

 

【米国同盟関係の現状】 

2020年6月30日の中国による香港における国家安全維持法の成立、即日施行に対して、翌7月1日、国連人

権理事会において、民主主義のイデオロギーを共有する日本や英国、フランス、ドイツ等の米国の同盟国を中心

に27カ国が「強い懸念」を示す共同声明を発表した。 

これに対してキューバ代表の主導により同法を支持する53カ国による「中国支持」の共同声明が発表された。

中国から巨額のインフラ支援を受ける途上国等が中国支持に回る一方、米同盟国の中でも中国への配慮から態

度をはっきりさせない国（韓国、イタリア等）や準同盟国では、逆に「中国を支持」する国（エジプト、サウジアラビア）

も見られ、米国の目論み通りに中国包囲網は進んでいないことが見てとれる。 

 

図１ 香港国家安全維持法に関する国連人権理事会での中国非難・支持表明国 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ハイテク分野の包囲網】 

2019年初頭から取り沙汰されるようになったファーウェイ問題は、米中ハイテク覇権争いの象徴的な事案であ

る。ファーウェイ製の5G通信機器を通じた情報漏洩が安全保障面の脅威になるという理由から、米国は国内だけ

でなく、同盟国にも次世代通信網（5Gネットワーク）のファーウェイ製品の排除を求めるようになった。2021年1月に

発足したバイデン政権もこの政策を継承し、米国内通信会社で使われるファーウェイ製機器の撤去費用や取り換

えに掛かった費用を肩代わりする施策を講じている。 

米国の求めに応じて、日本や英国、オーストラリア等がファーウェイ製5G機器を排除する方針を打ち出してい

る。しかし、一度、設置された機器を撤去したり、通信等の基盤技術を別方式に置き換えるのは容易ではない。米

同盟国でも直ちにファーウェイ製品を排除するのではなく、様子見を決め込む国も多い。カナダやイタリア、スペイ

出所：各種資料を基にテクノバ作成 
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ン、ノルウェイ、ニュージランド、ブラジル等が明確な態度を示していない。民主主義やイデオロギーに係る問題では

米国に賛同する同盟国も、1国の通信インフラ整備に係る問題では、簡単には米国に同調するものではない。 

ハイテク覇権争いに関しては、米国の思い通りにいかない難しさを改めて示していると言える。中国は更に、技術

の標準化戦略を推進し、これら米同盟国の切崩しを図ろうとしている。 

 

図２ ファーウェイ５Gシステムに対する各国のスタンス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. デカップリングを加速させるハイテク覇権争い 

米中ハイテク覇権争いの背景 

 米国の焦燥と中国の事情 

米中のハイテク覇権争いは、コロナ前の2018年から始まり、2019年に顕著になってきた動きである。覇権争いを

仕掛けたのは米国で、軍民融合の企業が主導する形で、AI、情報通信分野の世界覇権を目指すことを宣言した

中国に対して、米国のいわゆるタカ派が仕掛けたものである。2019年には、ファーウェイのカナダ社長を逮捕して、

世界中にこの問題を知らしめた。裏を返せば、米国が安全保障に係る重要技術において、中国の先行を許してい

る危機感、焦躁感の表れと言える。 

一方、中国側から見れば、国内賃金が上昇し、2020年代後半にも本格化する人口減少社会において、高いレ

ベルの成長を続けるためには、労働集約的な組立て産業から、より付加価値の高いハイテクの成長産業へと重点

をシフトさせる必要がある。高度成長により、人民が更なる豊かさを享受し、実感することが、共産党一党体制を維

持する上で極めて重要であり、米国に圧力を掛けられても簡単に旗印を降ろすことができない状況になっている。 

 

 米中の規制措置の応酬 

2019年5月、米国商務省産業安全保障局（BIS）は、輸出管理法に基づき、情報通信、半導体分野において

国家安全保障や外交政策上の懸念があるとして指定したファーウェイ等中国企業70社を列挙した「エンティティ・

リスト」を公表した。これにより、これら企業への米国製品（物品、ソフトウエア、技術）の輸出・再輸出等は原則禁止

となった。BISはこれ以降、エンティティ・リストに追加する形で中国企業への圧力を強めている。2020年5月には、

出所：ブルームバーグ資料を基にテクノバ作成 

※1：導入済ながら今後について最終意思決定せず 

※2：使用免許の更新不可等 
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ファーウェイ等が設計し、米国の技術・ソフトウェアを用いて国外で製造された直接製品についても、ファーウェイ等

