
米中新冷戦の中での日本企業の生き残り戦略

2020年10月6日

日中経済協会専務理事

東京工業大学特任教授

杉田定大
11



日中経済協会の活動

第45回日中経済協会合同訪中ミッション
（北京 ２０１９．９）

第１回日中第三国市場協力フォーラム
（北京 ２０１８.１０）

•第14回日中省エネルギー環境総
合フォーラム（東京 ２０１９．１２）
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1、はじめに
世界を俯瞰した日米中関係

44



日中関係・国際政治関連スケジュール

9月1４・17
日

自民党総裁選・国会招集

9月26日～10
月5日

北京モーターショー（4月から延期）

10月1日～10
月8日

中国：休日（国慶節）

11月5～10日 中国国際輸入博覧会（上海）

11月11日
中国：独身の日（アリババなど年間最大
の電子商取引セール）

12月 中国：中央経済工作会議

《日中関係》 《国際政治経済関係》

２
０
２
０
年

3月5日から 中国：全人代

7月23日～ 日本：東京オリンピック

9月末 日本：自民党総裁の任期満了

２
０
２
１
年

2月4日～2月
20日

中国：北京（冬季）オリンピック

未定 G7サミット（米国）ロシア・インド・韓国招待

9月22日から 第75回国連総会（米国・ニューヨーク）

10月15～16
日

G20財務金融会合（米国・ワシントン）

10月中 IMFが世界経済見通し発表

11月3日 米国：大統領選挙

11月8日～11
月9日

アジア太平洋経済協力会議【APEC】 閣僚会議
（マレーシア・クアラルンプール）

11月12日
アジア太平洋経済協力会議【APEC】 首脳会議
（マレーシア・クアラルンプール）

11月11日 東アジアサミット（ベトナム）

11月21日～
11月22日

G20サミット（サウジアラビア・リヤド）

２
０
２
０
年

2021年1月20日 米国大統領就任式
2
1
年

2
2
年 5



日米中をめぐる経済・政治・安全保障（右下写真：官邸HPより）

アジア太平洋戦略構想（小泉政権）

（ASEAN＋α）FTA 日中韓FTA

TPP RCEP

CPTTP（米国除く） RCEP（インド離脱？）

《 経 済 》 《政治・安全保障》

ASEAN地域ﾌｫｰﾗﾑ（ARF）
・シャングリラ対話

北朝鮮六か国協議（米中露韓日北）

北朝鮮の核開発
（米朝首脳会談）

ウイグル、香港、台湾、
東シナ海・南シナ海をめぐる問題

中国製造2025「一帯一路」政策・AIIB
（習近平政権）

自由で開かれたインド太平洋戦略
（安倍政権）

米中新冷戦・デカップリング
（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ危機）

《経済安全保障》

HUAWEI問題など
（機微技術関連の投資貿易管理強化）

新型コロナウイルス

国際秩序維持のmiddle power諸国連合
（仮称）（日本・豪州・英・仏・AESAN・印など）

APEC（アジア太平洋経済協力） （90年代）

（00年代）

（10年代）

（現在）



Ｇ２ Ｇ２０

冷戦２．０ Ｇゼロ（分裂世界）

7イアンブレマー著「Gゼロの時代」より



【短期リスク】

・コロナ拡大

・異常気象が新たな日常（豪州や加州での山林火災、三峡ダム、アフリカからのバッタ、メコン流域問題など）

• WTOは紛争解決メカニズムの中断

• 金融危機：到来の可能性大→G7やＧ２０の機能不全

• 米国で大統領選挙の混乱

• 各地で領土紛争（印中紛争、南シナ海など）

• 軍拡競争（中距離ミサイル、空母、潜水艦、軍事ドローン）

• 中国の動き（米国債売却、デジタル人民元、ＣＩＰＳ：クロスボーダー人民元決済システムの拡大）

【中長期リスク】

• 世界主要国はコロナ対策のため財政赤字の垂れ流し

• 金融はヘリコプターマネー

• ハイパーインフレの惧れ
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米中を中心としたこれからの世界の動き



米中新冷戦のバトルフィールドの変化
１、トランプイニシアティブの貿易戦争

対中貿易赤字を問題視した保護主義的措置

大豆、トウモロコシなどの中西部の支持者対策

大統領選挙対策

株価や経済には非常に関心

２、米国議会などエスタブリシュ層（共和党・民主党）の米国覇権防衛主義

中国の夢（米国にとって代わって世界ナンバーワン強国）を危険視

中国の軍備拡張、海外進出、量子・バイオ・宇宙・サイバーなどの最先端技術に

懸念

ペンタゴンでは中国の先進技術、特にＨUAＷＥＩ ５Ｇ、軍事ドローンなどの軍事標準

の独占に憂慮
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最近のトランプ政権幹部の発言

２０２０年７月 ポンペオ国務長官演説

中国共産党と自由民主主義国家を明確に対比させ、自由主義世界は

独裁体制に対し勝利しなければならない。

従来の関与政策は失敗。

自由主義の同盟・有志国が立ち上がって、中国の姿勢を変えるべき。

香港ウイグルの人権問題や、知財権の窃盗、南シナ海の領有の拡大、様々の
国際約束の破棄などを列挙し、中国の指導者の言葉ではなく行動を見て判断。

「信ずるな確認もせよ」の精神を貫き、中国に対して、公平性と相互主義性を求
める。
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クリーンネットワーク構想
（ポンペオ2020年8月5日発表）
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01.クリーンキャリア
中国の「信頼できない通信キャリア」をアメリカの通信ネットワークに接続させない
02.クリーンストア
アメリカのアプリストアから中国製などの「信頼できないアプリ」の排除
03.クリーンアップス
ファーウェイなど「信頼できない中国のスマホメーカー」の製品で、アメリカ製アプ
リを利用できなくさせる
04.クリーンクラウド
アリババ、バイドゥ、テンセントなどの中国企業が、アメリカのクラウドにアクセス
するのを防ぐ
05.クリーンケーブル
中国と各国のインターネットを繋げる海底ケーブルが、中国共産党の情報収集に使わ
れないようにする
06.クリーンパス

