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1.講演録 
【開会】 
（司会） 

これから第 135 回中国研究会を始めさせていただく。 
今回は一般財団法人日中経済協会専務理事の杉田定

大先生にご登壇いただく。講演タイトルは「米中新冷戦

の中での日本企業の生き残り戦略」である。杉田先生の

専門は、ベンチャー経営、知財経営、アジア政策、PFI、
PPT 政策等である。 

それでは先生、どうぞよろしくお願いいたします。 
 
（杉田氏） 

皆さん、こんにちは。日中経済協会専務理事の杉田で

す。よろしくお願いします。 
JST と私ども日中経済協会は非常に深い関係を持たせ

ていただいております。3 年前に中国の知財戦略の研究

も 1 年間にわたりやらせていただき、お世話になりま

した。 
私どもの日中経済協会がどういう仕事をしているの

か、最初に説明をさせていただきたい。 
日中経済協会は 1972 年、ちょうどニクソン大統領が

訪中した後、田中角栄首相が訪中し日中の国交回復が

図られたわけだが、その年に私どもの団体が出来た。日

中経済協会は経済団体であり、約 300 社の企業が中心

となって活動している。日中経済協会合同訪中ミッシ

ョンは、経団連、日本商工会議所など約 300 人が毎年

中国に行き、中国の李克強首相や国家発展改革員会商

務部の大臣クラスの首脳と意見交換を行う活動である。

また、省エネ環境総合フォーラムは経済産業省と国家

発展改革委員会が中心となって行っている活動である。

最近では日中第三国市場協力フォーラムも行っている。 
私は現在、中国を担当しているが、もともと通商産業

省では東南アジアを担当し、アジア太平洋課長をして

いた。ASEAN（東南アジア諸国連合）等でマレーシア

にも勤務していたので、ASEAN との関係もある。また、

インドや豪州などのエリア、欧米などを担当してきた。

防衛庁では装備品の調達を担当し、安全保障にも関わ

ったし防衛局では貿易管理にも関わった。これまでの

色々な経験を総合しながら、米中の厳しい新冷戦の中

で日本企業はどう対応していくのか、私なりに説明し

ていきたいと思う。 
 
1.はじめに 世界を俯瞰した日米中関係 

はじめに日中関係・国際政治関連のスケジュールか

ら日中関係や国際政治関係の環境を少し俯瞰して見た

いと思う。 
最近では皆さんご承知のように9月に菅内閣が発足。

ちょうど先週は北京モーターショーが終わったところ

だ。これからの大きなイベントや会議として、10 月に

五中全会があり、ここで大きな経済決定がなされるだ

ろうと思う。来年、2021 年の 3 月になると全人代と全

国政治協商会議などが立て続けに開催される。日本で

は 7 月に東京オリンピックが開催予定。9 月末には菅

総理の任期が終了となり、総裁選がある。2022 年 2 月

には北京冬季オリンピックが開催予定である。 
一方、世界全体でみると、G7 サミット開催の予定が

あり、まだ確定はしていないが、ロシア、韓国、中国を

呼ぶという話になっている。国連の会合が行われてい

るが、この後、アジアの APEC（アジア太平洋経済協力

会議）や東アジアサミット、G20 サミットが開催され

ることになっている。皆さんご承知のように 11 月 3 日

には米大統領選挙があり、来年の 1 月 20 日には就任式

が行われるというスケジュールとなっている。 
今日は少し大きな視座として、米中あるいは日本を

巡った経済、あるいは政治安全保障などの位置づけは

どうなっているのかというのを少し簡単にお示しして、

私の考え方を説明しながら、話を進めていきたいと思

う。 
まず、90 年代に日本とオーストラリアが主導して設

立した APEC で、いわゆるアジア太平洋地域の経済協

力について議論がなされた。その後、小泉政権になりア

ジア太平洋戦略構想が打ち上げられ、それに基づいて

ASEAN 等々の国々との FTA（自由貿易協定）を交渉

してきた。また日中韓のFTA は引き続き交渉中である。

その後、日本も頑張って色々な国々と FTA を結んでき

たが、その時に同じような形で韓国や中国もASEANの

国々と FTA を交渉し結んできた。 
そこを経ながらアメリカの強いイニシアティブで、

いわゆるアジア代表の中心として 12 カ国で TPP（環

太平洋パートナーシップ） という形での大きな経済連

携をしようという提案があり、それを受けて日本もそ

の中でアクティブに活動したが、残念ながらアメリカ

がここから抜けていくということになり、11 カ国で

CPTTP（環太平洋パートナーシップに関する包括的お

よび先進的な協定）がスタートしている。 
もう一つは RCEP（東アジア地域包括的経済連携）。

これは ASEAN プラス 6 カ国（日、中、韓、豪州、ニ

ュージーランド、インド）で経済連携を議論して、この

中でグローバルな自由貿易を議論しているところであ

る。残念ながら、これもインドが離脱するのではないか

といわれている。このフレームワークはグローバルな

サプライチェーンを支えていこうというものであり、

このグローバルなサプライチェーンから日本企業が一

番利益を得ると考えている。例えば部品を ASEAN で

作り、アッセンブルを中国で行い、それを世界に向けて

売っていくということが十分にある。特に ASEAN に

おいて、自動車の生産の 9 割を日本ブランドが占めて

いるというところでは頑張っている。今、中国でも自動

車の生産が 2 割のところ、うまくいけばこれから 3 割

4 割を占めるのではないかと期待をしている。 



        中国総合研究・さくらサイエンスセンター 第 135 回研究会 詳報 ＜2020.10＞ 

 

 

