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はじめに
早速ですが講義に移ります。米中の貿易摩擦が今大変な状況にあることは皆さんご存じのことと
思います。2018 年 10 月にアメリカのペンス副大統領が中国政策に関する演説を行い、その中で
“中国は人権の抑圧をやめて民主化に進むと思ったが、全然進んでなく失望した”
。とか“オバマ
政権の中国政策は間違っていた。中国に対して優しくすれば変わってくるだろうという信念のもと
に行ってきたが間違っていた。もっと圧力を加えるべきだ”
。という内容の演説を行った訳です
が、その中で今からお話しするハイテク産業についても言及しました。
“中国はハイテク産業政策
である「中国製造 2025」を実施することで世界最先端の産業の 9 割を支配しようとしています。
その為に中国当局は官僚や企業家たちに、21 世紀の経済で支配的位置を占めるために、手段を選
ばずにアメリカの知的財産を獲得せよ、と指示をしています”とペンスは中国を非難しました。
この言い方が当たっているかどうかは本日の講義の中で触れていきますが、この言葉の意味して
いることは、ペンス副大統領が中国のハイテクに対して大変脅威を感じているということです。ト
ランプ大統領自身は色々 Tweet していますが、私の理解では彼が問題にしているのは、アメリカ
の対中国の貿易赤字、中国の対米の貿易黒字だと思います。一方、日本経済新聞では、
“米中貿易
摩擦の本質は貿易の赤字問題ではなくハイテク産業の覇権争いだ”という見方があり、ペンス副大
統領の言葉はこれを裏付けていると思います。
日本政府はこの米中争いに対して傍観者を決め込み、直接アメリカに対して特に意見を言うでも
なく“自由貿易を堅持しましょう”とやんわり話す程度でしたが、2018 年 12 月に突然に“政府
調達機器及び重要なインフラ機器において情報の安全に留意すべき”との指針を出しました。これ
に対してマスコミは“これは実質的にはファーウェイなどの中国製品の排除を要請したものであ
る”と解釈しています。菅官房長官は“別に特定の企業をターゲットにしたものではない”と釈明
していますが、世の中一般には中国製品の排除だと理解しています。
この決定は非常に残念なものだと思います。私の知る限り日本政府のなかでこれまでファーウェ
イなどの製品の安全性について真剣な検討がなされていた形跡はありません。このような指針が突
然出てきたのはアメリカから圧力がかかったからではないかと推測しています。ちなみにアメリカ
ではファーウェイなどの中国製品の危険性については 2011 年頃からオバマ政権当時の議会で議論
されていましたが、日本では今までその様な議論はありませんでした。もし疑惑があるのだとすれ
ば、独自に検証して確かめるべきですが、単にアメリカに言われたからといって排除するのはあま
りにも主体性のないものだと思います。私は中国のハイテク産業が日本にとって脅威なのかチャン
スなのかはアメリカの意向とは別にしっかりと考えてゆくべき問題だと思います。今日の私の講義
も皆様に今後考えるキッカケになれば良いと思います。

