
“the United States of America has adopted a new approach 

to China. We seek a relationship grounded in fairness, 

reciprocity, and respect for sovereignty, and we have taken 

strong and swift action to achieve that goal.” 

“Previous administrations made this choice in the hope that 

freedom in China would expand in all forms – not just 

economically, but politically, with a newfound respect for 

classical liberal principles, private property, religious 

freedom, and the entire family of human rights… but that 

hope has gone unfulfilled.” 

“China now spends as much on its military as the rest of Asia 

combined, and Beijing has prioritized capabilities to erode 

America’s military advantages – on land, at sea, in the air, and in 

space. China wants nothing less than to push the United States 

of America from the Western Pacific and attempt to prevent us 

from coming to the aid of our allies.” 

“through the “Made in China 2025” plan, the Communist Party 

has set its sights on controlling 90% of the world’s most 

advanced industries, including robotics, biotechnology, and 

artificial intelligence. ” 

ペンス副大統領演説：「戦略的競争」の政治宣言 

Vice President Mike Pence's Remarks on the Administration's Policy Towards China (2018.10.4) 
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• 【原理】戦略的競争の原理は、安全保障、経済、政治基盤の優位性を保つため、台頭する競争相

手国のパワーの基盤を揺るがし、資源を競争劣位な分野に浪費させ、拡張政策のコストを賦課する

ことなどにより長期的競争を勝ち抜くこと(Mahnken, 2012)。 

• 【背景】伝統的パワー領域における優位性概念の相対化（cf.プロダクトサイクル理論・後発者利

益論）と新領域導入による競争条件の変革（cf.オフセット戦略）。 

• 【手段】彼我の軍事・経済・技術・財政のポートフォリオを比較し、競争相手の得意分野での占

有を防ぎ、不得意・不採算分野での投資を強いて競争体力を奪い、その間に次世代技術をリードす

ることにより競争空間を変化させ、時間を味方につける(cf. 企業の競争戦略<competitive 

strategy>にも通底する)。 

• 【安全保障領域】中国の空海軍力の近代化により米国の一方的優位が相対化。しかし潜水艦を中

心とする水中戦や、電子戦領域における優位、宇宙、サイバー、無人兵器、指向性エネルギー兵器

などの新領域を組み合わせたマルチ・ドメインの戦闘領域を確立することにより、中国に多大なコ

ストを強いる競争を強いる。（cf. 米NSS2017/NDS2018/NPR2018/BMDR2019） 

• 【経済領域】自由で開かれた経済秩序が国家資本主義を背景とした中国の経済的台頭を放任した

という強い危惧がある。より強い政策介入で米中貿易不均衡を是正し、次世代技術に対する中国の

アクセスを制限し、さらに自由で開かれたインド太平洋戦略によって一帯一路構想を牽制(cf. 米国

防授権法2019/CFIUS権限強化/投資(FIRRMA)・輸出規制/政府調達)。 

戦略的競争(strategic competition)の展開  
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戦略的競争：安保・経済…時間かけ相手国を制す 

『読売新聞』（2018年11月26日） 



なぜ米国内で「戦略的競争」論への収斂が起きたのか？ 

2.「中国への期待が損なわれた」という超党派的合意 

Kurt M. Campbell and Ely Ratner, “The China Reckoning: How Beijing Defied American Expectations” 
Foreign Affairs (March/April, 2018) 

“Neither carrots nor sticks have swayed China as predicted. Diplomatic and commercial engagement have 
not brought political and economic openness. Neither U.S. military power nor regional balancing has 
stopped Beijing from seeking to displace core components of the U.S.-led system. And the liberal 
international order has failed to lure or bind China as powerfully as expected. China has instead pursued 
its own course, belying a range of American expectations in the process. “ 

“(China) has restricted market access and forced non-Chinese firms to sign on to joint ventures and share 
technology, while funneling investment and subsidies to state-backed domestic players.” 

Kurt M. Campbell and Ely Ratner, ibid. 

“Sharp power takes advantage of the asymmetry between free and unfree systems. Open, democratic 
systems are rich targets for authoritarian regimes whose commercial activities and political initiatives are 
now regular features of life in democracies. “ 
 

Christopher Walker, “What is ’Sharp Power’?” Journal of Democracy, Vol.29, No.3 (July 2018) 

1. 技術的優位の劣化に対する危機感 

3.（かつて親中派だった）米産業界の中国市場への失望の高まり 

4. 米社会への中国イデオロギーの浸透工作（シャープパワー）への懸念 

軍事的領域： 先端技術（精密誘導兵器・センサー・無人化システム・ナノテクノロジー・AI） 
産業技術の流出：産業基盤の脆弱化（サプライチェーンリスク）・知的所有権問題 
情報通信技術：中国製IT危機のリスク・データ収集と移転・デジタル権威主義 
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米中経済デカップリング：摩擦解消か消耗戦か 

出典：『読売新聞』（2019年5月27日） 
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米中対立の中での日中関係の進展 

出典：『日本経済新聞』（2018年10月27日） 
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米中「戦略的競争」と日本外交 

１．米中「戦略的競争」の基本的構図 

 （１）軍事的な優位をめぐる競争 

   （２）次世代技術・産業・市場をめぐる競争 

   （３）対外的影響力・規範をめぐる競争 

 

２．安全保障領域での「戦略的競争」 

 （１）日米防衛協力の拡大と深化 

   ・「クロスドメイン領域」での優位獲得 

 （２）日本の防衛力整備のハイブリッド化 

   ・積極拒否戦略の採用・新技術の導入 

 

３．経済領域での「戦略的競争」 

 （１）ハイテク技術の投資制限のあり方（米モデル？英モデル？） 

 （２）米関税引き上げ・投資規制 → 日中貿易・投資関係は？ 

 （３）一帯一路（BRI）とインド太平洋戦略 →「第3国市場協力」の成否 