TikTokなどの中国製のスマホアプリを利用できなくするほか、中
国企業のクラウド事業を制限したい考え。

出典：米国　国務省HPより



Build Back  Better Plan
(経済復興計画：バイデン公約）
• 新型コロナウイルスのパンデミックの影響を受けた米国経済のリセッション
からの回復のための広範な計画（F・ルーズベルトの雇用政策がモデル）重
点4分野（インフラ、クリーンエネルギー、人種間の公平性促進、保育介護
サービス）にわたり、米国製品の購入拡大と製造業雇用の創出（５００万
人）に少なくとも7千億ドルを投入

• 研究開発に3千億ドル

• 気候変動対策として、米国として２050年までに温室効果ガスゼロを目指す。
グリーンニューディール政策として２０３５年までに１００％クリーン電力
基準の設定、４年間で２兆ドル規模のクリーンエネルギー投資を実施

• ガソリン車からEV、HRV、FCVなどの新エネ車への早期切り替えのための
金券配布と充電施設整備

（9月22日国連総会で習近平は中国が国内ＣＯ²排出量を2030年までに減少に
転じさせ、2060年までに実質ゼロ：カーボンニュートラルを目指す旨発表）

・中国については不公平な環境対策や商慣行の責任取らせるべき。ただし一
方的な制裁関税を課すのではなくほかの民主国家と連携し中国が「とても無
視することができない国際的な連立体制」を構築することを提案
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現代の米中のPower Transition の推移
アイゼンハワー：サンフランシスコ体制（ＳＥＡＴＯ：反共）

反中、親台湾

ケネディ・ジョンソン：ベトナム戦争一方でソ連圏から離脱し

た中国が軍事的脅威とならず、比較的親中

ニクソン：キッシンジャーの電撃訪中（1972・2）親中外交

を展開（田中角栄首相が日中国交回復1972）

カーター：中国の人権問題には寛容。米中関係良好。議会は超党派で台湾関係法制定。

レーガン：天安門事件（１９８９）中国の人権弾圧批判、終始慎重な対応。関

政策は継続、最恵国待遇も延長。

クリントン：成長するアジア市場に注目、ＡＰＥＣ。特に、中国とは建設的で戦略的なパートナー

シップ関係構築 天安門事件以降の初めての訪中も実現

オバマ： 引き続き中国関与政策を展開、中国ＷＴＯ加盟に協力。当初、Ｇ2体制といわれる

ほど関与を強めたが、後半では南シナ海問題もあり、対中封じ込めといわれるまで

に強行政策に出た。

トランプ：新米中冷戦、対中強硬路線。南シナ海問題、知財の窃盗、Huawei/5Gなど。
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米国の制裁の更なる強化
• 個人の資産凍結

（米国財務省は８月7日、声明を発表し、香港政府のトップ林鄭月娥行政長官や香港警察のトップなど香港政
府の幹部に加えて、中国政府で香港の問題を担当する香港マカオ事務弁公室のトップ夏宝竜主任ら中国政府の
高官など、あわせて11人に対しアメリカ国内の資産を凍結する制裁を科した）

中国共産党幹部の資産凍結を米国の共和党の一部から主張。

• 制裁対象の企業・大学に対するソフトウエア使用規制

（論文数理解析ソフトのMATLAB がハルピン工科大学などで最近使用できなくなっている）

・9月25日、中国半導体製造企業SMIC（中芯国際集成電路製造）に対する制裁

軍事エンドユースへの転用の容認しがたいリスクがあるため、SMICおよびその子会社への一定品目の輸出、
再輸出、国内取引につきBISの事前許可取得を要する旨通知

・南シナ海や一帯一路関連などの地域開発企業への制裁

米国商務省は南シナ海開発にかかわる交通建設集団（通信関連企業グループ）、カンボジア地域開発にかか
わる優聯集団（総合不動産業）をＥＬリスト、SDNリストに8月、9月にそれぞれ立て続けに掲載。

・中国政府系軍民融合企業・大学への制裁

・米国の香港自治法の成立（2020年7月14日）、これを受けて本法に基づく制裁対象者と取引がある企業や外
国金融機関に対する二次制裁が90日後に発表されることが見込まれる。
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２．中国の政治・経済
の最近の動き