への再輸出・米国外から輸出・国内移転をする際に、事前にBISの許可が必要となる措置を明らかにしている。米

国技術を使って部品を製造していた日本メーカーもファーウェイに製品を供給できなくなった。 

米国のこれらハイテク分野での規制措置に対して、中国も同様な対抗措置を繰り出す等、両国の応酬が現在も

続き、出口が見えない状況となっている。 

 

米中対立の行方を左右するハイテク技術 

 ハイテク分野の米中の優位性 

2017 年の報告ではあるが、米国議会の諮問機関である米中経済安保調査委員会 /USCC の“Report to 

Congress of the U.S.-China Economic and Security Review Commission”等によれば、米国、中国が優勢

を維持している技術分野および技術競争力が拮抗している領域は下図の通りとされている。 
 

図3 米中の技術優位性と競合領域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米国は、これまで半導体等多くの技術領域で優位性を維持してきたが、中国は絶え間ない挑戦を続け、5G と

関連する情報通信技術等では中国が優位に立っている。さらに今後、人工知能(AI)や量子情報科学に基づくデ

ータ活用、ネットワーク覇権、サイバー空間等の新領域が焦点になることが予想され、これら分野で中国にイニシア

ティブをとられることを強く恐れている。 

米中は妥協のない、かつ出口の見えない対立構造は今後も続くものと考えられる。今後は、これら AI、データ技

術等の基盤技術を中心に、それらに依拠する技術・システムが別々に進化をすることが考えられ、ハイテク技術の

分断が、経済の分断（デカップリング）を徐々に拡大させることが予測される。 

それでは、これらの新しい技術領域において、中国はいかなる戦略をもって攻略を図ろうと画策しているのか、中

国の新戦略について次章で詳しく見てみる。 

 

3. 中国の長期戦略の進化 ～｢中国製造2025｣から｢中国標準2035｣へ 

中国製造2025の成果と課題 

 中国製造2025とは 

「中国製造2025」は、2015年に発表された中国の長期国家戦略である。建国100年を迎える2049年に「世界

の製造強国の先頭グループ入り」を目指す超長期戦略に向け、2025年に「世界の製造強国の仲間入り」を目指

し、10の重点分野と23の品目を定め、製造業の高度化を図るものである。品目毎に国産比率の目標を設定する

一方、中国政府は、関連産業に対して補助金交付等による支援や基盤技術の育成支援等を行い、産業振興の

全面的なサポートを行っている。下記に「中国製造2025」の重点10分野を示す。 

出所：USCC“Report to Congress of the U.S.-China Economic 
and Security Review Commission”等からテクノバ作成 
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表1 「中国製造2025」の重点分野 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年の発表から5年余りが経過し、現時点で明らかになってきた「中国製造2025」の成果と課題を整理すれ

ば、下記の通りである。 

 素材・組立て分野で世界レベルに躍進⇒〇 

 戦略分野で躍進(情報通信・新エネ車・電池等)⇒〇 

 半導体等の基盤分野では米台韓勢に未だ遅れ⇒△ 

 半ば強引な技術移転等への米国等から国際批判⇒△ 

 

続いて、「中国製造2025」で掲げられている新エネルギー車の拡大、普及に関する状況を見る。 

中国における新エネルギー車の拡大、普及は、「中国製造2025」を公表する以前から、主にEVを念頭に推進

されてきた。「中国製造2025」以降は、2019年のNEV規制で一定数の新エネ車販売をカーメーカーに義務付け

る他、EVの普及を左右するコア技術、リチウムイオン電池企業を重点的に育成支援する方策をとった。 

具体的には、中国製電池搭載のEVに補助金を出すほか、車載電池の国産化率8割以上を義務付ける等、目

標達成のためになりふり構わぬ支援を行った。装置産業である電池は、国が様々な支援で支えることにより、投資

リスクを軽減、他国の電池企業が投資に踏み切れない場面でも躊躇なく投資を行い、2020年の世界の車載電池

シェアで、中国のCATL(寧徳時代新能源科技股)が25％以上を占める世界最大手になった（図4）。また、世界全

体でも中国企業のシェアの合計は、三分の一を占めるに至り、世界最大の車載電池生産国となっている。 

国家戦略の「中国製造2025」による産業育成策により、車載電池では国産化率、国際競争力の向上を達成し

た。しかし一方で、これらのあからさまな国の産業振興策・支援策に対して米国を中心に国際批判が高まってお

り、米中協議でもやり玉に上げられる状況になっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 出所：日本経済新聞 2021年 2月 5日 