1． 米中貿易摩擦の影響
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米中貿易摩擦の経緯を見ますと、2018 年 4 月に米商務省は通信機器メーカーの中興通迅 (ZTE)
を禁輸対象としました。この結果 ZTE は一時工場の操業停止に陥りましたが、中国政府がアメリ
カと交渉した結果、14 億ドルのペナルティーで禁輸処置は緩和されました。
一方中国側では 2018 年春に、それまでの外貨側出資比率規制を撤廃したために、アメリカの電
気自動車メーカーの「テスラモータース」が外国の自動車メーカーとしては初めて合弁企業でなく
単独出資で上海に工場を作りました。このように米中が歩み寄るような動きも見えてきましたが、
2018 年 7 月 6 日にアメリカは通商法 301 条を発動しました。通商法 301 条は日米貿易摩擦が盛ん
だった 1980～90 年代に日本に対して何度も発動されそうになった一方的な関税引き上げ措置で
す。
301 条は相手国が貿易で不公正なことをすれば、他の物の輸入に対して課税することができると
いう内容です。WTO が 1995 年に発足した後ではアメリカは 301 条を使ってこなかったのです
が、2018 年に中国による知的財産権侵害に対する制裁として 340 億ドル分の輸入品に対して
25％の課税をしました。中国もすぐに報復処置を取りました。その後 2019 年 5 月に米中交渉が決
裂してアメリカは総計 2500 億ドル分の中国からの輸入に対して 25%の輸入関税をかけ、中国も総
計 1100 億ドル分の輸入に対して 10‐25%の輸入関税をかけました。
また 2018 年 8 月には国防権限法がアメリカ議会で成立して、アメリカの安全に影響を及ぼす恐
れがあるとして、ファーウェイ、ZTE、海能達通信、杭州海康威視などの製品を政府調達品から
排除しました。
2018 年 7 月から始まった米中の貿易戦争
からほぼ 1 年経ちましたが、その間の結果は
貿易統計によるとアメリカの中国からの輸入
は 2018 年の 12 月までは減るどころか増加し
ており、中国に対する輸出は減っています。
トランプ大統領の目論見とは逆に対中国の貿
易赤字は大幅に増加しました。2019 年に入っ
てからようやく貿易赤字は減少しました。
それに対して中国からの対米輸出は 301 条
後も伸び続けたが 12 月からは強くブレーキ
がかかりアメリカからの輸入も 11 月以降は
大幅減となっており輸出入全体にブレーキが
かかっています。従って 2018 年中はトラン
プ流に言えば中国が勝っていたが 2018 年 12 月頃からは両者ともに負ける状況になっています。
これに対して日本の状況は結果的にみるとアメリカへの輸出はあまり増えておらず、中国に対す
る輸出も 12 月以降急激に減少しており 米、中、日本ともに負けています。

2. 「中国製造 2025」の狙い
「中国製造 2025」は 2015 年に国務院が公布したハイテク産業政策です。当初あまり世界は注
目しませんでしたが、昨年から急にアメリカが叩き始めました。
内容は中国の製造業は「大きいが強くない」との現状認識から始まり、3 ステップを経て「世界
の製造強国の前列に立つ」という目標があります。
・第 1 ステップ：2025 年までに製造強国の仲間に入る
・第 2 ステップ：2035 年までに製造強国の中程度のレベルに進む
・第 3 ステップ：2049 年までに製造強国の前列に立つ
この政策のほとんどは文章で表現されていますが、少数の数値目標があります。
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その内容は右のスライドの通りで、工業付加価値当た
りのエネルギー消費の減少、CO2 排出の減少、水使
用量の減少などを含みます。中国がこうした目標を実
現することは先進国にとって脅威になるはずはなく、
むしろ世界にとって歓迎すべきことです。アメリカが
これを必死になってつぶそうとしているのはなぜでし
ょか。
また、政策実現の具体的な方法として挙げられてい
るのは模範企業の指定、製造業創新センターの設立な
どで、特に問題だとも思えません。ただし、定期的に
重要な産業分野における「技術ロードマップ」を作
る」という項目が一見すると地味ながら一番大きな問
題を含んでいると思います。

工業基礎能力の強化
「中国製造 2025」では、中国の製造業は、核心的な部品（例えばパソコンの CPU）
、基礎生産
技術、重要な基礎材料などに弱みを抱えていると指摘しています。そして、2020 年までに「核心
的な部品と重要な基礎材料」の 40%は「自主保障」を実現する、2025 年までには上記の 70%の
「自主保障」を実現する、としています。
この「自主保障」という言葉がいったい何を意味するかは明らかにされていませんが、文脈から
想像するに「国産化」ではないかと思います。
「国産化」と書かないのは、公然と国産化を進める
のは WTO のルールに違反するからです。国産化率を上げるということは輸入品を排除する事に
なるので内外無差別を原則とする WTO の精神には反します。
。
「中国製造 2025」には重点領域があります。ハイテクということでイメージするような
バイオテクノロジーや IT、航空宇宙、新材料などが網羅されていますが、その他にもふつうはハ
イテクに含まれないような農業設備も入っています。冒頭に話しましたペンス副大統領の言葉で
“中国はハイテクの 9 割を支配しようとしている”とありましたが、おそらくこの重点領域の表
を見て言ったのではないかと思われます。