1515



中国政治概況
◆中国共産党全国代表大会は5年に1度。2017年10月～第19期）

政治局

常務委員

政治局委員

中央委員 204 人

中央候補委員172 人

中国共産党員 8,944万7,000人

16

中国共産党中央委員会 総書記1人

中国国民 13億9,008万人

7人

25人



◆17年10月～中国共産党新指導部のプロフィール◆
第19期中国共産党中央政治局常務委員

習近平 李克強 栗戦書 汪洋 王滬寧 趙楽際 韓正

総書記
国家主席
軍事委主席

国務院
総理

全人代
委員長※

全国政協
主席※

中国共産
党中央書
記処書記

中央規律検
査委書記

国務院常
務副総理
※

1953年6月生。
清華大学。
原籍陝西省。
河北省正定県
書記、福建省
長、浙江省書
記、上海市書
記、中央書記
処書記、国家
副主席等歴任

55年7月生。
北京大学。
原籍安徽省。
共青団中央
書記処書記、
河南省書記、
遼寧省書記、
国務院副総
理等

50年8月生。
河北師範大。
原籍河北省。
共青団河北
省書記、西
安市書記、
黒龍江省長、
貴州省書記、
中央弁公庁
主任等

55年3月生。中
央党校。原籍
安徽省。共青
団安徽省副書
記、安徽副省
長、国計委副
主任、重慶市
書記、広東省
書記、国務院
副総理等

55年10月生。
復旦大学。
原籍山東省。
復旦大学法
学院長、中
央政策研究
室主任等

57年3月生。
北京大学。原
籍陝西省。青
海省商業庁
長、青海省書
記、陝西省書
記、中央組織
部長等

54年4月生。
華東師範大。
原籍浙江省。
共青団上海
市書記、上海
市長、上海市
書記等

17

３．中国政治概況

（※18年3月第13期全人代決定により新任）

（写真は中国共産党新聞網、略歴は日中経済協会『中国経済データハンドブック』から）

http://cpc.people.com.cn/xijinping/
http://cpc.people.com.cn/likeqiang/
http://cpc.people.com.cn/n1/2017/1025/c414940-29608805.html
http://cpc.people.com.cn/n1/2017/1025/c414940-29608807.html
http://cpc.people.com.cn/n1/2017/1025/c414940-29608808.html
http://cpc.people.com.cn/n1/2017/1025/c414940-29608809.html
http://cpc.people.com.cn/n1/2017/1025/c414940-29608810.html


◆1８年３月～中国国務院の新指導部プロフィール◆

李克強 韓正 孫春蘭 胡春華 劉鶴

国務院総理 国務院常務
副総理※

国務院副総理
※

国務院副総理
※

国務院副総理※

55年7月生。
北京大学。
原籍安徽省。
共青団中央書記
処書記、河南省
書記、遼寧省書
記、国務院副総
理、第19期中央
政治局常務委員
等歴任

54年4月生。
華東師範大学。
原籍浙江省。共
青団上海市書記、
上海市長、上海
市書記、第19期
中央政治局常務
委員等

50年5月生。
中央党校研究生。
原籍河北省。遼寧
廠総工会主席、遼
寧省副書記、大連
市書記、福建省書
記、天津市書記、
中央統戦部長、第
19期中央政治局
委員等

63年4月生。
北京大学。
原籍湖北省。共青
団中央書記処書記、
チベット自治区常務
副主席、河北省長、
内モンゴル自治区
書記、広東省書記、
第19期中央政治局
委員等

52年1月生。
中国人民大学。
原籍北京市。国家信
息中心主任、国務院
発展研究中心副主任、
中央財経指導小組弁
公室主任、国家発改
委副主任、第19期中
央政治局委員等

18

３．中国政治概況

（※18年3月第13期全人代決定により新任）

（写真は中国共産党新聞網、略歴は日中経済協会『中国経済データハンドブック』及び中国政府資料等から）

http://cpc.people.com.cn/likeqiang/
http://cpc.people.com.cn/n1/2017/1025/c414940-29608810.html


重大な金融リスク
の防止・解消

新型コロナ
ウイルス問題

香港・ウイグル・台湾
問題

貧困対策
環境汚染
対策

「三大難関攻略戦」

中国国内の「ざわつき」の背景

内外に山積する問題への不満、将来への不安の拡大

（鳳凰網） 1919



習近平と李克強のスタンスの隔たり

・習近平

国進民退をベースとした公共事業により内需拡大志向（量的拡大）
双循環（国内大循環を基軸として国内と国際の２循環の相互促進）

2020年までに小康社会の実現（貧困撲滅）、露天ビジネスに対して公
安の厳しい取締り

・李克強

規制改革や外資導入、イノベーションによるニューエコノミーや民営
企業家の育成などを通じた民間中心の内需拡大・小康社会の実現、
インフラの質の向上。

貧富の差を認める（多くの農家収入は月千元にも満たない）。露天ビ
ジネスに寛容政策
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中国経済の四重苦

１、投資バブル期の後のバランスシート調整局面
２００９年から１１年間で８千兆円相当の投資

金融債務の膨張（開発金融、PPPなどのリスクコントロールされていない採算の取れない投資など）

暗黙の保証の崩壊（地方政府系企業のデフォルト増加、地方中小銀行資金調達が破綻）

2、構造調整局面 国進民退 混合所有制
民営企業家の苦難 公私合営（マルクスレーニン礼賛、民営企業に不良公営企業の買い取り）

巨大な過剰生産能力、ニューエコノミ－の減退惧れ（税収で５割、GDPで６割、都市雇用創出で８割の民営企業の失望）

３、米中経済冷戦
第一段階合意は暫定的、輸入目標未達の際の紛争再燃の可能性大、戦狼外交の失敗

米国議会はHAUWEIなど先進企業、軍民融合に警戒、香港、ウイグル台湾問題一層厳しい姿勢

４、新型コロナウイルス対応

さらなる危機 バッタの猛威、三峡ダムの崩落、ペストの発生
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３、HUAWEIを中心とし
た米中新冷戦
の最前線
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輸出管理強化
（エマージングテクノロ
ジーの管理強化）

