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1.インフォデミックとしてのコロナ狂想曲

パンデミック ( 感染爆発 ) ということばを知らない人はいない。人々はいま自分がいつコロナウィ

ルスに感染するかと戦々恐々だ。 だが、この ｢ウィルスの致死率｣ は、流感並みにすぎないの

だ。この統計的事実に基づいて判断すると、現在の事態は明らかに情報公害によって人々が

自縄自縛になっている姿と見てよい。

Information（情報）+ Epidemic（伝染病）からInfodemic（イ

ンフォデミック）という新語 が作られたのは今春である。ペストやスペイン風邪など歴

史上さまざまの感染症と人類はつきあってきたが、その度に人々は、現実の細菌とともに、それ

に関わるウワサ、風聞、すなわち細菌情報によりいっそうの恐怖を感じさせられてきた。コロナウィ

ルスにはまだ正体不明の特徴がある。それらの特徴が SNS を通じてまたたく間に全世界に流

布した。その速度はウィルスの伝播速度を上回った。WHO がパンデミックを宣言した

のは、3 月 11 日だが、これに先立つ約 1 カ月、アウトブレイクが中国からヨーロッパに広

がる過程で、世界は空前の SNS 情報に溢れた。溢れたSNS情報は、まもなくワイド

ショーの花形になり、次いでニュース自体が恐怖を煽る煽動に転化した。針小棒大

の虚偽情報、フェイクニュースは止まない。この現象に警告するために、世界の感染症専門

家たちが情報公害に迷わされるな、Infodemic（インフォデミック）に警戒せよと呼びかけた。

日本では折からの反中ムードの大合唱のなかで、世界でも最も異様なインフォデミックが蔓

延した。日本の死者数はインフルによる死者の半分にすぎないことさえ忘れられた。日本メディ

ア界、特にNHKを含むテレビ界の責任はきわめて重い。

史上最長の政権は、御用メディアの御用評論家によってPRされた。二階俊博･幹事長を囲む懇親

会、メンバーは❶岸井成格･毎日新聞、❷田崎史郎･時事通信、❸島田敏男･

NHK、❹後藤謙次･共同通信、❺倉重篤郎･毎日新聞、❻浅海保･読売新聞、❼

橘優･朝日新聞(ジャパンライフ顧問)、❽芹川洋一･日経新聞、スポンサーは❽山口隆祥･ジャパンラ

イフ詐欺集団会長



2.｢ウィルスへの恐怖感｣ を ｢中国への恐怖感｣にすり替える

新型コロナウィルスの発生源をめぐる米中間の ｢責任追及・謝罪要求｣ 舌戦は、衰えることなく続いている。国連総会に寄せたトランプ

のビデオはその一例だ。2020 年 11 月 3 日に予定されているトランプ再選を控えてますます激しい。この言論 ･ 宣伝戦は、そもそも

トランプ政権と米国情報筋が仕組んだものである。トランプは選挙民のナショナリズム感情を煽り、投票獲得の目的で始めたものだから、

再選を達成まで止めない。しかしながら、米国情報筋の目的は、トランプの目的とは、重なりながらずれる。彼らの目的は ｢勃興する中

国｣ の国際的影響力を減殺し、｢パクスアメリカーナの永続｣ を狙う。この文脈でやや中期 ･ 長期的だ。秋の大統領選挙以後も射程

に収めている。米国支配層(トランプはその一部)から見ると、新型コロナウィルスというパンデミックは、武漢市内の海鮮市場から蔓延し

たもので、それは中国科学院武漢ウィルス研究所がまき散らした。より具体的に見ると、❶故意に撒き散らした説と、❷不注意によりウィ

ルスを漏洩させた、❸中国軍が生物兵器戦の実験を試みた、以上 3 説がある。これに対して、中国側の言い分は、2019 年 10 月

に武漢で開かれた ｢史上最大規模の世界軍人運動会｣ を奇貨として、米国が中国つぶしの陰謀を画策した。その陰謀とは、❶米軍

選手団を生物兵器作戦チームの隠れ蓑として活用する謀略論、❷前者ほどの計画性はないが、偶然大会の数カ月前のフォート ･ デ

トリック生物化学基地の漏洩事故によるウィルス保菌者が選手団に加わった結果、｢選手団の間で意図せざる感染｣ が発生して、競

技の結果に影響したと見る事故論、これら二つに分けられる。いずれにせよ、｢もともと中国には存在 しなかったウィルス｣ が ｢米軍選手

団 によって持ち込まれた｣ 疑惑に中国は眼を向ける。



3.コロナ死者累計1834

人、自殺者は9.4
倍、約10倍
2020年10月の自殺者数が2153