3.「中国製造 2025」の特徴と問題点
「中国製造 2025」は先進国にあって中国に足りない技術や製品をリストアップしたものだと言
えます。かつて発展途上国が工業化を進める時に、
“いま輸入に頼っているものを国内で作る”と
いう「輸入代替工業化」をやりましたが、
「中国製造 2025」はその現代版ということができます。
世の中にない独創的なイノベーションを促すのではなく、中国企業が取り組むべき技術・製品を指
し示し、それに向けて企業を駆り立てて行くものです。
ファーウェイの創業者である任正非氏は 2019 年 1 月の TV のインタビューで“私は「中国製造
2025」の様な自主イノベーションの考え方には反対で、すでに先進国にある技術であれば買って
きた方が早い”と明言して技術の輸入代替という発想を批判しました。

中国高速鉄道：供給主導型イノベーションの典型的な例
あれこれ書いてある「中国製造 2025」において決定的に欠落しているのは製造業は中国内外の
ニーズに応えるためのものだという視点です。人々のニーズに応えるという原点を見失うと、技術
の発展は歪んでしまいます。その典型が中国の高速鉄道です。これは運営する鉄道部の自己満足の
ために進めている事業のように思えてなりません。たしかに高速鉄道はものすごく急速に発展しま
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した。2008 年まで中国国内に全く存在せず、2008 年に北京～天津間の 100 キロで始めた事業
が、開業から 10 年で営業距離 2 万 2000 キロまで伸ばしました。
これは驚異的なスピードです。日本の新幹線は営業開始から 50 年余りでようやく 2 千数百キロ
ですので建設のスピードが全然違います。2008 年に世界的にリーマンショックがあり、内需振興
のためにシャカリキになって作ったという側面もあります。
私も度々中国に行くので高速鉄道に乗る機会は多いのですが、列車自体は素晴らしく列車のなか
は日本の新幹線そっくりで、椅子の回転機能まで同じです。しかし乗車するまでの手続きが煩雑で
大変時間がかかります。乗車する前に荷物検査があり、改札にも時間がかかります。なによりも困
るのが、乗車駅が都市の中心部から遠く離れた郊外にあって、駅に行ったり、駅から街に出るのに
多くの時間がかかることです。列車に乗ってからは速いのですが、乗る前と、降りた後にやたらと
時間がかかるので、結局旅行全体としては期待したほど移動時間が短縮されません。私が乗った中
ではドイツの高速鉄道が一番合理的だと思いました。駅が街の中心や空港の横にあります。切符は
ネットで買って家で印刷し、駅には改札がないので、指定した汽車に自分で乗り込むだけです。検
札があるのでそれで不正乗車を防いでいます。
中国の高速鉄道がなぜ不便なところに駅を建てたかというと、列車を高速で走らせるためになる
べく線路をまっすぐに敷きたかったからです。乗客の移動速度よりも列車のスピードを上げること
を優先した本末転倒の代物です。広州南駅などは市内から車で 50 分もかかる距離にありました
が、さすがにそれでは不便というので、そこから市の中心部に高速鉄道を引っ張ってくる工事が始
まっています。

4.「技術ロードマップ」の特徴
「中国製造 2025」に附帯する政策の一つと
して 2015 年 9 月に「技術ロードマップ」が
公布され、2018 年 1 月にはそのリニューア
ル版も公布されました。これは主にエンジニ
アからなる専門家委員会が作成したもので
す。これは 10 の重点産業について、今後発
展させるべき技術を事細かく指定し、国産化
目標も示しています。例えば、IC において
は 2020 年には国産化率 49%、2030 年には
75%を狙うとあからさまに書かれておりま
す。アメリカは「中国製造 2025」自体を撤
回すべきだと主張しています。私はそのなか
に CO2 削減とか技術センターを設立するといったことは別にやめてもらう必要はないと思います
が、
「技術ロードマップ」は国産化志向であり、輸入品排除、外資排除の姿勢が鮮明なので、これ
は撤回してほしいと思います。
産業用ロボットを例にしますと、中国は世界最大の産業用ロボットの市場です。日本の安川電機
などが現地生産をして中国企業に沢山納入しています。外資企業が中国でハイテク製品を作ること
は中国にとってメリットだと思いますが、
「技術ロードマップ」では中国企業のロボットの比率を
上げることを目標にしています。
そもそもこの「技術ロードマップ」はどういう性質の文章かと聞くと、中国政府の工業信息化部
は“専門家たちの意見であって政策ではない”と答えるそうです。しかし「中国製造 2025」自体
はどこから見ても政策であり、そのなかに「技術ロードマップ」を作ると書いてあるので、技術ロ
ードマップも政策の一部として見えてしまいます。
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5.中国のハイテク産業の現状