＜2019年度国防授権法（National Defense Authorization Act 2019）＞

⚫ 2018年8月13日、国防省に対し予算権限を与える国防授権法が成立。
⚫ 広範な機微技術管理の強化策が盛り込まれている

米国における機微技術管理の強化 〔全体像〕

投資管理強化
（FIRRMA法）

総額7160億ドル
の国防予算

✓ 過去９年間で最大規模

✓ 最先端技術のR&Dを推進
（AI、量子技術、超音速、宇宙、
サイバー、指向性エネルギー等）

政府調達等の制限

✓ ZTE、ファーウェイの通信関連製品等の調
達・使用を制限

〔国防授権法に盛り込まれた主な内容〕

サイバーセキュリティ強化

✓ 防衛産業上重要な中小企業・大学向け
支援の強化
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⚫ 民生技術が技術革新を主導する中、経済安全保障は国家安全保障であるという考え方
のもと、米国は、軍事転用可能性という伝統的な理由を越えた範囲の技術を管理対象と
することを検討している。

3-1-3．米国の機微技術管理対象の拡大

国際輸出管理レジームの規制品目

製品化された技術

■軍事専用品

■デュアルユース品
- 軍事・民生の両方に利用可能なハイスペック品

軍
事
転
用
可
能
性

製品化度

:米国が検討中の規制拡大

■エマージング技術
- ベンチャー、大学、スタートアップが
保有するような技術も対象に

⇒輸出・投資規制へ追加 ■基盤技術
- 防衛産業の生産基盤となる技術
（半導体等？）

⇒輸出・投資規制へ追加

高

高

低

低 2424



• 米国では、輸出管理改革法(ECRA: Export Control Reform Act)及びその下部規則である
輸出管理規則(EAR: Export Administration Regulations)に基づいて、商務省産業安全保
障局(BIS)がデュアルユース品目（EAR品目）の輸出審査を実施。

• EAR品目については、①米国からの輸出に加えて、②米国から一旦輸出された後輸入国
から再び輸出（再輸出）される場合、商務省BISの輸出審査を受けることとなる。

• 但し、輸出・再輸出については複数の例外規定あり。

法体系：
- 輸出管理改革法 (ECRA)
- 輸出管理規則 (EAR)

規制当局：商務省産業安全保障局(BIS）

規制品目：商務省規制リスト(CCL)

罰則：
（刑事罰）100万ドル以下の罰金または20年以

下の懲役・禁固
（民事罰）30万ドル以下又は取引額の2倍のいず

れか高額の罰金
（行政罰）取引禁止処分等

米国ﾃﾞｭｱﾙﾕｰﾙ品目の輸出管理制度

• 再輸出時のデミニミス
米国原産品の組み込み比率が、原則、以下の

場合は許可不要。
- テロ支援国家等：10%未満
- それ以外：25%未満

• 少額特例（上限額は品目ごとに異なる）

• 友好国向け例外(G7, 豪NZ印ﾏﾚｰｼｱ等)

• 民生用途向け例外
• 暗号例外（BISへの事前申請が条件）
※「貨物」、「国」及び「規制理由」で適用できる例外が異

なる点留意が必要。

EARの許可例外の例

米国再輸出規制について
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⚫ 米国は、AI、量子技術などのエマージング・基盤技術（emerging and foundational 
technologies）の輸出管理を強化する方向。予め規制対象候補となる技術分野を公表し、パブ
リックコメント等を経て、規制内容が確定すれば、それは投資管理にも反映される予定。

米国の輸出規制強化（ECRA）

• 現在、商務省を中心に、エマージング・基盤技術を特定
する作業を実施中。

⇒エマージング技術について、2018年11月19日から
2019年1月10日の期間、産業界等からの意見を求める
ためのパブリックコメントを実施。

⇒基盤技術についても、今後、同様のパブリックコメントが実
施される見込み。

• 米国が独自に規制を実施(商務省)
• 並行して、国際輸出管理レジームへの提案(国

務省)

• 輸出規制の対象となったエマージング・基盤技
術は、CFIUSの審査対象へ。

【米国のエマージング技術規制に向けてのアクション】

エマージング・基盤技術の特定

投資管理(CFIUS)の適用

輸出管理の適用

【要求事項】 ※2019年国防授権法SEC.1758(a)

⚫ 米国の国家安全保障に不可欠(essential to the national security)な技術であること。
⚫ 他の規定により規制対象となる機微技術(critical technologies)ではないこと。
⚫ 政府部内だけでなく、一般に入手可能な情報を含む複数の情報ソースに基づくこと。
⚫ 外国における開発状況（foreign availability）を考慮すること。
⚫ 米国内における開発への影響を考慮すること。
⚫ 外国への技術の拡散を制限するとの観点から効果的であること。
⚫ 多国間輸出管理レジームの規制リストへの追加を提案すること。 2626



⚫ 2018年11月19日、商務省及び関係省庁が、エマージング技術の特定作業の一環として、米国の
安全保障と産業競争力の両立を目的に、産業界等のステークホルダーから、14の技術分野について、
以下の7つの観点に関する意見を募集。