人（速報値）となり、2019年

同月比で39．9％増（614人

増）だったことが11月10日、

警察庁の集計で分かった。
前年より増えるのは4カ月連続で、厚生労働省

は新型コロナウイルス感染拡大の影響など要因

を分析する。1～10月の累計は1万

7219人（速報値）で、昨年同

期より160人増えた。(時事通

信11月10日)



4.コロナ死者の比較、百万当たり

［福祉国家の矛盾が爆発］移民間で拡散し、

養老院で院内感染。旧植民地の人々が2級市民として、いわゆる

市民社会を支える矛盾が爆発した。人口比を考慮したワースト

ケースは、欧米先進諸国である。すなわち、スペイン>米国>英国

>イタリー>フランス＞＞ドイツ

アジアで死者が少ないのは、交差免疫［類似ウィルス

の干渉効果］のためか［NHKスペ11月8日］

日>韓>中>ベトナム



5.コロナ禍以後の世界

中国の勃興、中国一強

米国の衰退、トランプ支持7000万票の意味

世界の多極化、EUとブレグジット

日本沈没は加速する



6.ヤマザキマリ『たちど
まって考える』中公新
書ラクレ

｢今のイタリアは、
中国に頼らな
ければ経済が
成り立たないし、
もう他に手段が
ない｣



7.Washington Post WSJ FT の社説

Washington Postの社説はHow President-elect Biden and Congress can turn division into opportunity(バ

イデン次期大統領と議会は分断を機会に変えよ)で、「過去最大の有権者が投票した結果、共和党はわずか１

期でホワイトハウスを失った。民主党は下院で議席を失い、上院でも負けたか、多数派を奪還したとしてもわずかの

差であり、ねじれ議会により今後物事が動かず、不満がたまるだろう」と指摘。その上で、バイデン次期大統領、民

主党のペロシ下院議長、それに共和党のマコネル院内総務とスタッフは、今回の分断をチャンスに変えることがきる。

中国との競争力を高めるために必要なインフラを整備するための法律は、トランプ支持者の賛同も得られるだろう。

一方、トランプ大統領と異なってバイデン氏は気候変動、経済格差と人種間の格差の縮小、移民制度の改革といった

明確な政策を打ち出しており、共和党側も歩み寄るべきだ。「バイデン氏、ペロシ氏、マコネル氏は熟練した政治家

であり、ネゴシエーターだ。アメリカのためにその腕前を使うべきだ」。WSJの社説はJoe Biden’s ‘Time to Heal’（バ

イデンの言う「宥和のとき」）で、副題は「反トランプで勝利したバイデンは民主党の急進左派を制御しなければな

らない」。トランプ大統領はペンシルベニア州、ジョージア州、アリゾナ州、ネバダ州で逆転勝利しない限り敗北は

避けられず、敗北宣言をしたり、相手に祝意を示すことは義務ではないものの、アメリカのためにも、自身のレガ

シーのためにもそうした方がよいと苦言。



7-2.一方、現職のトランプ大統領を破ったバイデン氏は勝利宣言とともに「これからは宥

和の時間だ」、「互いにチャンスを与え、厳しいことばのやりとりをやめよう」と述べた。

トランプ大統領を人種差別者と呼び、コロナによる死者をすべて大統領の責任にしたこと

を忘れてはならない。トランプ大統領が規律正しく、一貫したメッセージを放ったバイデ

ン候補に負けたのだ。また、コロナ対策は真剣に取り組んでいるというメッセージ以外に

は何も変わらないだろうと辛辣です。まだ決まっていないジョージア州の上院議員２人が

共和党から選出され、共和党が議会上院で多数派を取った方が、急進左派の民主党の主張

からより中道に寄れる。「米国政治が正常に戻るかどうかは、“トランプ後の共和党”で

はなく民主党の左派の対応しだい」と結んでいます。FTの社説はBiden turns the page on 

a presidency of rancor（バイデン、憎しみの政治から新たなページに）で、副題は「次

期大統領は、メッセージや態度だけで多くのことをなし得る」。飯田香織ロス支局
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Bilateral trade: In the first three quarters of 2020, the U.S. goods trade deficit was