図 4車載電池メーカー別出荷量シェア 
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中国の新たな成長戦略 

 「中国標準2035」とは 

中国政府が次なる成長戦略として、「中国標準2035」を検討していることが、一部報道から明らかになってい

る。中国政府から公式の発表はないものの、中国内外のメディアや識者から様々な見解が示されており、それらか

ら概ね下記のような「中国標準2035」の姿が浮かび上がってくる。 

 

【中国標準2035策定の背景】 

・中国では既に生産年齢人口(16~59歳)の減少が始まっている。2035年までに、現在(2020年)の9億人の生

産年齢人口が1億人減少することが予想されており、日本を上回る深刻な高齢化社会を迎える。 

・一方、急速な賃金上昇に伴い、これまでの低賃金での生産、世界への輸出による外貨獲得という成長モデル

は限界を迎える。 

・次世代の成長戦略は国内消費の高度化・高付加価値化(国内大循環)、輸出と国内消費のバランスをとる双

循環へシフトさせる戦略が打ち出されている。 

 

【中国標準2035の概要】 

・建国100年を迎える2049年に「世界の製造強国の先頭グループ入り」を目指す長期戦略に向け、第1弾の「中

国製造2025」に連なる長期戦略の第2弾となる新たな成長戦略とされる。 

・ポイントは、まだ標準の策定がされていない新領域の技術ルール作りを主導して、将来の有利な土俵を整備、

先端分野での技術の主導権を握り、新技術領域での競争力を高めることが狙い。 

・重点分野として、名前が挙がっているのが、6G(第6世代移動通信システム)、次世代AI、ビッグデータ、ブロッ

クチェーン、産業ロボット、スマートシティ、自動運転、宇宙等である。 

・欧米に牛耳られていた標準化戦略・ルール形成戦略に重点をシフト。製造強国＝テクノロジー大国を目指す

上で、不可欠な戦略と位置付けられている。 

 

 中国標準化戦略の3類型 

「中国標準2035」に関する具体的な情報は、徐々に明らかになっていくものと考えられる。ここでは、中国の標

準化戦略について、有識者インタビュー等から得られた知見をもとに整理する。 

中国の標準化戦略を類型化して整理すれば、①国際標準・規格化、②中国標準の地域展開、③中国標準の

外資企業への適用と3つに分類される。日系企業が注視すべきは、②中国標準の地域展開、③中国標準の外資

企業への適用の２つである。 

 

①国際標準・規格化では、国際標準と市場戦略を一体化し、グローバルな競争における優位性の確保を狙う。

国際標準化の国内産業への波及は当然大きいし、国際標準を取れることに越したことはない。中国は国際

標準の諸機関（ISO,ITU/国際電気通信連合,IEC/国際電気標準会議等)のトップ人事へ積極的に関与して

おり、マスコミも注目し、殊更に騒ぎ立てているが、実際のところは国際標準化へのハードルは高い。あくまで

国際ルールに則るため中国の思い通りの恣意的な介入余地は小さい。 

 

②中国標準の地域展開では、中国標準を国際標準にせずとも、巨大な周辺国市場(ASEAN、中央アジア、中

東、アフリカ等）へ情報通信等の基盤技術を展開することにより、中国製品やシステムを導入せざるを得なく

なり、実質的な国際標準となる。このことは、一帯一路(中華経済圏)の拡大にもつながり、米国を中心とした

経済圏に対抗するために重要な視点となる。 
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③中国標準の外資企業への適用では、中国国内市場で新ビジネス（開発、製造、販売）を展開する外資企業