エマージング技術特定

■実施期間
• 2018年11月19日から2019年1月10日まで実施。

■14の技術分野（詳細は次ページ）

(1)  バイオテクノロジー
(2)  ＡＩ・機械学習
(3)  測位技術(Position, Navigation, and Timing)

(4)  マイクロプロセッサー
(5)  先進コンピューティング
(6)  データ分析
(7)  量子情報・量子センシング技術

(8)  補給関連技術
(9) 付加製造技術(3Dプリンタ等)

(10) ロボティクス
(11) ブレインコンピュータインターフェース
(12) 極超音速
(13) 先端材料
(14) 先進セキュリティ技術(advanced surveillance)

■7つの観点

※基盤技術については、別途パブリックコメントが行われる。

① 将来的に技術の特定を容易にするため、如何にエマージング技術を定義するか
② 上記技術分野について、米国の安全保障にとって重要となる技術を特定するクライテリア
③ それら技術を特定する情報源
④ 米国の国家安全保障にとって重要なエマージング技術を特定するのに調査すべきその他の技術分野
⑤ これら技術の米国内及び他国における開発状況
⑥ 特定のエマージング技術の管理が米国の技術リーダーシップにもたらす影響
⑦ 米国の国家安全保障にとって重要なエマージング技術を特定するその他のアプローチ

(e.g. 技術の発展や成熟の度合い)

※EAR §734.8に記載される基礎研究に関する技術等は引き続き管理対象外。
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HUAWEIの制裁強化の推移
①国防権限法 2019 による中国製通信・監視機器等の政府調達禁止（18/8。
19/8 から第一段階施行。20/8 から第二段階施行）

②イラン制裁違反及び企業機密窃取容疑で孟晩秋副社長起訴（19/1）

③ Entity List 掲載により禁輸対象（輸出・再輸出、同一国内移転の禁止）子会社
含め 69 社（19/5）＋46 社（19/8）

④補助金受けている国内通信事業者のファーウェイ等製品の利用禁止（FCC：
19/11）。 「安全で信頼出来る通信ネットワーク法」施行で既存設備の交換義務
＋補助金交付（20/4）

⑤大統領令（19/5）に基づき、米国内民間取引においても情報通信サプライ
チェーンからの「米国敵対者」（ファーウェイ等を念頭）の製品・サービス排除
（19/12 施行）

⑥ファーウェイ制裁緩和の議会承認義務付け（国防権限法 2020。19/12）
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⑦北朝鮮制裁違反、RICO 法違反、企業機密窃取の容疑で追起訴（20/2）

RICO 法（威力脅迫及び腐敗組織に関する連邦法）違反を含む 16 の罪で追起訴

⑧ Entity List 掲載後の「一時的一般許可」の更新打ち切り可能性の告知（20/5）※8 
月 13 日に失効。

⑨国防権限法 1999 に基づき、「中国軍に所有又は管理されている」中国企業 20 社
のリストに掲載（20/6）
4 月末に新規導入が公表された「対中軍事エンドユーザー規制」における「軍事エンドユーザー」と位
置づけた

「軍事エンドユーザー」の定義⇒「軍機関、諜報・偵察機関等に加えて、「軍事エンドユースの支援を
目的とした活動又は機能を担うあらゆる個人・機関」）

⑩ファーウェイ向け直接製品規制の拡大（20年5月）

ⅰ、 Entity List 掲載のファーウェイとその関連会社の設計等の技術

ⅱ、米国原産の技術等を使って製造した機器を使って生産した半導体等を、

ⅲ、ファーウェイとその関連会社に供給すること

を禁止する

⑪ファーウェイへの直接製品規制の拡大適用の強化（20 年 8 月）

5月の規制のⅰの要件を外した
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米国商務省BISに対する日米台湾企業の対応

商務省産業安全保障局（BIS）の認可が得られれば、規制品の輸出も許可される。米AMD、インテルが製
造するパソコン、サーバー用のCPUはファーウェイ向けの輸出許可が出たことが明らかとなっている。制裁
によって窮地に追い込まれたファーウェイだが、パソコン・サーバー向けの基幹部品は確保された。

スマートフォン向けでも台湾メディアテックがSoC（システム・オン・チップ）の輸出認可を申請していることを
表明している。また、報道では米クアルコムも輸出許可を政権に働き掛けているとされる
（ダイヤモンドオンライン10月3日）

商務省が実質的に禁止した中国華為技術（ファーウェイ）向けの半導体製品の供給を巡り、ソニーと半導
体メモリー大手のキオクシア（旧東芝メモリ）が10月3日までに取引再開を申請したことが分かった。両社は
次世代通信規格「5G」機器など米中が競うハイテク製品向けに部品を納めている。米政府が申請を認め
なければ業績下振れの要因にもなりかねない。（日経新聞10月4日）

unsafe:local://corp/?tid=6758&nid=0001213&name=%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%BC


ＳＩＡレポート：米国企業への影響懸念
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中国製アプリへの制裁①：米国大統領令の署名

• 8月6日、トランプ米大統領は、短編動画投稿アプリ「TikTok」を傘
下に置くバイトダンス及び対話アプリ「We-chat」を運営するテンセ
ントとの取引を45日以内に禁止するという内容の大統領令に署名。

• トランプ大統領は「信頼できない」中国製アプリを米国のデジタル
網から排除する取組を強化すると表明。「TikTok」、「We-chat」は
米国民の個人情報に対する「重大な脅威」と認識。