$223 billion, down 5 percent year-on-year, with agricultural exports to China up

92.8 percent from last year; in Q2 2020, the U.S. services surplus with China

reached $11.7 billion, a record low due to the COVID-19 pandemic. Policy trends

in China’s economy: At the Fifth Plenum, the CCP stressed economic self-

reliance and stronger domestic innovation; China’s new Export Control Law has a

broad scope that creates the potential for arbitrary restrictions on Chinese exports,

extraterritorial reach, and retaliation against foreign exporters and end users;

China’s government introduced the digital RMB; the new Chengdu-Chongqing

regional integration plan reflects a multiyear strategy of fostering economic

development centered on innovation and exports. Quarterly review of China’s

economy: China reported GDP growth of 4.9 percent year-on-year in Q3, but a

sluggish recovery elsewhere in the world and concerns over debt could undermine

growth going forward; this year’s “Golden Week” saw a return to consumption,

though indicators point to worsening income disparities.

米国対中赤字は2230億ドル、対

前年5%減、対中資本黒字は117

億ドル。コロナのために、歴史

的に小さな記録。農産物の対中

輸出は、対前年92.8%。GDP年率

4.9%。5中全会で自力更生と技術

革新を強調。デジタル人民元の

導入(元の管理と拡大対応)。11

月11日個人消費復活。



9. デジタル人民元の狙いーーキャッシュレス経済の域外拡大と管理強化
How the Digital RMB Works

For the user, the digital RMB functions similarly to mobile payments

application like Ant Financial’s Alipay, or Tencent’s WeChat Pay, that are

already prevalent in China.56 Users download a digital wallet that stores their

balance, and can pay for goods and services from this wallet by scanning a QR

code. 57 Unlike mobile payments apps, however, which simply log a user’s

balance like a bank deposit, patenting activity in China suggest the digital RMB

is tokenized into units like 100 RMB or 50 RMB notes and includes a traceable

transaction history for the life of the unit of currency.58 Chinese regulators

could use this information to track money flows within China’s economy, better

enabling them to detect and block money laundering or other illicit transactions.

59 Aside from greater visibility into the RMB’s circulation, digital currency

could also give China far greater control over its money supply. For instance,

analysis by Reuters notes that PBOC could impose negative interest rates on

digital currency in circulation,60 which could incentivize users to deposit digital

RMB into the banking system, increasing banks’ capital if they are running

short or China’s government wants them to offer further loans to a specific

56 Alun John et al., “Explainer: How Does 

China‘s Digital Yuan Work?” Reuters, October 19, 

2020. https://www.reuters.com/article/us-

china-currency-digital-explainer-

idUSKBN27411T.57 Alun John et al., “Explainer: 

How Does China‘s Digital Yuan Work?” Reuters, 

October 19, 2020. 

https://www.reuters.com/article/us- china-

currency-digital-explainer-idUSKBN27411T. 58

Lavendar Au, “Alipay will be central in China’s 

digital money system,” Tech Node, March 27, 

2020.https://technode.com/2020/03/27/alipay-

will-be-central-in-chinas-digital-money-system/; 

Ledger Insights, “ 20+ companies involved in

China’s DC/EP digital currency,” March 2020. 

https://www.ledgerinsights.com/china-central-

bank-digital-currency-dcep-companies-

involved/.59 Alun John et al., “Explainer: How 

Does China‘s Digital Yuan Work?” Reuters, 

October 19, 2020. 

https://www.reuters.com/article/us- china-

currency-digital-explainer-idUSKBN27411T. 60

Alun John et al., “Explainer: How Does China's 

Digital Yuan Work?” Reuters, October 19, 2020. 