3 

TPP をなぜ提起したかというと、2000 年に WTO(世
界貿易機関)に参加した中国が国営企業の支援の問題や

知的財産権の問題、サービストレーの問題など、様々な

問題を抱え必ずしも高くないレベルであったことにあ

る。新たな経済連携協定をつくって、そこに中国に努力

して入ってもらうという考え方でTPP が提起されたの

で、条件を満足してくれれば中国にぜひ入ってもらい

たい。ベトナムは中国と同じように共産圏社会主義だ

が、かなり厳しい条件ながら国営企業の問題やサービ

ストレーの問題などをクリアしながら TPP に参画し、

CRTTP では一番裨益しているリーダーと言われてい

る。 
そんな状況の中、中国から「中国製造 2025」・「一帯

一路」政策・AIIB（アジアインフラ投資銀行）創設な

ど、特に TPP に対するカウンタープロポーザルのよう

な形で地域政策が出された。この政策が出された時、私

はこういうやり方があるのかなと強く感心した。特に、

「中国製造 2025」、「一帯一路」は他の周辺国や日本、

アメリカなどをかなり刺激した。 
そんな過程を経てアメリカや日本から出てきたのが、

自由で開かれたインド太平洋戦略である。政治・安全保

障の問題については、最初に ASEAN 地域フォーラム

（ARF）という ASEAN を中心としたリージョナルな

安全保障の対話の場があった。 
その後、北朝鮮問題が出てきたので、北アジア等にお

いても同様のフレームワークを考えるということから

6 カ国協議となった。これは北朝鮮の原子力や核開発

等々を変更させていくかというのが目的だった。北朝

鮮の核の開発が飛躍的に伸びてきて、それを抑えるべ

く米朝間での首脳会談が行われてきた。 
更に、中国におけるウイグルの問題、最近は香港や台

湾の問題、東シナ海あるいは南シナ海の海洋進出が問

題になり、アジア太平洋地域の平和に少し緊張感が出

てきている。これに加えて新型コロナウイルスの問題

が出てきた。このような状況がかなりの契機になって、

今回私が話しをするテーマであるファーウェイの問題

を中心とした、いわゆる「米中の冷戦」あるいは「経済

のデカップリング」という問題が出てきているのかと

思う。これらのグローバルスタンダード、グローバルサ

プライチェーンとしての経済の流れを、基本的に維持

をしていかなければならないが、経済安全保障という

議論が出てきた時に、どのように折り合いをつけるの

かというのは大きな問題であり、私としては、この経済

のデカップリングは避けるべき話ではないと強く思っ

ている。そのような意味でミドルパワー連合のような、

例えば日本、豪州、イギリス、フランス、ASEAN など

の国々と連携しながら、この間に入って、この緊張を緩

和し、グローバルサプライチェーンを再構築していく

ということが必要だと思う。特に日本はアジア太平洋

地域の中で革新的な利益を持っているエリアでもあり、

ASEAN を支えていくという立場が大事な位置づけだ

と思う。 
今、「G ゼロの時代」といわれており、そのような中

で世の中の流れが大きく変わりつつあるのが、東西の

冷戦構造２.0 の時代に比べると、コアになる国がない

という問題になっている。これからの世界の動きの中

には様々なリスクもある。例えば、コロナの問題、異常

気象の問題、山峡ダムの問題、アフリカのバッタ大量発

生の問題、メコン川流域の問題、WTO もきちんと機能

せず金融も少し危機になってきている。あとで説明す

るが、アメリカ大統領選挙も混乱の状況である。更に、

各地で紛争も起きている。インドと中国、あるいは南シ

ナ海、アゼルバイジャンなどの領土紛争である。また、

軍拡競争も出てきている。中距離ミサイル、あるいは空

母、潜水艦、軍事ドローン、更に軍事用無人船等も出て

きている。中国は米国債を売却するような動きをする

可能性もあり、また、デジタル人民元や新しい人民元に

よる決裁システム CPIS を採り入れるという話もあり、

新たな問題が懸念される。長期的に見ると元々構造的

にも厳しい時合にある世界の国々はコロナの対応によ

る財政資金の垂れ流し問題、どんどん紙幣を発行しヘ

リコプターマネーで当然ハイパーインフレの恐れが出

てくる。 
今日のメインテーマである米中の新冷戦をみると、

バトルフィールドがかなり変化をしていることがわか

る。当初は、トランプ大統領のイニシアティブによる貿

易戦争であり、アメリカにとって関税問題、貿易赤字の

問題であった。それが大きく変化してきている。この状

況の中でここ数年から、いわゆるディープステートの

人たちの間やエスタブリッシュメント層の中で、民主

党も共和党も問わず、揺らぎつつあるアメリカの覇権

を守らなければいけないという強い意志を持った人た

ちが出てきている。その人たちがトランプ大統領を動

かして、今の米中新冷戦を形成しているのではないか

と思う。特に、中国の習近平首席の「中国は米国に取っ

て代わって世界でナンバーワンの強国になる」という

発言に対する危機感である。中国の軍備拡張、海洋進出、

あるいは量子、バイオ、サイバーといった非常に最先端

の分野について、自分たちを凌駕していくのではない

かという危険視、特にペンタゴンの人たちはよく言う

が、中国の先進技術であるファーウェイの 5 G あるい

は軍事ドローンなど、軍事の世界標準を中国が獲得し、

そのプラットフォームに我々が乗らざるを得ない状況

になるかもしれないという強い懸念のようなものだ。

最近、7 月にポンペオ国務長官が演説をしたが、これは

従来のニクソン大統領あるいはキッシンジャー大統領

補佐官が行ってきた関与政策を否定するような内容で

あった。演説では「従来の関与政策は失敗だった」、「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」とも言っている。香港、ウイグルの人権問題
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あるいは知財権の窃盗、南シナ海の領有の拡大など、中