• 大統領令は「国際緊急経済権限法（IEEPA）」が根拠法。同法は制裁
対象に指定した団体などとの米企業や米国民の取引を制限する権限
を政権に認めるもの。

• ロス商務長官は、9月半ばに禁止措置が発効してから対象となる取引
を特定する見通し。

出所：関連報道から適宜抜粋。
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中国製アプリへの制裁②：経緯・背景

• 大統領令署名の背景は、「TikTok」が中国共産党を利する虚偽情報キャン
ペーンに利用される可能性があり、米国は「国家安全を守るため、TikTok
に対して強い措置を取る必要がある」としている。

• また、秋の大統領選挙を控えるトランプ大統領が、米国の有権者に対中強
硬姿勢をアピールするとの見方あり。

• さらに、米国の巨大テクノロジー企業が中国企業を標的としている側面も
あり。7月29日の米国での反トラスト法公聴会でGAFAトップが終結。

• うち、ザッカーバーグCEOは「中国からインターネットへの脅威」を強調
し、「TikTok」を名指し。中国テクノロジー企業の象徴が人気アプリ
「TikTok」であり、標的になった可能性あり。

⇒しかし、根拠や具体的な内容、影響も正当性も不明のまま。

⇒今後、対象がアリババやウェイボーなどに拡大すると、日本を含む世界
経済に大きな影響が出る可能性があり、要注視。

出所：関連報道から適宜抜粋。
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ウイグル人権法案関連
（１）同人権法案は昨年末に下院を可決したが、その後米中関
係を配慮したのか上院では保留されている。そんな中で先週、
ルビオ議員を委員長とする米国議会の行政委員会（超党派で構
成）は関連の報告書を提出した。内容は、中国国内にある複数
の企業がウイグル人を強制的に労働させており、これが人権侵
害にあたると指摘したものである。

（２）関連で豪州戦略政策研究所（ASPI）は、今月初旬にさら
に詳細な報告書を発表した。内容は米国の委員会と同じだが、
８０社程度が指摘されており、その中には三菱電機、日立など
の日本の大手企業が複数以上含まれている。今後、米国との連
携もありうるので注意が必要。

（３）仮に米国で関連の法案が可決されれば、関連の企業との取引を禁止
するなどが想定される。
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在ウイグル企業
のサプライ
チェーンの事例
（ASPIレポートよ
り抜粋）
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日系企業のセキュリティクリアランスの強化

• 貿易投資管理の強化

• Ｅ－discovery (デジタル改ざん防止）

• 人権DueDeligence（サプライチェーンの不当労働排除）

• ESG投資の機関投資家には、企業の安全保障政策の理解度が重要な判断基準になる

• NVD(National Vulnerability Database)に登録義務付け法案（2017年米国上院において提出、制定
に向けた動きあり。米国連邦政府が調達するすでてのIOT製品の脆弱性に関する情報登録の義務付
け）NVDはNIST（米国立標準技術研究所）が運営、企業が新製品市場投入の際にその製品の脆弱
性を認め、修正や機能追加を行う修正ソフトであるパッチ開発などの完了結果を開示情報として登
録。

• この脆弱性情報をZERODAY情報と呼び、この情報へのアクセス権は管理者SC資格者（security
clearance) のみに限定

• NVD法案はZERODAY 情報を含む脆弱性情報につき3つの法的義務を課す

①米国政府購入のIOT製品の脆弱性情報登録の義務化

②IOT製品の政府調達納入業者にはIOT製品の脆弱性の有無をNVDで事前確認義務化

③ZERODAY情報の発見の際の迅速登録

36



米国SC（セキュリティ・クリアランス）制度

• 米国における重要な機密情報漏洩防止、機密情報を悪用しない人物である
ことを国が証明する信用資格制度。

• 取得に当たっては犯罪歴、麻薬使用歴、財務状態など多様な評価項目で分
析され、機密レベルによりアクセス権をランク分け。

（2016年時点で人口の１.３％の約400万人）本制度の資格者政府関係者の
みならず民間企業就労者からなり、英国、仏、西、伊、豪州、NZ、 加、韓
国に在住。日本の民間企業にはいない。

日本の民間企業はNVDにアクセスすることが不可能になる可能性が高い。

・日本では2014年12月から特定秘密保護法が施行されているが、特定秘密
を扱う人材のバックグランドチェックの適正評価は行われ7が、あくまで国
家機密指定の特定秘密に限られる（行政機関の職員に限定、98％が公務員、
１0万人以下）

37



SC制度がないために自動走行やスマート
メーターなど電力のIOT化などで不利になる

• 自動運転に対するサイバー攻撃防御（AI、地図情報、画像解析技術
など）ZERODAY情報などがテスラやGMには開示されるがシリコン
バレーに出入りしていても日本企業には開示されない可能性が大

• 電力プラント停止やスマートメーターに対するサイバー攻撃
（2017年プエルトリコで400億円の電力料金徴収漏れが生じた）
• エコノミック・ステートクラフト（ES)の攻勢によりサイバー攻撃
の情報量の欠如をついて、販売規制や流通規制の強化要求をSC制度
保有国から仕掛けてくる可能性もある

• 企業の経営資源としてのインテリジェンス情報が競争力優位を持つ
• 米国では人物調査などSCの登録に年間1兆円を消費、豪州ではSC資
格保有が企業の競争力強化につながるとして取得費用は企業負担に
なっている。
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軍民融合
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中国版輸出管理法案