① 5G の行方

5G とは携帯電話の通信方式です。現在われわれが使っているのは、2010 年頃にサービスがは
じまった 4G（第 4 世代）です。実はすでに韓国とアメリカでは 5G のサービスは始まっており、
日本も東京オリンピックの始まる来年には DoCoMo や au がサービスの開始をアナウンスしてい
ます。
“5G で何ができるのか”というと、よく言われているのは車の自動運転が始まると言われてい
ます。5G の特徴は大容量のデータを無線で遅延なく送ることができる事です。現状では通信での
データの遅延が 0.1 秒ぐらいありますが、これが 1/1000 秒に縮まります。時速 50 キロだと、0.1
秒の間に 1.4 メートル進みますから、これぐらいの遅延があると事故が怖いです。でも 1000 分の
1 秒ですと進む距離は 1.4 センチです。ただし自動運転が実現するには他にも解決が必要な問題も
多々あるのでしばらく時間が掛かると思います。
5G になれば TV カメラで 4K や 8K で撮った画像を無線で送れますので、TV カメラをケーブル
につないだり、ビデオに録画したりする必要がなくなり、無線で高画質の画像を送れるようになり
ます。
また VR (仮想現実) や AR (拡張現実)の分野では、現状では分厚い眼鏡を着用する必要がありま
すが、5G になれば普通のサイズの眼鏡で楽しめるようになります。
5G については既に現状で 5G 向けの IC や端末のスマホや基地局があるので、急速に広まり、
2022 年には 5 億人が使うだろうと言われています。中国では 5G のサービスが 2019 年 11 月に始
まる予定で、すぐに 4 億人位に使われると思われます。