国は国際約束をなかなか守らないという話もあった。 
アメリカは最近、その延長線上に「クリーンネットワ

ーク構想」を提唱している。中国包囲網のような感もあ

るが、西側の先進国が中心となってダーティーネット

ワークではなくクリーンなネットワークを打ち出そう

というものである。 
 アメリカのトランプ大統領は皆さんご承知のとおり、

新型コロナウイルスに感染したということで、バタバ

タしているが、その少し前になる 9 月 25 日時点の BBC
による世論調査では、大統領選の支持率においてバイ

デン氏が 50%、トランプ氏が 43%でバイデン氏が有利

という形になっている。皆さんトランプ氏の考え方は

ある程度分かるかと思うが、バイデン氏はビルドバッ

クベタープラン（Build Back Better Plan）という、い

わゆる経済復興計画を公約として提起している。過去

のニューディール政策を少し焼き直すようなプランで、

インフラ、クリーンエネルギー、人種間の公平性の尊重

や促進、あるいは介護福祉サービスについて、アメリカ

製品の拡大と製造業の雇用創出を行っていくための支

援を行い、研究開発も支援するという公約である。また、

気候変動についても 2050 年までに温出効果ガスゼロ

を目指すというグリーンニューディール政策も提唱し

ている。ガソリン車から EV(電気自動車)あるいはプラ

グインハイブリッド、あるいは燃料電池といった新エ

ネ車への早期切り替えのための金券配布や、充電施設

整備費用の提供などである。 
先日、国連総会で習近平主席は中国版のグリーンニ

ューディール政策のような話をされていた。中国が国

内CO2排出量を 2030年までに減少に転じさせて 2060
年までに実質ゼロを目指すカーボンニュートラルの目

標である。バイデン氏は 2050 年にカーボンニュートラ

ルを目指すということなので、習近平主席もちょうど

同じようなことを言っていることになる。バイデン氏

の公約では「中国については不公平な環境対策や商慣

行には責任を取らせるべきだ、ただし一方的な制裁関

税を課すのではなく中国に国際的な連携の枠組みに入

ってもらう」とも語っている。つまり、WTO のような

ものをもう一度しっかり見直しながら、中国にコミッ

トしてもらうという考え方である。そういう意味では

共和党も民主党も、厳しい姿勢で中国の知的財産の問

題、先端技術の問題、経済安全保障を見ていくというこ

とでは大きく変わらないのではないかと皆さん言って

いる。それをベースに置きながらの気候変動、WHO パ

ンデミックなどグローバルな協力や WTO の問題など、

折り合えるところは折り合ってやって行こうというの

がバイデン氏の政策ではないかと思う。 
しかし、最近藤崎元アメリカ大使から聞いた話だが、

米中のパワートランジションは変遷を経てきたと言っ

ていた。アイゼンハワー、ケネディの大統領時代の米中

関係はやはり厳し目な時代。どちらかといえば、ケネデ

ィ大統領の時代の方が比較的親中だったかもしれない。

その後ニクソン大統領に交代し、キッシンジャー大統

領補佐官の電撃訪中を受けた形でニクソン大統領の訪

中があり、本当に誰もが驚くような形で米中が近くな

っていった。それに負けぬくらい田中角栄総理が日中

の国交回復をおこなった。ちょうど 1972 年。私どもの

団体ができた年である。その後、カーター大統領の時代

には人権問題等が出てきたが、まだ比較的米中関係は

良好だった。レーガン大統領になって、明らかに関係が

厳しくなったのは天安門事件である。これで西側とは

クローズした。それからパパブッシュからクリントン

大統領になって、最初の頃は厳しかったが、アジアがマ

ーケットだということを強く意識して中国との関係を

大幅に改善した。オバマ大統領に至っては、中国とは新

大国関係といった形を提起した。後半になって、南シナ

海等などの問題で厳しくなった。それを受ける形で、ト

ランプ大統領の政策につながっている。もしも、バイデ

ン氏が大統領になった時には、もしかするとこの流れ

が変わるかもしれない。というのが一つの我々の循環

論としての見方である。 
実は、バイデン氏は習近平主席と非常に交流がある。

バイデン氏がクリントン政権の副大統領時代に訪中し

た際、当時は副主席だった習近平氏が北京、四川省を付

きっきりで案内し、この時に非常に緊密になったと言

われている。これを受ける形でその翌年 2012 年には習

近平氏が副主席としてアメリカを訪問しワシントン、

ロサンゼルス等々色々な場所を回った際にバイデン氏

がずっと案内した。それから副大統領候補のカマラ・ハ

リス氏も旦那さんが中国関係の知財と M&A 等の弁護

士事務所のトップであり、中国のパートナーは政治協

商会議の副主である。 
もともと中国とアメリカは仲が良かったと私は強く思

っている。2016 年ぐらいから、この日中経済協会を担

当しているが、この 2016 年、2017 年というのは、中

国に行くと尖閣の問題などずっと尾を引いた形で厳し

い対応を受け、だいたい 30 分間くらい外交部も商務部

等からも説教があり、その後に 4 原則を尊重するのか

と問われ、私が「尊重します」と答えてから話が始まっ

ていた。 
その一方で、アメリカや韓国の国々は中国と非常に

良い関係を持っていた。特にアメリカは、清華大学の顧

問会の委員会が、毎年、中国に行って交友を深めている。

この清華大学は元々アメリカが創った大学であり、

MIT（マサチューセッツ工科大学）やハーバード大学の

ような大学である。この顧問会議にアメリカから元ゴ

ールドマンサックス会長のポールソン氏、ブラッドス

トーングループ会長のシュワルツマン氏、フェイスブ

ック CEO のザッカーバーグ氏、アップル CEO のクッ

ク氏などが、シリコンバレーから参加しているし、中国
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側はバイドゥのロビン・リー（李彦宏）、テンセントの

ポニー・マー（馬化腾）、フォクスコンのテリー・ゴウ

（郭台銘）などの人たちが毎年参加をして、習近平首席

を表敬するという形になっている。 
アメリカでは最近、ホワイトハウスで上院議員 2 名

が新型コロナウイルスに感染したという状況になって

いる。ちょうどバレット最高裁判事の認証を行うにあ

たり、きちんと上院議会ができるかどうか問題になっ

ている。これが本当にオクトーバーサプライズになる

のかどうか、まだよくわからない。しかしウォール街が

甘やかせたから今の中国共産党の勢いを生んだとの反

省も言われている。 
今日のメインのテーマの話であるが、米中の中で特

に中国に対してアメリカがどういう規制をかけてきて

いるのかという基本的な考え方を簡単に説明する。ま

ずは根拠法として、国防権限法を毎年作っている。この

2019 年の国防権限法の中で、対中制裁の色合いが濃く

なってきた。1 つ目が投資関係の FIRRMA（外国投資

リスク審査現代化法）で、CFIUS（対米外国投資委員

会）という組織を使って米国への投資について厳しく

審査していくというもの。2 つ目に輸出については

ECRA（米国輸出管理改革法）を使って、従来の管理対

象に加えて基盤的な技術や先進技術などについても厳

しく審査していくというものである。更に、政府調達に

ついては大統領令の非常に幅広い権限を持つ IEEPA
（国際緊急経済権限法）で、ティックトック（TikTok）
やウィーチャット（WeChat）等に何らかの問題がある