•中国商務省は、中国版輸出管理法案を作成提示

中国企業の利益を害し、信頼できないとみなされる外国企業、団体、個
人のブラックリスト案を作成する

HUAWEI事実上の排除措置に対する対抗措置とみられ

（想定される企業の要件）

米国を念頭に「一部の外国が市場のルールに反して中国企業を差別し
て封鎖するなど中国の安全と利益に危害を与えていると主張 具体的に
は反ダンピング法や国家安全法など国内法を根拠に中国企業に損害を
与えたり、中国に安全保障上の脅威を与えるなどを想定
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信頼できない企業リスト

①米国による中国企業への規制・制裁に対抗するものとして、２０19年6月
以来作成が検討されてきたものが、いよいよ具体化するもの（対象は米国
企業に限定されず）。

②米国のEntity Listや制裁に従って対中取引を制限すれば、中国側の制
裁を受けることになり、「踏み絵」「股裂き」局面に直面する可能性が顕在化。

③政府系メディア「環球時報」は、本リスト掲載により、中国ビジネスの割合
が高い企業に「懲罰的措置」を与えたり、政治的問題に関わった企業を罰
するべきことを警告しており、政治的対立に企業が巻き込まれる可能性大。

④外商投資促進努力と相容れない対中ビジネスリスクとなる恐れ。
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• 環球時報（20/5/16）では、「政府に近い専門家」の談として、ファーウェイ
に関する再輸出規制強化に対抗して、クアルコムやシスコ、アップル、
ボーイング等の中国市場での収益割合が大きい米国企業に対して、「信
頼できないエンティティ・リスト」を活用して、痛みを感じさせる「懲罰的措
置」（＝「核爆弾」）を実施することに言及している。

• 更に、リスト制度施行の発表直後の環球時報（20/9/21）では、HSBCと
FedExに言及し、リスト掲載の可能性が高いとしている。HSBCの掲載理
由については、過去の不正送金疑惑（報じられた「フィンセン（FinCEN）
文書」に記載されているマネロン疑惑を指していると思われる）とともに、
「ファーウェイのCFOの逮捕を支援した」ことを指摘している。



米中冷戦関係からのビジネスリスクの留意点
（CISTEC作成)

• 米国の対中強硬姿勢は政府、議会を問わないのが現状。しかし、いつまで続くか？

• この５－６年で激変した中国ビジネスの環境と新たなリスク

• 軍民融合への警戒の必要性人や人権問題への波及に留意する必要性

• Entity list掲載企業の増加、直接製品規制の拡大の直接間接の影響、DPL・SDN掲載企業

• 中国軍に所有または管理されている中国企業リストの扱い

• 国防授権法２０１９による政府調達規制の影響の可能性重大

• 経済活動の大前提が崩れる可能性（①香港関連での貿易金融面での影響、②台湾・東シナ
海・南シナ海）

• 外国金融機関への米国二次制裁による影響（香港、北朝鮮）

• 米中双方からの踏み絵・股裂きに直面する可能性

• 中国のエコノミックステートクラフトの影響

• 大学研究機関における影響

• 欧州、豪州、加、印などでの中国との緊張の動き

• コロナ関連で対中賠償請求の動き
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日本企業の方々へのアドバイス
• 米国対中制裁はハイテク分野だけでなくローテク分野や港湾など地域開
発関連企業も対象

• 米国企業との共同研究開発や米国の政府調達にかかわる場合にはセキュ
リティクリアランスの導入が必須

• EUなどでも人権侵害に関する規制・制裁導入が検討されている
• 中国から輸出管理法や信頼できない企業リストに基づき制裁を受ける可
能性がある

• 軍事エンドユース・ユーザー規制として、軍民融合関連の企業や大学と
の関係は要注意

• 日本政府でも先般発表された投資管理の強化のみならず、機微技術等に
関する貿易管理の強化が図られつつある

• 米英加豪州NZ（ファイブアイズ）などの有志国連合での貿易投資管理強
化のフォーラムが検討か？

• 本格的金融制裁がありうるのか（HUAWEIのSDNリスト入り、中国4大
銀行のドル資産凍結など）
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４、日本の機微技術関連
の投資貿易管理
強化の動き
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産業構造審議会安全保障小委員会中間報
告：輸出管理関係（２０１９.１０.０８)
(輸出規制品目の国際合意）

• 軍事転用可能性という観点から、国際輸出管理レジームで合意された品目につ
いて輸出管理を実施してきたが、米国における国際輸出管理レジームの合意を
待たずにエマージング・基盤技術を管理対象に加えることの検討や、欧州におけ
る人権保護を目的とした輸出管理実施の検討など、輸出管理についても欧米諸
国において管理強化の動きがある。こうした動きを踏まえ、我が国の輸出管理の
中長期的課題について議論。

• デジタル技術の飛躍的向上等により、技術の開発スピードが飛躍的に向上する
中で、AIなど軍事利用との区別が難しいが戦略的意義の大きいデュアルユース
技術が隆興。国際輸出管理レジームは全会一致方式であるため、管理品目追加
について、当該レジーム参加国との調整が必要となり最短でも１～２年の時間を
要する上に、最終的に合意に至らないことも考えられる。少数の有志国による国
際合意に準拠する形で我が国の輸出管理対象品目を追加することは可能だが、
さらに国際合意を前提としない独自の輸出管理が必要か否かについても検討。