にとっては中国標準が市場参入条件となる。これまで自動車等の重点産業では、外資企業は中国企業との

合弁、出資比率は50％を上限とする出資規制を課されていた。しかし、これは技術移転の強制につながると

の国際批判を受け、出資規制は、新エネ車では2018年に撤廃され、乗用車でも2022年に撤廃されることが

決まっている。今後、中国が重視する新しいビジネス分野では、出資規制に代わり中国標準に合わせた開発

や試験法、通信方式やソフトウェア、データフォーマットへの適合が求められることになる。米中対立が進む中

で巨大な中国市場の果実を享受したい外資企業にとっては、中国標準はまさに踏み絵的な存在であり、

様々な場面で適合のための開発やコスト負担を強いられることが懸念される。 

 

中国は、これまでの「中国製造2025」から、次世代を見据えた「中国標準2035」を打ち出し、新たな高度成長

に舵を切ることが考えられる。成長戦略の大きな転換点になる可能性があり、「中国製造2025」で実現させた世界

をリードする産業創出が「中国標準2035」でも再現される可能性がある。 

 

 

4. ｢中国標準2035｣のリスクとチャンス 

｢中国標準2035｣の日系自動車部品企業への影響 

 中国自動車市場の動向 

中国における自動車販売は、新型コロナウイルスによるロックダウンの影響を受け、一時的な落ち込みも見られ

たが、基調としては順調に拡大を続けており、2020年末には、米国の保有台数を上回り、世界最大の自動車保有

国となった。普及率は、1,000人当たり180台を超え、米国の850台、日本の600台には及ばないものの、国際平

均を上回り、2015年から2000年までの5年間で50%以上の増加を示している。今後数年は、成長が続く見込みだ

が、2025年頃には、都市部の中間層世帯へ自家用車が行き渡り、その後は市場が成熟（飽和）し、頭打ちになる

という予測もある。 

これまで中国の自動車産業は、外資企業に比肩する民族系企業の育成を目指してきたが、既存のガソリン車

領域では、日米欧の外資企業の技術優位を崩せず、自国市場のイニシアティブを握られ続けた。しかし、既に述

べた通り、2015年以降の成長戦略「中国製造2025」のもと、独自のEVサプライチェーンを築くことに力を入れ、世

界最大手の車載電池メーカーCATL(寧徳時代新能源科技股)や小鵬汽車や蔚来汽車(NIO)等のEV専業メーカ

ーを支援、育成し、外資に対抗しうるEVブランド、バリューチェーンを築きつつある。 

自動車産業における次なる戦略は、「中国標準2035」のもとで、EVをベースに自国の通信やAI,情報技術の優

位性を活かした自動運転やコネクテッド等のモビリティのスマート化に重点をおくことが考えられる。 

 

 ｢中国標準2035｣のリスク 

国家戦略である「中国標準2035」は、強力な推進力となり、自動車(モビリティ)に係る新しい技術・ビジネス分野

の標準が次々と策定され、日系企業が参入しようとする時には、これらの標準に合わせるだけの、いわゆる「デジタ

ル植民地化」の状況に陥ってしまうことが懸念される。 

一方、現実的には中国自動車産業では、未だ標準策定の核となり得るリーディングカンパニーが存在しない。自

動車に係る標準策定においては、中国は潜在的に外資の協力を求めているとも言われる。 

次世代の自動車（モビリティ）の重点分野(自動運転・MaaS・コネクト等)の標準化は、未だ途上である。日系自

動車部品企業は、「中国標準2035」を先取りし、各地の実証フィールド、「国家技術標準創新基地」や各地コンソ

ーシアム等の取組みに得意分野で入り込み、ビジネスモデル標準策定に関わることが重要である。 
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元々中国依存度の高い欧州や韓国のメガサプライヤーは、中国市場でイニシアティブを得ることを狙い、中国

標準へ積極的に関与することが考えられる。日系企業は、米国に配慮しすぎると欧州・韓国メガサプライヤーの後

塵を拝し、新規ビジネス分野で多大な開発の労力、コストを強いられるリスクがある。 

 