https://www.reuters.com/article/us- china-



10.短命トランプ政権ーー誕生の意味･退場の意味

Lust belt 錆びた地帯におけるトランプ岩盤支持層について、多

くが語られたけれども、メディアの解説者たちは誰もが核心をぼかし

ているようだ。白人はこれまで多数派として黒人･ヒスパニック･アジ

ア系の少数派を抑圧してきた。苛めっ子（加害者）が少数派に

転落し、｢苛められっ子（被加害者）になる恐怖｣を煽り、それに

成功したのが富豪トランプである。トランプが忘れられた貧困白人

失業者に雇用創出等は、あまりにも現実離れの解釈だ。米国社

会の分断は、建国とともに始まり、深まる。これを隠蔽するイデオロ

ギーがアメリカン･デモクラシー（自由･民主主義･人権）であった。

アジアの権威主義政治に対して、人権や民主主義を語るまえに、

彼らは自らの人権抑圧、民主主義の内実を反省すべきではない

か。トランプの失脚は、日本のトランプ擁護派に深い反省を迫る。



11.バイデン新政権の対中政策
デカップリングdecoupling（切り離し）からengagement policy （関与）へ、回帰と修正

❶トランプ政権の米中デカップリングdecouplingは、｢標的中国｣を作り、これと闘うトランプ像を演出することによって得票獲得を

意図したが、米中双方への悪影響が大きく、事実上破産した。経済的相互依存の複雑性のゆえに、対華為禁輸が米企業の活

動を縛る局面が多く、また政治的後遺症を米中双方に残した。❷デカップリングを放棄するバイデン政権の対中政策は、どこへ

向かうか。大枠はトランプが否定したオバマ政権の関与政策engagement policyへの回帰であろう。ただし、トランプの4年間に、

米国内では反中世論が大きく高まり、民主党もオバマ時代にそのまま戻ることはできない。すなわち、修正オバマ版になる。

❸『環球時報』（電子版）は11月８日、信強・復旦大教授、達巍・国際関係学院教授の二つの見方を紹介した。楽観派･信強によ

れば、米中は「①コロナウイルスへの対応や②気候変動などの領域で実務的な協力を復活させ、対話メカニズムも再開しよう」。

ただし「戦略的な相互信頼」には至らないと分析。❹他方、悲観派･達巍によれば、中国との協力を重視したオバマ前大統領の

時代へ回帰することはない。トランプ政権の４年間で、米中双方の相手側への見方が徹底的に変わったと分析。｢対中政策を徹

底的に変えたことが、トランプ政権が米国に残した最大の政治遺産だ」と達巍教授は分析。バイデンはオバマ政権の副大統領、

高齢であることから、それを骨格としつつ、4年間の内外情勢の変化を踏まえて、微調整することになろう。一

言でいえば、つなぎ･修復･和解の大統領になる。

https://search.yahoo.co.jp/search?p=%E3%82%AA%E3%83%90%E3%83%9E&ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&fr=link_direct_nws


12トランプが負けたら世界は

中国に支配される暗黒時代が来るというデマの説得力、法輪功
と米諜報界の結託、幸福の科学の反中、ネトウヨ(尖閣･沖縄)

｢トランプが負けたら世界は中国に支配される暗黒時代が来るのだ」みたいなことを真顔

で主張する人がたくさんいて、それゆえ米国直輸入の色んな陰謀論がそのまま流布され

ていたりする状況なわけですが。 しかし、その態度は非常に「アメリカ頼み」すぎるというか、必死に

「アメリカの犬」になることしか自分たちは生きてはいけないのだという世界観であるように私には感じられま

す。 「右」の人がそういう卑屈さを深いところで持ちすぎているから、「左」の人は国

際情勢のリアリズムのへったくれもないようなやぶれかぶれの反米主義で吹き上がる

しかない…という戦後日本75年続いた不毛さの結晶が「トランプが負けたら日本は終わり」説なのではないで

しょうか。 そもそも自分の国でもない選挙の結果で日本が「終わった」り「終わらなかったり」するという世

界観自体がちょっと情けなさ過ぎませんかね？倉本圭造(経営コンサルタント)