5G の基本特許でリードするファーウェイ
5G の世界では中国企業のファーウェイが最も多くの標準基本特許を押さえています。Iplytics
が 5G の標準基本特許（SEP）を分析したところ、2019 年 4 月現在、Huawei 華為 (1554)、
Nokia(with Alcatel-Lucent) (1427)、 Samsung (1316)、 LG (1274)、 ZTE 中興通迅(1208)、
Ericsson (819)、 Qualcomm (846)、 Intel (551)、CATT 大唐電信（電信科学技術研究院）
(545)、Sharp (468)、 Oppo (207)、Fujitsu (20)が保有しており、中国の 4 社が全体の 34%を握っ
ています。IT の世界では特許のプールを作って、特許を利用する人はそのプールに対して特許使
用料を払い、各企業がその貢献に応じて特許料収入を分ける仕組みになっています。つまり、これ
から 5G を使う場合は特許料収入の何分の 1 かは中国企業が受け取ります。中でもファーウェイの
貢献度は非常に高く、特許料収入だけでなく 5G に対応する製品も数多く出しており最も 5G 関連
で儲ける企業であることは間違いありません。アメリカや日本は 5G の機器からファーウェイなど
を排除する方向ですが、機器を排除したとしても、5G の技術を利用する限り、ファーウェイなど
中国企業に対して特許料を払わざるを得ません。アメリカの共和党のマルコ・ルビオ議員は中国に
特許料を払うなと言っているそうですが、中国による知財権侵害を問題にしているはずのアメリカ
の議員が、公然と中国の知財権を侵害しようと破廉恥な提言をしているわけです。
ファーウェイ排除の動き
ともあれアメリカはファーウェイに対して非常に危機感を持っています。2018 年 4 月には連邦
通信委員会がファーウェイと ZTE（中興通訊）の機器をアメリカの通信事業者が利用することを
事実上禁じています。8 月には 2019 年度国防権限法によってアメリカ政府の情報システムの調達
からもファーウェイや ZTE などが排除されました。2018 年 12 月になって、日本政府は中央省庁
や自衛隊が使う情報通信機器の調達においては機密漏洩を防ぐよう注意すべきだとの指針を出しま
した。マスコミは「事実上、華為排除を求めたもの」と解釈しています。
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ソフトバンクは 2019 年春から整備を始める予定だった第 5 世代（5G）の機器だけでなく、現
在使っている第 4 世代（4G）のファーウェイや ZTE の基地局もノキア（フィンランド）とエリク
ソン（スウェーデン）のものに順次入れ替えていくことを決めました。この問題をさらに複雑にし
たのは、ファーウェイの創業者である任正非さんの長女の孟晩舟さんが、アメリカの求めによりカ
ナダで逮捕されたことです。ファーウェイがイランに対してアメリカ製品を組み込んだ製品を輸出
したという嫌疑に基づく逮捕です。
ファーウェイは従業員 18 万人でその内 8 万人が研究開発に従事していて中国以外に世界中に研
究所があり、現地の優秀な研究者の能力を生かした開発をしていますので特許の保有も世界最大に
なる理由がそこにあります。2017 年には売上げの 15%に相当する 1 兆 5000 億円以上を研究開発
に投入しています。
アメリカが中国に対して圧力をかけていて、アメリカは同盟国にも同調するようプレッシャーを
かけており、オーストラリアは“ファーウェイのスマホは追放しないけれど 5G のネットワーク機
器からは排除する”と宣言しました。その理由は、オーストラリアの政府高官は 2017 年に中国で
制定された「国家情報法」をあげて、同法の 7 条では「いかなる組織も公民も国家の情報活動を
支持、協力しなければならない」とされているのでファーウェイや ZTE も、中国の公安機関に
“情報を出せと言われれば出すだろう”という理由を挙げています。

日本の対応
日本政府はファーウェイの機器が危険だと思っているから排除するのではなく、単にアメリカに
同調しているだけです。しかも、菅官房長官は“特定の国や企業を対象としたものではありませ
ん”と発言し、曖昧戦術をとっています。日本以外の国はもっと白黒をはっきりさせる方針をとっ
ており、アメリカと諜報活動で協力する「ファイブアイズ」の構成員として、いち早くアメリカに
同調する姿勢を見せたオーストラリアとニュージーランドは 4G の通信機器に関しては中国製を使
用し続けることに決めました。
またイギリスは 2019 年 2 月には国家サイバーセキュリティーセンターがファーウェイ製品のリ
スクはコントロール可能だとの結論で、システムのコア部分には使わないけれど、基地局などには
使ってもよいと宣言しました。これは独自に製品を検査した後の決定なので、自立した立派な対応
だと思います。ドイツはもともと排除するつもりはありません。
そもそもどこの国の製品であれ、100%リスクがないハイテク製品など存在しないものだと思い
ます。我々も始終「パソコンの基本ソフトの脆弱性が見つかった」という連絡を受けます。なの
で、メーカーや政府や第三者機関の協力によってリスクを減らしていくことを考えていくべきだと
思います。世界で最も高い技術を持つファーウェイを排除するのはかえって危険性を増すのではな
いかと思います。

6.中国のハイテク産業の現状

② 産業用ロボットの例

右の表は産業用ロボットの世界の販売台数で
表２ 産業用ロボットの販売台数
す。2017 年に世界で 38 万台の産業用ロボットが
2014
2015
2016
販売されました。その内中国が 13 万 8000 台で、 世界
220,571 253,748 294,312
世界の約 1/3 が中国で売られています。その内中
日本
29,297
35,023
38,586
国メーカーが作ったのは 3 万 7000 台なので、海外
韓国
24,721
38,285
41,373
メーカーが 10 万台中国で売った計算になります。
中国
57,096
68,556
87,000
中国政府は国内市場での中国メーカーのシェアを
中国企業
17,000
22,000
29,141
高めることを目標にしています。2016 年に「ロボ
ット産業発展計画（2016-2020）
」を公布し、2020 年には自主ブランドのロボットの生産台数を
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2017
381,335
48,566
39,732
137,920
37,825