と判断したら利用禁止することができるというもので

ある。これが大きなフレームワークである。 
後程、中身の話を詳しく説明するが、アメリカの制裁

がどんどん進化しているということを先に説明してお

きたいと思う。まず個人の資産の凍結が始まった。例え

ば香港トップの林鄭月娥行政長官 、あるいは香港マカ

オの事務弁公室のトップの夏宝竜主任らが制裁対象と

なり、アメリカ国内の資産凍結が行われた。それから噂

ではあるが、中国共産党の幹部の資産凍結なども共和

党の一部から主張がある。そして私たちも驚いたのだ

が、制裁対象の中に大学なども入ってきたことである。

論文を作るためのソフトウェアを、ハルビン工科大が

使用しようとしたら、それを止められているというこ

とだった。ハルビン工科大学の方々は、グローバルに通

用する論文が書けなくなっている。 
このようなアメリカの制裁はどんどん強化している。

9 月 25 日、中国半導体製造企業「SMIC(中芯国際集成

電路製造)」についても BIS（国際決済銀行）が事前輸

出許可取得を要する旨通知するなど、輸出やサイエン

スの国内取引についても、いろいろ事前規制を掛けよ

うということになりかねない状況である。これは南シ

ナ海や一帯一路関連の地域開発を行うような企業も

Entity List に入れ貿易取引をしないということであり、

SDN リスト(List of Specially Designated Nationals 
and Blocked Persons)に入ると金融投資ができないし、

金融資産が凍結されるということで非常に厳しい制裁

である。更に、軍民融合に関わるような企業・大学につ

いても制裁が加わってきている。 
それから、米国議会が作った香港自治法というのが

あり、これは香港問題に対応して香港に民主主義、法と

秩序が揺らぐというところに対して、そのような要因

を阻むものに制裁をかけるというものである。制裁の

対象者あるいは制裁対象者と取引のある企業も二次制

裁の対象になるということであり、おそらくこれは 90
日後に発表するということなので、10 月 15 日くらい

に発表されるのではないかと噂されている。 
以上が大きな流れの前段である。 

 

 
 
2.中国の政治経済の最近の動き 
中国の色々な政治経済の話等を説明したいと思うが、

まず中国共産党のシステムはどうなっているのかとい

うことだが、今はチャイナセブンという習近平首席+ス
モール 6 がいて、この人たちが全体を仕切る。それか

ら、政治局の委員 25 人。中央委員も含めたら 204 人。

だいたい中国共産党の党員が約 9000 万人。中国人民が

14 億人なので、約 1 割弱が中国共産党員だろうと思う。 
幹部のチャイナセブンは習近平氏（国家首席）以下 6

人。李克強氏（総理）、栗戦書氏（全人代委員長）は日

本の官房長官にあたる。汪洋氏（全国政協首席）は経済

を担当。王滬寧氏（中国共産党中央書記処書記）は政治

関係回りとスピーチライターなどもやってきて、もと

もとは研究者である。それから趙楽際氏（中央規律検査

委書記）は公安関係や規律を担当。それから韓正氏（国

務院常務副総理）は上海市でずっと政治を経験してき

て、今は香港マカオの対応をしている。 
その下に、国務院といういわゆる内閣府があり、内閣

府の中で、一部の方は併任がかかっているが、併任がか

かっていないのは孫春蘭氏（国務院副総理）、胡春華氏
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（国務院副総理）、経済担当の劉鶴氏（国務院副総理）、