13.矢吹がトランプ敗北を確信した医学誌社説。アメリカを殺すトランプDying in 

a Leadership Vacuum, New England Journal of Medicine 2020.10.8

Covid-19 has created a crisis throughout the world. This crisis has produced 

a test of leadership. With no good options to combat a novel pathogen, 

countries were forced to make hard choices about how to respond. Here in the 

United States, our leaders have failed that test. They have taken a crisis and 

turned it into a tragedy. The magnitude of this failure is astonishing. According 

to the Johns Hopkins Center for Systems Science and Engineering,1 the United 

States leads the world in Covid-19 cases and in deaths due to the disease, far 

exceeding the numbers in much larger countries, such as China. The death rate in 

this country is more than double that of Canada, exceeds that of Japan, a country 

with a vulnerable and elderly population, by a factor of almost 50, and even 

dwarfs the rates in lower-middle-income countries, such as Vietnam, by a factor 

of almost 2000. Covid-19 is an overwhelming challenge, and many factors 

contribute to its severity. But the one we can control is how we behave. And in 

the United States we have consistently behaved poorly. We know that we could 

have done better. China, faced with the first outbreak, chose strict quarantine and 

isolation after an initial delay. These measures were severe but effective, 

essentially eliminating transmission at the point where the outbreak began and 

reducing the death rate to a reported 3 per million, as compared with more than 

500 per million in the United States. Countries that had far more exchange with 

China, such as Singapore and South Korea, began intensive testing early, along 

with aggressive contact tracing and appropriate isolation, and have had relatively 

small outbreaks.

Covid-19造成了全球性危机。这场危机是对领导力的一场考验。由于并无对抗新型

病原体的理想手段，因此各国被迫就如何应对做出艰难选择。而美国的领导人没有

通过这场考验。他们把危机变成了灾难。此次失败触目惊心。根据约翰霍普金斯

大学系统科学与工程中心数据，美国Covid-19患病人数和死亡人数都居于

世界首位，远远超过中国等人口更多的国家。美国的病死率是 加拿大的2倍多，

比人口老龄化并因而拥有众多Covid-19高危人群的日本高出近50倍，甚至比越

南等中低收入国家高出近2,000倍。Covid-19是一项巨大挑战，许多因素造成

了其严峻程度。但如何应对是一个我们可以控制的因素，而美国的表现自疫情暴发

就一直不佳。我们知道我们原本可以做得更好。最早暴发疫情的中国经历最初的

拖延后，选择了严格的隔离措施。这些措施虽然严厉但很有效，基本上在疫情

暴发之初就遏制了传播。据报道，其病死率降低至每百万人中有3人死亡，而美国

每百万人中有超过500人死亡。新加坡和韩国等与中国往来比较多的国家很早就

加强了检测，同时还积极追踪接触者并采取适当隔离措施，因而疫情相对较轻。

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe2029812


14.United States Strategic Approach to the People’sRepublic of China
５月20日，国家安全保障会議が『米国の対中戦略アプローチ』

The Administration’s approach to the PRC reflects a fundamental

reevaluation of how the United States understands and responds to the

leaders of the world’s most populous country and second largest national

economy. The United States recognizes the long-term strategic

competition between our two systems. Through a whole-of-

government approach and guided by a return to principled realism, as

articulated by the NSS, the United States Government will continue to

protect American interests and advance American influence. At the

same time, we remain open to constructive, results-oriented engagement

and cooperation from China where our interests align. We continue to

engage with PRC leaders in a respectful yet clear-eyed manner,

challenging Beijing to uphold its commitments.

The United States is expanding its role as an Indo-Pacific nation that promotes free enterprise and

democratic governance. In November 2019, the United States, Japan, and Australia launched the

Blue Dot Network to promote transparently-financed, high quality infrastructure through private

sector-led development around the world, which will add to the nearly 1 trillion dollars of United

States direct investment in the Indo-Pacific region alone. At the same time, the Department of

State issued a detailed progress report on the implementation of our whole-of-government

strategy for the Indo-Pacific region: A Free and Open Indo-Pacific: Advancing a Shared Vision.