10 万台にするという目標を立てました。しかし政府の意気込みとは裏腹に中国のロボットメーカ
ーは伸び悩んでいます。国内市場に占める中国企業のシェアは 2014 年 30%、15 年 32%、16 年
33%と増えたが、17 年には 27%に落ちました。これは台数ベースで、金額ベースだと 2015 年の
シェアはたった 8%でした。これは搬送・積み下ろし用などローエンド品が中心だからと言えま
す。

中国ロボットメーカーの問題点
ロボットの生産コストに占める基幹部品の比率は高く、減速機が 35%、サーボモーターが
25%、コントローラーが 15%を占めます。ハイエンドの基幹部品は外国ロボットメーカーがほぼ
供給しています。
中国政府はロボットの国産化を進めるために国内メーカーに補助金を出しています。しかしこれ
が結果的に過保護となっています。国内メーカーの多くは補助金漬けになっており、トップメーカ
ーの新松でさえ、利益の 32%に相当する補助金をもらっていました。
国家発展改革委員会がロボットのスタートアップを支援する目的で最初の数台に補助金を出す政
策を採っているために、実態が 1 社の企業が 10 社登録して補助金を 10 倍もらう行為が横行して
います。800 社以上のロボットメーカーが乱立したのも補助金のためだと思います。従って、補助
金を出す政策は、産業政策としては失敗だと思われます。

7.中国の生活の中のイノベーション
高速鉄道や産業用ロボットのように中国
政府が音頭を取っているイノベーションが
ある一方で、人々の生活上のニーズに応え
て立ち上がってくるイノベーションもいろ
いろあります。その代表例がスマホでの決
済（スマホ・マネー）です。
中国でのスマホ・マネーの伸び方は凄ま
じく、推計の値ですが 2018 年は 2600 兆
円使われました。日本の GDP が 500 兆円
ですから、その 5 倍以上の金額が使われて
いることになります。ちなみに日本の電子
マネー（おサイフケータイ含む）の支払総
額は 2015 年に 4.5 兆円ですから、いかに中国でスマホ・マネーが多く使われているかがわかりま
す。
実際、中国ではスマホ・マネーが使えないところはほとんどありません。街角の屋台にも QR
コードがぶら下がっていて、それをスマホで読み取れば支払いができます。また中国資本のコンビ
ニでは、お客さんがスマホ支払いによって一人でレジができる仕組みが日本のコンビニよりも先に
導入されました。
また中国ではライドシェアは庶民の足としてすっかり定着しております。スマホの中に行き先を
示すと、周りにいる車で行き先に行ける車がドライバーの顔写真や、車種、ナンバーを示して、迎
えに来てくれます。行き先までの地図も示しますので、遠回りなどはできなくなっており、支払い
はスマホ・マネーなので現金を扱わず、タクシー強盗の心配がありません。
最近中国に行かれた方はカラフルな自転車の山を目にすることがあると思いますが、これは自転
車シェアです。自転車についている QR コードをスマホで読み取ると解錠して、目的地に着いた
後に鍵を閉めれば料金がスマホから支払われる仕組みです。大変便利ですが、一時はあまりにも多
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くの自転車シェアの業者が参入したので、最近は大分淘汰されてきました。
また以前は中国の地下鉄の改札は日本の Suica 方式でしたが、皆さんがスマホ・マネーの QR
コードを使うので、最近は QR コードでも改札が通過できるようになりました。
スマホ・マネーというインフラができたことでライドシェアや自転車シェア、さらにカーシェア
などいろいろなサービスが立ち上がってきております。これらはどれも「中国製造 2025」のよう
な産業政策で推進されたのではなく、自発的に発展してきたものです。中国国内には起業家に出資
をするベンチャーファンドが沢山あり、面白いアイデアがあれば出資してもらえます。地方政府も
若者たちの起業を支援しようとしてメーカースペースなどと称する施設をあちこちに作っていま
す。そこは机や椅子などのオフィススペースや、3D プリンターなどの設備も備わっています。北
京では、もともと本屋さんが集まっていた通りが今は「中関村創業大街」と名を変え、そこには多
くのメーカースペースがあります。このあたりは、近くに北京大学や清華大学など数多くの大学が
あって、大学からベンチャーが多く誕生しているところです。起業を目指す若者同士で情報交換を
したり、まためぼしいベンチャーに出資しようと待ち構えている投資家もいて、多くのチャンスが
転がっているように思います。そこで見学した新興のロボットメーカーは、ビルなどで客を目的の
フロアまで案内するロボットを作っています。その会社のオフィスには、中国全体の地図があり自
社のロボットが中国のどこで稼働しているか全部モニターできるようになっています。