李克強氏（国務院総理）である。李克強氏は 2 年後に任

期を迎えるので、胡春華氏が後を継ぐのではないかと

言われている。２人とも共青団（中国共産党青年団）の

出身である。 
中国国内には、様々な問題や不満、不安による「ざわ

つき」がある。1 つが金融リスクの問題であり、特に地

方の財政が非常に厳しい状況になっている。地方の国

営企業あるいは銀行で破綻・倒産が散見されてきてい

る。この地方の国営企業でお金を借りる際に保証をし

ているのかしていないのか非常に曖昧な形になってい

る。政府保証されているという前提であれば、企業はそ

の責任を取らなければいけないが、その辺が曖昧なの

で企業が非常に厳しい状況になり、かなり無理な債務

を抱えている。また、貧困問題は改善してきているもの

の、まだまだである。さらに環境汚染の問題もある。最

近では新型コロナウイルス問題が出てきた。元々のウ

イグル・台湾問題、最近の香港問題があり、特に香港問

題は欧米の先進国あるいは日本といった国々は、中国

を厳しく見ざるを得ない要素となっている。台湾に対

しては、法と秩序、民主主義が揺らいでいるのはないか

ということでアメリカの肩入れが大きくなっている。

アメリカのデッドラインをかなり越えたような形で台

湾との関係が持たれつつある。 
このようなベースの上で、特に習近平氏と李克強氏

のスタンスがかなり違うのではないかと言われている

が、2 人の力関係にはかなりの差があり比較対象にはな

らないが、思想としてはかなり違うということをわか

っていただくのが大事かと思う。習近平氏は「国進民退

だ。国益を大事にしよう」、また「公共事業によって内

需拡大を行い、量的拡大をしよう」と言っており、最近

は「双循環」ということを言い始めた。今アメリカとの

関係は米中冷戦があり、なかなか新しい先端技術が外

から入ってくるのは難しいだろうから、自らの力で内

需を開発して外の循環と国内の循環をうまく回して双

促進していこうという考えである。必ずしも輸出はし

ないと言っているわけではなく、ある程度独自な技術

を開発してそれを内需に向け、かつ外にも影響力を持

たせていこうという考えである。例えば半導体は国産

化を図ることを非常に強く意識している。既に液晶パ

ネルや有機 EL ではかなりの量産化をはかり、中国か

ら世界のナンバーワン企業が出てきている。特にファ

ーウェイ問題で半導体がなかなか手に入らないという

ことを契機にして、半導体においても凌駕していこう

としている。 
それから 2020 年まで小康社会の実現を図り貧困撲

滅をすると言っている。もう 2020 年なので、これはな

かなか達成できていない。これに対しどうしていくの

か、これからの中国工作会議あるいは全人代でどう対

応するのか習近平氏首席次第である。習政権はいわゆ

る任期はなく、ずっとやれるという状況であり、これが

またアメリカを刺激するのだが、その中で習首席がど

う対応するのか、あるいは後継者を指名するのかしな

いのかという問題がある。最近では露天ビジネスに対

して公安が厳しい取り締まりをしている。 
一方、李克強氏は、規制の改革、あるいは外資導入、

イノベーションによるニューエコノミー、こういった

ものを中心に民間中心の内需拡大・小康社会を実現す

ると言っている。また、貧富の差はやはりあるとも言っ

ている。 
中国経済の四重苦とは、先ほど紹介したバランスシ

ートのとおり地方経済の問題もあるし、それから構造

調整の問題、米中冷戦、それに加えて、新型コロナウイ

ルス対応の問題である。新型コロナウイルスはかなり

克服したが、バッタが大量発生し、アフリカから雲南省

を越えて徐々に入ってきている問題もある。三峡ダム

についても異常気象の流れの中で、決壊までいかない

までもこの流域で色々な問題が起こっているのではな

いか。 
 
3.HUAWEI を中心とした米中新冷戦の最前線 
これから今日の本題であるファーウェイ（HUAWEI）

の話をしていきたいと思う。 
先ほど申し上げたように国防授権法という構想があ

る。先ほど申し上げなかった中で、一つサイバーセキュ

リティの強化というものがある。いわゆる中国側の会

社が M&A で買うアメリカの会社にサイバーアタック

攻撃をかけ、買い先の株価を下げたうえで買いに来る

ということにアメリカは厳しく対応しようというもの

である。昔の COCOM（対共産圏輸出統制委員会）、今

はワッセナー・アレンジメントになっているが、軍需専

用品あるいはデュアルユース品といった機微な技術の

製品輸出を規制するということを行っている。 
それが最近、例えば半導体あるいは半導体の製造装

置などのいわゆる基盤技術も規制の対象に加えていこ

うとアメリカが動き出している。その最初の流れがフ

ァーウェイの問題だ。それに加えてこれから対応して

いくことになると思うが、エマージングな技術にも今

から規制をかけておかないと中国は凌駕してくるので

はないかという考えである。先ほど量子コンピューテ

ィングとか宇宙などという話を説明したが、エマージ

ングテクノロジーのような重要分野について、今から

規制をかけようという動きが出てきている。それから、

例えば、日本でアメリカの部品を組み入れた製品にし

て、それを中国に輸出する際にアメリカの基幹部品が

25%以上入っているとアメリカの輸出許可を取らなけ

ればいけない。日本から輸出するのだから、日本の輸出

許可だけでいいようなものだが、アメリカの輸出許可

も取らなければならないという再輸出規制のデミニミ

スという問題である。米国原産品の組み込み比率を
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25%から 10%に厳しくするという動きも議会の中では