｢中国標準2035｣のビジネスチャンス 

 ｢中国標準2035｣の活用 

国家戦略である「中国標準2035」は、外資企業から見れば排他的な参入条件と映るが、発想を換え標準策定

に係ることができれば、新たなビジネスチャンスと捉えることができる。前述のように、中国は産業基盤の弱い分野

では外資系企業の力を求めており、日系自動車部品企業が入り込む余地は少なからず存在すると考えられる。 

また、中国の国民性は、先進各国に比べると、新しい技術やシステムに対する人々の受容度が高いと言われて

いる。一例として、監視技術に寛容であったり、自動運転に対して抵抗感がなく寛大であったりする。本稿では、詳

しい紹介は省略するが、これらは、各種アンケート結果でも明らかになっている。 

更に、中国において、インフラと協調するようなモビリティのシステム開発を行うメリットは、国、地方政府が主導し

て、壮大な実験フィールドを準備しており、他国では規制やプライバシー絡みで不可能な大規模、かつ大胆な実

証試験を行うことができる。地方政府は、成果を上げることを競い合っており、技術力のある外資系パートナーを求

めている。地方の実証実験やコンソーシアムの優れた取組みがそのままビジネスモデル標準になることがある。中

国特有の実証・開発フィールドを活用し、中国での新規ビジネス創出に係ることができれば、それを足掛りにしたグ

ローバル展開にも繋がることが考えられる。 

留意点としては、地方政府の本気度や実証試験・フィールドのクオリティ、参加パートナーの良し悪し、特に米国

との関係で、安全保障面のリスクに繋がるような過去履歴がないか等の入念な見極めがポイントになる。 

 

 攻めどころの具体例 

最後に自動車（モビリティ）の新分野で、日系自動車部品企業が注目すべき有望な技術・ビジネス領域につい

て考察する。 

中国政府が力を入れようとしている領域として、次世代のスマートシティがある。スマートシティは、次世代情報

通信システムやビッグデータ等のAIの領域、交通・モビリティ、エネルギー、情報通信基盤技術の一つの有望な出

口と考えられる。 

モビリティ関連では、例えば、都市の限られたスペースを有効活用できる本格的な自動バレー駐車システムや

EVの普及も左右する完全自動の走行中給電システム等が考えられる。また、日本が世界的に先行する高齢社

会の各種MaaSシステム等は、これから本格的な高齢化社会を迎える中国においては、社会課題の解決に繋が

る可能性が高く、注目される分野である。日本の経験を活かし、中国で標準化されることにより、周辺国にも輸出さ

れ、グローバルな標準になる可能性がないとは言い切れない。 

今後、本格化する中国の標準化戦略をうまく活用することが、将来の中国ビジネスを左右するポイントになる可

能性がある。1年程度で詳細が明らかになると言われる「中国標準2035」の動向に注視し、次世代のモビリティビ

ジネスを睨んだ、ニューノーマル時代の事業戦略の検討に着手することが重要になってくる。 

米国の中国に対するハイテク規制は、世界経済の停滞や米国自身にもブーメラン効果で悪影響を与えることか

ら、安全保障に係るいわゆる機微技術以外の技術については、締め付けは緩やかで、必要以上に米国に配慮し

過ぎないことが重要との意見が、専門家から提示されている。 

ただし、別の専門家からは、米中の対立構造が想定を超えて進み、今後更にデカップリングが進むことを懸念す

る声も存在する。現時点では、米国と中国の両方の動向に注視しつつ、リスクを強く意識した対応を続けていくしか

ないように思われる。 
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 コロナ禍を経て｢安全保障｣と｢経済｣が表裏一体の米中の対立構造がより鮮明に。 

 米中対立の主戦場はハイテク覇権にシフト。今後、次世代通信(6G)、人工知能(AI)

や量子情報科学に基づくデータ活用、ネットワーク覇権、サイバー空間等の新領域

で主導権争いが激化する見込み。 

 中国は、更に新たな成長戦略｢中国標準2035｣を策定中。標準がまだ定まっていない

先端技術をいち早く標準化し、新ビジネス分野の主導権を狙うことを画策。 

 自動車･モビリティ分野でも、日系部品企業は中国国内や周辺国市場において、新技

術･ビジネス標準に合せることを強いられる｢デジタル植民地｣に陥るリスクがある。 

 一方、見方を変えれば、自動運転･MaaS･コネクト等の重点分野の標準化は未だ途上

であり、これらに関ることが出来ればビジネスチャンスになる。 

 各地の実証フィールドやコンソーシアム等の取組みに得意分野で入り込み、ビジネ

スモデルを含む標準策定に係ることが重要になる。 

 1年程度で詳細が明らかになる｢中国標準2035｣の動向に注視が必要である。 

 現時点では、米国と中国の両方の動向に注視しつつ、リスクを強く意識した対応を

続けていくしかないように思われる。 
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