「中国スゴイ」と感じる最近の経験
地味ながら中国のハイテクの力を実感させるのが「百度」という Yahoo!のような検索エンジン
を運営している会社のスマホの地図です。普通に起動させれば Yahoo!の地図と変わりはないので
すが、タクシーなどに乗った時などに自分の行き先をスマホに入力してカーナビとして使ってみる
と、そのすごさがわかります。スマホにいま乗っている車の速度が表示されるのです。そしてその
速度と道路の情報に基づき、
“この道路は制限速度 60 キロなのでスピード出すぎですよ”とか
“この先に速度計測器があるので注意しましょう”の警告の音声が始終流れてきます。私が乗って
いる日本の車のカーナビより情報が正確できめ細かいといわざるを得ません。スマホのカーナビ機
能がこれほど優れているので、中国の車に普通のカーナビが付いていることは稀で、多くの運転手
はスマホをインパネの台に載せてナビとして使っています。
また 2018 年 11 月 11 日の「天猫」のネットセールでは、2135 億元の買い物が行われ、荷物の
配送が 10 億件もありました。10 億件もの取引データを処理している裏方のデータサーバーの処理
能力は凄いものがあります。

結論
・
「中国製造 2025」の数値目標に現われた生産性向上、排出削減の方向性は日本にとっても利益と
なるので歓迎すべきだと思います。
・他方で「技術ロードマップ」に示されたような国産化志向は、外国製品の市場を狭め、対外開放
の大原則にも反するので撤回を求めていくべきだと思います。
・しかし、撤回させる方策として中国製品に対する関税を高めたり、中国製品を排除したり、IC
を禁輸したりすることは中国の国産化志向、国内市場志向を強めるだけで逆効果になります。
・日本企業の中国市場における積極的な事業拡大こそが中国が孤立へ向かうのを避けるとともに、
日本自身をも発展させる道だと思います。
・積極的事業拡大により中国側の“外資は最新技術を持ってこない”という疑念を払拭できます。
・外資が中国市場の重要な構成要素になることで国内企業保護という目標を空洞化できます。
・情報セキュリティの問題は世界の政府と企業が協力して対処すべきで、特定国の企業を排除する
ことはセキュリティ向上には貢献しないし、その企業からの協力をも排除してしまうので、かえ
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って逆効果になります。