出てきている。輸出管理改革法(ECRA: Export Control 
Reform Act) にも、とうとうエマージングテクノロジ

ーの輸出規制の強化について書かれた。先ほどのエマ

ージングテクノロジーの14分野であるバイオテクノロ

ジーなどは、すでにガイドラインがアメリカから提起

されて各国で協議されているが、かなり裁量が入るよ

うな内容になってきていて、これも今後どうなるのか

大きな問題である。 
今日は最初に私は、グローバルなサプライチェーン

を作っていくことが大事なので、アジア太平洋戦略を

やってきたという説明をした。しかし最近、経済安全保

障問題が出てきて、それが揺らいでいる。例えば、ファ

ーウェイが作る通信機器とかスマホは、インテル、クア

ルコムといったところから半導体を輸入し、日本はセ

ミコンダクターやメモリ、CCD カメラなどのいわゆる

関連の部品を中国にもっていく。中国国内ではBOE（京

東方科技集團）などが液晶のパネルや電池を作る。台湾

では、TSMC（台湾積体電路製造）などが ERM（永灃

環境管理顧問）などを使って台湾、中国、アメリカなど

で委託加工をしてファーウェイをサポートした。そこ

で半導体の産業をベースにして、ファーウェイだけで

はなく、グローバルなサプライチェーンが出来上がっ

た。そこをアメリカは「半導体を輸出しません」と言っ

てきたのである。「ダメだ」とは言わないが、許可を取

らなければ駄目だということは原則駄目だということ

である。そういう意味では、今後、日本も台湾も輸出し

ないでくださいと言ってくる可能性がある。 
それでは、今、ファーウェイと日本はどのようなビジ

ネスをやっているのかというと、ファーウェイ、ZTE
（中興通訊）に限らず、エマージングな技術、ファンク

ショナルな技術で貿易管理強化をしようといっている。

これは先ほど言いましたグローバルなサプライチェー

ンを破壊しかねない。これは雑誌の抜粋だが、ここに出

てくるのは、旭硝子、キオクシア、東芝メモリ、日本電

産、村田製作所、ソニー、三菱電機など主な企業として

11 企業あると言われている。これがサプライチェーン

である。一昨年は日本からファーウェイに 6800 億円輸

出している。昨年は 1.1 兆円。ソニーはソニーが作った

カメラを中国の企業に組み入れて、モジュールとして

ファーウェイに納めている。間接的にソニーから 3000
億円買っている。キオクシアはメモリだが 1000 億円。

村田製作所から 600 億円。あとは、TDK、京セラ、こ

ういったところがかなり大きい。私は京都出身だが、京

都の企業を合わせると 3800 億円くらいあるといって

いた。これは村田製作所、京セラ、日本電産などを入れ

たものである。ファーウェイは日本、韓国、中国からの

総額 2.8 兆円買っている。今年の 1~8 月でみると、2~3
年分の在庫を積み増したと言っている。8 月に輸出がス

トップしたわけだが、それまでにすでにファーウェイ

は世界から 2~3 年分の調達を行い、在庫を積み増して

いる。 
ファーウェイへの制裁強化の流れを見ると、大体こ

れに準じて他の企業や他の品目についても強化してい

く可能性があると言われている。最初、どういうものか

ら始まったかというと、これは 2019 年 8 月に第一段階

として中国製の通信監視機器カメラの政府調達を禁止

した。次に、イラン制裁。企業機密の窃盗容疑。これは

孟晩秋氏が起訴された容疑である。これは先端技術と

いうわけではなく、制裁対象のイランとの間で不正な

送金等の取引が行われたということ、これは少し異質

だと思っていただきたい。それから 禁輸対象の Entity 
List への掲載という措置である。あとは大きなもので

は、この 6 番目ファーウェイ制裁緩和の米議会承認の

義務付けである。これは、もしトランプ政権で、ファー

ウェイの制裁を色々厳しくやったことを、もし今後、大

統領権限で勝手に緩和をさせないようにしようという

米議会の対応である。 
なぜ、このようなことをやったかというと、実は ZTE

の問題の時に制裁をかけたが、トランプ大統領が ZTE
または中国政府との間で制裁の解除に傾いたので、そ

の反省を込めて、国防授権法でファーウェイにかけた

規制については、勝手に大統領権限で決めず米議会承

認を行うようにピン止めをしている。7 番目は、北朝鮮

あるいは RICO 法（威力脅迫及び腐敗組織に関する連

邦法）である。例えば情報技術を盗むためファーウェイ

が組織的にマニュアルを作っているというのが嫌疑に

なっている。そういうものをベースにして、追起訴をお

こなった。9 番目は国防授権法に基づき中国軍に密接に

関係する会社がリストアップされその中にファーウェ

イもまた入っている。それから 10 番目だが、これが非

常に注目された。5 月に行われたファーウェイ向け直接

製品規制の拡大と Entity List、いわゆるブラックリス

トに載せるということだ。ファーウェイの関連会社の

設計技術を使い、それをベースにして米国産技術を使

った製造業、すなわち半導体の製造企業であるアプラ

イド・マテリアルズとラムリサーチの製造装置を使っ

て作った半導体をファーウェイに納めては駄目だとい

うことをやった。 
これは、かなり限定的だったが、それだけに止まらず

今年の 8 月、規制していた「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」の要件を外

してしまった。従ってアメリカの技術を使って作った

ら納めては駄目だということで、かなり規制条件が厳

しくなっている。ソニーやキオクシアなども今後対象

になるのではないかといわれている。それを受けて実

はアメリカの関連業界、半導体業界、シリコンバレーな

どの人たちも、ファーウェイに対する規制について「規

制をやめてくれ」、「自分たちのビジネスチャンスを失

う」ということを強く申し入れた。その経緯で、直接製
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品規制が少し限定的に変わった。そうすると、例えば