• また、エマージング・基盤技術のような、まだ明確な定義が難しい発展途上な技術
やあらゆる産業の基盤となる技術に関する輸出管理の在り方が問われる中、基
礎科学研究で得られた成果の輸出管理上の取扱いについて検討。
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出典：経済産業省ホームページ
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5、日中協力
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日中協力
• 電気自動車超急速充電システムの標準化 ＣＨＡＯＪＩ

• 省エネ環境分野の協力

• スタートアップ・ベンチャー協力

• 知財協力

• 非ハイテク分野の第三国市場協力

• 農業・食品加工・観光・コンテンツ分野の協力

• 医療介護分野の協力

• グローバル分野（気候変動枠組や防災、パンデミック対応など）での国際協力
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中国ＦＣＶ政府支援策（2020年9月21日）

• 中国政府は21日、燃料電池車（FCV）の販売補助金制度を撤廃し、中核技術の
開発企業に奨励金を与える制度を導入すると発表した。中国は電気自動車
（EV）の開発で海外勢との激しい競争にさらされている。FCVは普及が遅れるが、
EVと並ぶ戦略的な次世代車と位置づけ、開発競争で主導権確保を狙う。

• 自動車行政を統括する工業情報化省や財政省が同日までに通知を地方政府
に出した。今後、モデル地域を選び、その地域内の企業の技術開発に奨励金を
支給する仕組みだ。

• トヨタ自動車は65%出資するFCVの中国合弁を設立している。トヨタの技術を
ベースとしたFCVのシステムを中国企業と共同開発し、自動車大手に提供する。
今回の措置に外資を規制する説明がなく、新エネルギー車は対外開放分野の
ためトヨタのFCV事業に追い風になる見通しだ。

• 中国政府は2009年にEVの販売補助金制度を導入。メーカーは補助金を利用し
てEVを開発し年約100万台の世界最大市場に押し上げた。一方、FCVは技術的
な難度が高く、累計販売台数は7千台にとどまる。
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商用ＦＣＶ日中連携新会社（2020年6月15日日経）

•日中6社連合での新会社は20年内に設立。トヨタが65%を出資する。
清華大学系の北京億華通科技、中国自動車大手の北京汽車集団、
中国第一汽車集団、東風汽車集団、広州汽車集団の5社が参画し、
それぞれ5～15%を出資。

•総投資額は資本金を含め6社合計で約50億円。北京市内に研究拠点
を設ける。燃料電池の基幹部品や制御システム、車両への搭載まで
各社が持つ強みを持ち寄り、トラックやバスといった商用車でのFCV普
及を加速させる
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日本電産ＥＶ用小型モーター
中国積極投資（2019年4月16日日経）

• 中国の東北部に、電気自動車（EV）向けモーターの新工場を建設すること
を決めた。投資額は5億ドル（約550億円）で、同分野では中国で2カ所目
の生産拠点となる。米中貿易摩擦による中国経済の減速で電子部品産
業は打撃を受けているが、EV向け市場は今後、伸びると判断。大型投資
に踏み切る

• ガソリン車のエンジンにあたるEVの駆動モーターなど、車載部品向けを製
造する。同省関係者によると、稼働開始は2021年ごろになる見通し。具体
的な生産能力は明らかになっていない。

• 日本電産は車載向けモーターを成長の柱と位置づける。吉本浩之社長は
24日の決算説明会で「中国はEVをけん引する大きな市場だ」と強調して
いた。浙江省では今月、駆動モーターを年間最大60万台生産が可能な新
工場が稼働した。追加投資する計画もある
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自動走行国際標準化に向けた日中協力
第一回自動運転に関する日中合同セミナー
（2018年10月12日）

• 5月世耕経済産業大臣と苗圩中華人民共和国工業信息化部部長との会
談において、日中の自動運転に関する情報交換、交流を活発にする観
点より、自動運転に関する官民合同セミナーを年内に開催することに
ついて合意。その後、日中間で検討した結果、10月に日本で開催され
る経済産業省と工業信息化部の協議のため羅文副部長が訪日する機会
にあわせて、10月12日に本セミナーを東京お台場にて開催。

• 日中の自動運転に関する技術開発や国際標準化、実証の現状などにつ
いての本セミナーで討議。

• セミナーののち、お台場にて中国側参加者を対象にお台場にてＬ２・
Ｌ４の自動運転車の試乗会実施。
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第二回日中自動走行合同セミナー

⚫ 2019年９月20日、経済産業省・中国工業信息化部主催の「第2回自動運転
に関する日中官民合同セミナー」を北京市大興区の北京経済技術開発区
にて開催した。経済産業省の上田洋二・審議官（製造産業局担当）と、
工業信息化部の銭明華・装備工業司副巡視員ら日中合わせて約200名が参
加し、各種自動運転技術や実証実験、標準、ソフトウエアなどについて
日中双方の専門家が発表した。

⚫ セミナー後、日本側参加者を対象に、国家スマートカー・スマート交通
（京冀）亦荘基地にてL4自動運転車両の試乗を行った。

⚫ 本セミナーは世耕経済産業大臣（当時）と苗圩工業信息化部長との合意
を踏まえ、2018年10月に東京・台場にて行われた第1回セミナーに続いて
開催されたもので、今後も当該分野での交流継続が期待される。

第三回はコロナのため、東京開催で調整中。
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