【質疑応答】
Q：人民元が中国共産党 100 周年の 2049 年までに世界の基軸通貨になる可能性はありますか？
A：通貨の世界での中国の存在感は非常に小さくて、世界で使われる通貨別の割合では、アメリカ
ドルが最大ですが人民元は 8 位か 9 位で、ほんの僅かです。基軸通貨になるか？との質問です
が、今は基軸通貨になろうとする準備もしていないので 2049 年までになるのは、かなり怪しい
と思います。外国人が人民元で預金したり投資することが難しく、使い勝手が非常に悪いのが現
状です。結局中国が資本市場の開放を行なわない限り基軸通貨にはなれないと思います。ちなみ
に日本円は米ドル、ユーロに次いで世界 3 位の位置にありますが、人民元は日本円と比べても
基軸通貨になるには準備がまだ足りないと思います。
Q：① 先ほど「中国製造 2025」の数値目標の説明を受けましたが、製造業における R&D 費/収入
の値が 2015 年：0.95％、2020 年：1.26％、2025 年：1.68％と書いてありますが、この数値は
非常に少なく新製品の開発は難しいと思いますが、如何でしょうか？
② 「中国製造 2025 重点領域技術ロードマップ」で IC の国産化率が 2020 年：49%、
2025 年：75%になっていますが、5 年で 26%も国産化率を上げるのはあり得ないと思います
が、この数字は正確なものですか？ 国策としての強制的な数字ですか？
A：非常に専門的な質問です。①の質問の回答としては、この疑問は言われる通りですが、中国の
統計データはこの通りの値です。中国の製造業の売り上げに占める R&D 費は非常に低く出てい
ます。しかし国全体で見ると GDP に対する R&D 費は 2%を超えていて、大学や研究所がかな
り支出しています。
②の質問ですが、提示したスライドは誤っていて 2030 年に 75%でした。それにしても IC の国
内シェアを 10 年間で 26%も上げられるわけがないと思います。IC は国際的な取り決めで関税
を課すことができないので、このような目標を立ててもそれを実現する手段はありません。
Q：アメリカと諜報活動を同じにしている「ファイブアイズ」はどのような国がありますか？
A：UKUSA 協定と呼ばれる諜報に関する協定を結んでいる国で、アメリカ、オーストラリア、ニ
ュージーランド、カナダ、イギリスがあり、日本や韓国は含まれていません。
Q：本日の講義で「国産化率」
「技術ロードマップ」の話がありましたが、中国国内で国産化率を
高める手法は具体的にありますか？
A：国産化率を高める具体的な手段は今では殆どありません。ここに書いてあるものは努力目標
で、具体的な手法はありません。もしあったとすれば WTO 違反になります。かつては関税率
を国産化率に応じて変えるとかありましたが、2001 年に中国が WTO に加盟してから使えなく
なりました。その後国産化率を高める方法としては、中国政府が隠れて実施しているのは、投資
を認可する時に部品の国内での手配を求めることです。例えばテスラモーターが中国に新工場を
建てる時には中国政府の認可が必要になりますが、その時に自動車の各パーツをどこから入手す
るか申請書に書かせます。中国国内で調達しないで全部輸入するなんて書いたら工場設立の認可
は取れません。このような規制が国産化率を高める方法となります。
Q：今日の講義を聞いて中国の進歩の速さに驚くばかりですが、このまま中国が進んで「中国製造
2025」を実現して世界の覇権を取れるような技術力を持っているのでしょうか？ 今回のアメ
リカの中国に対する規制が世界の平和に有効ではないかと思っています。
A：先ほど説明しましたが 2049 年中国誕生 100 周年には“決勝に残れるようになりたい”という
のが目標ですが、技術力はあると思います。その理由はまず大学卒業生の数が 600 万人/年で
す。単純にいえば、研究開発に参加できる人数がアメリカの 2 倍います。そのマンパワーを生
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かしてファーウェイの様な会社が出てくるのは必然だと思います。また 14 億人の人口を抱える
国内市場があります。アメリカ市場から締め出されても充分な国内市場があります。
技術の発展が世界平和にとって悪いことだとは思いません。むしろ禁輸こそが世界平和を乱す
ものだと思います。覇権国であるアメリカに中国がこれから挑戦しようとしていて世界が不安定
化しつつあるという点には同意しますが、このような状態を平和裏に解決する知恵が必要だと思
います。
中国は高速道路上で前を走っているアメリカ車を煽り運転しているトラックのようなもので
す。中国は自らを発展途上国だと自認しており、先進国に追いすがるのは当然だと思っているの
で、自分の煽り運転がアメリカに脅威を与えるという自覚が十分ではありません。私は中国の化
学技術発展には大いに賛成し期待もしておりますが、先進国と同じ技術の道筋で差を詰めていこ
うとする「技術ロードマップ」みたいな路線には賛成できません。中国トラックは車線変更をす
べきです。先進国とは違った独創的な技術のアプローチによってより大きな市場を獲得し、先進
国を追い抜いていくのであれば先進国も納得できるのではないでしょうか。
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