AMD（アドバンスト・マイクロ・デバイセズ）やイン

テルは、サーバーや CPU（中央処理装置）など規制レ

ベルの低い製品であればファーウェイ向けの輸出許可

は下りるのではないかと米国の商務省の産業安全保障

局（BIS）に輸出許可申請を出した。その結果、軍事技

術などに絡まず規制レベルより低い製品なので許可が

下りたようである。これを受けて台湾のメディアテッ

クも申請を出そうとしているし、最近の新聞報道によ

ると、日本のソニー、キオクシアも輸出許可申請を一応

出してみることになっているようである。弁護士事務

所にも相談されたようだが、出さないよりは出してみ

たらという感じある。ただし、本当に申請が一部は認め

られる様だが 5G 関係の機器は微妙な状況である。アメ

リカのシリコンバレーの半導体メーカーなどは規制へ

の懸念を強くしている。今後、バイデン政権になった時

に、この声に対する対応をどうするか、シリコンバレー

やウォール街などは注目している。 
そこへ加えてティックトック（TikTok）、バイトダン

ス（ByteDance）の問題がある。これは非常に異質な問

題である。ハイテク製品という話ではなく、どちらかと

いうと SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービ

ス）により画像情報や個人情報が抜かれていく。それが

米国大統領選挙にも色々な形で使われてしまったとい

うわけで、今回ここにある国際緊急経済権限法（IEEPA）

という日本には無いような法律に基づいて大統領令を

出して取引を停止するというかなり乱暴なことを行っ

た。ティックトックを使っているアメリカ人は今、一億

人いると言われている。さすがにウィーチャットを使

っているアメリカ人というのは、華僑の人を中心に 300
万人くらいしかいないようだが、ティックトックはか

なり影響があるといわれている。アメリカ国民から地

裁にティックトックに対する国の取引停止措置を差し

止めるよう請求が出された。地裁では原告が勝訴した

形になっているが、またこれが上告されてどのように

なるのか注目されている。これは非常に大きな問題で

ある。これと同じようなことを、例えば日本を含む輸出

国にやれと言われた時にはどうするのか、これは大き

な課題になると思うし、ウィーチャットに伴う、例えば

アリババとか他の企業にも関わってくると、より大き

な問題になると思う。 
また、別な切り口だが、ウイグル人権法関連の課題で

ある。一部は既にできているが、一部をまた強化をする

方針で法案を作ろうとしている。ウイグル人権法につ

いては豪州の戦略政策研究所（ASPI）が色々なレポー

トを出している。このレポートの中で非常に象徴的な

のは、かなりの数の欧米や日本の企業がウイグルの部

品を買ったりウイグルに物品を納めたり取引を行って

いるということである。 
例えば、先端技術だけでなく、ウイグル製品や部品を

輸出入することはウイグル人の強制労働につながり人

権侵害にあたるとして取引停止を強いる。これが、アメ

リカと豪州での考えである。これは人権問題なので、ど

う対応するのかというのは、これは ASPI レポートの

抜粋だが日本の企業も散見されており、こういう人権

デューディリジェンスをどうするのかというのは我々

のまた新たな課題になってきている。ここにあるよう

に我々のセキュリティクリアランスの問題としては、

人権デューディリジェンスや、あるいは ESG 投資の中

で、安全保障政策をどう判断しいくのか、あるいはサイ

バーセキュリティの絡みで、サイバーセキュリティを

しっかりと管理監督するような形の資格・標準をつく

っていく、このような資格が取れるのか取れないのか

が日本の問題で、アメリカからもセキュリティクリア

ランスに対応することができるのかどうかが問われて

いる。もしセキュリティクリアランス制度が無いと、自

動走行であったり、スマートメーターであったり、先端

技術の分野を日米で協力してグローバルに研究事業を

やろうとすると、日本はサイバーセキュリティに対す

る能力が低いから付き合えなどといわれてしまう。 
それから中国の軍民融合の問題。これは清華大学の

TusStar というインキュベーションの企業だが、軍民

融合であり、軍事用ドローンの研究も行っている。こう

いうものも含めてどのように対応していくのか。アメ

リカが厳しく輸出管理をするように、中国も厳しく輸

出管理をしている。我々は、どっちを見ていくのか非常

に難しい面が出ている。 
また、中国版の輸出管理法案というのが議論をされ

ているが、最近出てきた話としては信頼できない企業

のリスト、いわゆる Entity List に当たるようなものを

作成すると中国商務省から発表されている。どういう

企業が対象になるのかは不明だが、環球時報ではクア

ルコムやシスコといった企業の名前が挙がっている。

本当にこれはどうなるかわからないが、あるとすると、

製造業でなく HSBC や FedEx といった企業から始ま

ってくるのではないかという噂もある。 
それでは、我々日本はどうするのか、この米と中の冷

戦の中に挟まって、どう生きていくのか。よく言われて

いるのは、まずその対中強硬姿勢は米政府も議会も共

和党も民主党も、問わずに厳しいということである。米

中新冷戦は本当にいつまで続くのか、私は少し疑問で

もあるが、バイデン氏が大統領になったときに少し変

わるのではないかと、ちょっと期待も込めている。それ

から今後 5~6 年の間に、激変する中国のビジネスにど

う対応するのか。軍民融合の問題、Entity List、直接製

品規制、中国軍との関連企業など、こういったものをチ

ェックしていかないといけない。しかし我々日本が辛

いのは、米中の双方の中で、踏み絵や股裂きに直面する

という問題である。これはどうしていくのか、なかなか

私にも解がない。我々は一個一個対応していくという
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必要があるのではないかと思う。先ほど説明したよう

にセキュリティクリアランスを高めるということも必

要である。これは企業だけではなく、大学においても同

じである。 
民間の企業に対して、私のアドバイスとしては、まず

米国対中制裁はハイテク分野だけではなくてローテク

分野や港湾などの地域開発などにも関わっていくかも

しれないので、そこも注視しなくてはいけない。それか

ら米国との共同研究開発や政府調達に関わる場合には

セキュリティクリアランスの導入が必要だし、資格を

取っていくということを必ず求められる。それからア

メリカだけではなく、EU(欧州連合)にも対応していく

必要がある。先ほど人権問題について説明したが、特に

EU は人権侵害に関し規制、制裁導入も検討している。

中国からは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

係は注意しなければならない。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 。また、米英加豪

州ニュージーランド(ファイブアイズ)などの有志国連

合に入ったとき我々はちゃんとやっていけるのかどう

かという問題がある。更に、ファーウェイの SDN リス

ト入りや、中国 4 大銀行のドル資産凍結など本格的金

融制裁がありうるのか注視しなければならない。 
 
4.日本の機微技術関連の投資貿易管理強化の動き 

日本は投資について、既に規制の強化が図られた。従

来 10%以上が届け出の対象だったが 1％以上になった。

貿易の方は今ちょうど審議会で議論されている。まあ

有志国である程度合意が得られれば、基板技術やエマ

ージングなマーケットについても強化を図っていこう

というものである。 
それから少し話が変わるが、サプライチェーンの国

内への回帰、あるいはサプライチェーンの第 3 国への

展開について、2000 億円に 235 億円を合わせて 2300
億円弱ぐらいの予算が出てくる。これはマスクや防護

服など、あるいは自動車部品なども入っているが、こう

いったもので少し対応を図ろうということである。マ

スクとか衛生関連製品などが中心になっていると理解

している。 
 
5.日中協力 

日中協力について、非常に厳しい話ばかりしたが、私

は 9 分野以外の分野をうまく探し求めながら、日中で

協力していくということが大事ではないかと思ってい

る。衣食住のシステムや、省エネ環境分野のスタートア

ップベンチャー、知財、あるいは非ハイテク分野での第

三国市場協力の展開。農業・食品加工・観光・コンテン

ツ・医療介護あるいはグローバルなテーマで防災・気候

変動、こういったものをやっていくのではないかと思

う。すでに急速充電システムの新規格「ChaoJi（チャ

オジ）」は中国と日本が連携して開発し、これがグロー

バルな標準になりつつある。これが出来上がるとかな

り大きな一歩になる。 
例えばトヨタはビジネスチャンスとして FCV（燃料

電池自動車）あるいは E-pallete システムという形で積

極的に中国と連携を始めている。すでに FCV 商用車、

いわゆるバスの省エネ車についてトヨタは基幹部品モ

ジュールを提供するという形で協力をスタートしてい

るところである。また、日本電産は EV（電気自動車）

用小型モーターを大連にある非常に大きな工場で生産

している。こういった形で日本の企業も引き続き積極

的な展開をしていこうとしている。 
例えば、自動走行については国際標準に向けて色々

な協力を始めている。第 1 回自動運転に関する日中共

同セミナーが 2018 年に東京で開催され、2 カ国で討議

された課題は、翌年 2019 年に北京市で開催された第 2
回目のセミナーで解決策が発表されるなど、今後も日

中の交流継続が期待されている。このようにセンシテ

ィブな分野を少し区分けして、協力できる分野をなる

べく深めていくということをやってきている。 
とりあえず以上が私の説明である。 

 
 
【質疑応答】 
（司会） 
視聴者の方からいただいている質問をさせていただ

く。 
1 つ目は、アメリカの制裁は貿易や製品の制裁に加え

て、研究者や留学生など人の交流にも制裁を課し始め

ているが、それに関して日本も追随していくものはあ

るのか。 
 
（杉田氏） 

皆さんご承知のとおり米国は留学生用ビザについて

非常に厳しく対応しているし、孔子学院についてもク
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ローズさせるという動きがある。その根拠として、中国

で行われる千人計画などにより大学から機微な技術が

流れているのではないかという問題意識が出てくる。

これについてアメリカでは、かなり以前からこのよう

な問題意識を持っている。実際、日本に対しても当然こ

の機微な技術などが企業からだけではなく、大学から

も抜けているのではないかという問題提起はされてい

るようだ。それにどう対応するのかというのは、先ほど

の産業構造審議安全保障委員会で議論されていると話

したが、大学あるいは中小企業でも、こういう機微な技

術のアウトリーチについても議論されている。 
すでに経済産業省と文部科学省の連名で、おそらく

去年ぐらいから、大学に対してはそれぞれ専門部局に

おいてそれぞれの大学の中での技術の管理をしっかり

やってほしいという通達を流している。 
例えば東京大学では総長室などでチェックを行って

いると聞いている。しかしそれで十分かどうかという

のは当然議論があって、先ほど話があったように、例え

ばビザの段階で、少し厳しくするということが、今日の

新聞にも掲載されていた。そういう動きも出てくる可

能性があるのかなというふうに思っている。まだ詳細

は分かっていない。 
 
（司会） 
こうした米中の対立が深まっていく世界的な情勢の

中で、米中の対立で利益を生むのは、国、企業、産業

分野など色々なレベルがあるかもしれないが、漁夫の

利を得るというとどういった所があるのか。 
 
（杉田氏） 

ほとんど人たちは漁夫の利を得られないと思う。グ

ローバルサプライチェーンがゆがめられるというのは

非常に残念だ。例えば中国からの留学生の方々はアメ

リカの大学にいけなくなったので、日本に来ていただ

くところがあり、本来はありがたい話だと思う。だけど

そこをどうセレクティブするのか、それは非常に難し

いと思う。それでは誰が本当に漁夫の利を得るのかと

いうと、こういう形で緊張関係が増せば増すほど、中国

あるいはアメリカなど軍事に関わるような人たちが、

お互いに軍備を増強することによって得られる利益と

いうのが大きいのではないかと思う。やはりそこが厳

然たる事実なので、そういう意味では先ほど最初の方

にお見せしたように安全保障の枠組みをつくっていく

ということが非常に大事である。 
軍縮の枠組みを、アジア太平洋の流れの中で、どうつ

くっていくのか。残念ながら ASEAN リージョナルフ

ォーラムでは、太刀打ちできない。今おそらく北朝鮮向

けに中距離ミサイルの問題がある。これは当然中国に

問題意識を持たせることになり、どうするのかを、しっ

かりと議論していくことが私は大事ではないかと思っ

ている。 
 
（司会） 

今の話の流れでいくとパワーバランスのような話も

あったかと思うが、経済の分野では、どのようなとこ

ろにチャンスがあるのか。 

 

（杉田氏） 

米中が非常に厳しい状況の中で、日本はアメリカの

核の傘のもと同盟関係の中で動いているので、それを

強固にしつつも、中国、アメリカとどのように関係を持

つのか当然その間を取り持つなんてことは大それてで

きない。でも、ある程度の中で認められるような日中が

協力した分野を積極的に地道にコツコツとやっていく

ということが大事じゃないかと思う。 
その流れの中で先端分野についてもアメリカと中国

が一定の折り合いが出来上がった時に、アメリカと中

国あるいはグローバルに世界の標準をつくってお互い

にその中で安全保障の枠組みをちゃんとしっかりつく

ってグローバルなサプライズチェーンをもう一度再構

築するということが出来上がるとよいと思う。先ほど

話したが、ミドルパワーの国々が出て少し汗をかくな

んていうことも必要になってくるのではないかと思う。

特に、我々はASEANとどう連携するのかというのが、

非常に大きな引き続きの課題だと思う。 
 

（司会） 

先ほどのスライドの中で日中協力の中で、エネルギ

ー、FCV の件などは、より詳しく説明していただいた

が、あのスライドの中にはいろいろなヒントが隠され

ていたと思う。もう一つぐらいビジネスの分野で協力

できる可能性を教えてほしい。 

 

（杉田氏） 

最近の中国との関係は、今は新型コロナウイルスの

影響で行き来がないが、やはり、介護福祉、これから社

会保障の問題で大きな課題になった質のレベルの高い

ものをどうするのか。あるいは医療、中国の方がよく日

本に人間ドックを受けに来られる。病気が見つかった

時、成人習慣病や非常に難しい癌の手術を日本で受け

ておられる。そういうところでの医療の協力など、この

ようなお互いにウィンウィンで協力できるものがあれ

ば積極的にやっていくべきじゃないかと思っている。

また、私の日中経済協会はこのような日中協力に一緒

に汗をかいていきたいと思う。 
 

（司会） 

ではそろそろ時間となりましたので終了をさせてい

ただければと思う。ありがとうございました。 
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2.講演資料 
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