米中関係を「大国間競争」と位置づけ，「長期的戦略的競争」

にあると認識。中国を自由でルールに基づく国際秩序に受け入

れ，中国の発展を支援すれば，中国は民主化し市場を開放し

ルールを守る国になるとする「関与」アプローチは失敗した。

過去40年[1979-2020]の対中政

策を失敗と総括し、戦略を転換

する。



15.トランプ4高官の反中キャンペーン、2020.6～7.連続4講演会

〔第１回〕ロバート・オブライエン国家安全保障問題担当大統領補佐官，

６月24日，アリゾナ州フィニックス，講演テーマ：「中国共産党のイデオ

ロギーと世界的野心」

〔第２回〕クリストファー・レイFBI（連邦捜査局）長官，７月７日，ワシン

トンDC，ハドソン研究所，講演テーマ：「中国共産党が米国経済および安

全保障に及ぼす脅威」

〔 第３回〕ウイリアム・バー司法長官，７月16日，ミシガン州グランドラピッ

ズ，フォード大統領記念図書館，講演テーマ：「中国共産党の世界的野心に

対する米国の対応」

〔第４回〕マイケル・ポンペオ国務長官，７月23日，カルフォルニア州ヨル

バ・リンダ，ニクソン大統領記念図書館，講演テーマ：「共産中国と自由世

界の将来」 対象を中国一国に絞って，国家安全保障，連邦捜査，司法，外交の４

分野から４人の政府高官がほぼ毎週，４都市を選んで，聴衆に中国の現状を報告し，問題

点を摘出し，国民に注意を喚起する。こうした米国政府の企画は，前例がない。５月20

日，国家安全保障会議が『米国の対中戦略アプローチ』を発表した後，トラ

ンプ大統領の忠臣，オブライエン大統領補佐官がこの連続講演会を企画立案したの

ではないか。



16歴史無知･ロバート・オブライエン 安全保障問題担当大統領補佐官

ロバート・オブライエンRobert C. O‘Brien、1966- は、アメリカ合衆国

の政治家、外交官。2012年の大統領選挙では、共和党候補だったミット・ロ

ムニーの外交政策顧問を務めた。2016年に出版した著書では、バラク・オバ

マ前大統領が進めたイラン核合意を強く批判。中国への警戒感も

露わにしている.2018年5月、人質問題担当特使に就任。アメリカ国外で

人質になったアメリカ人の解放に向けた外交交渉を担当。トルコで軟禁されて

いた牧師、アンドリュー・ブランソンの解放に関わったほか、スウェーデンで暴力事

件を起こして拘束されていたラッパー、エイサップ・ロッキーの帰国交渉などにも

当たった。2019年9月18日、ドナルド・トランプ大統領により

国家安全保障問題担当大統領補佐官に指名。指名に当

たっては、マイク・ポンペオ国務長官の後押しを得ていた。トランプ

政権では4人目の国家安全保障問題担当大統領補佐官となる。2020年2

月5日、ロシアとの間で新戦略兵器削減条約に関する交渉を始めることを表

明。2020年7月28日、2019新型コロナウイルスの陽性反応を示しているこ

とが明らかなった。この時点でウイルスに感染したトランプ政権関係者としては

最高位の人物。症状は軽く、自宅で勤務を続けていたが、2度の検査で陰性

となったことから8月4日にホワイトハウスへの復帰を発表。

As China grew richer and stronger, we believed, the Chinese Communist 

Party would liberalize to meet the rising democratic aspirations of its people.  

This was a bold, quintessentially American idea, born of our innate 

optimism and by the experience of our triumph over Soviet 

Communism.  Unfortunately, it turned out to be very naïve. We could not 

have been more wrong—and this miscalculation is the greatest 

failure of American foreign policy since the 1930s. How did 

we make such a mistake? How did we fail to understand the nature of the 

Chinese Communist Party? The answer is simple: because we did not pay 

heed to the CCP’s ideology. Instead of listening to what CCP leaders were 

saying and reading what they wrote in their key documents, we closed our 

ears and our eyes. We believed what we wanted to believe—that the Party 

members were communist in name only. Let us be clear, the Chinese 

Communist Party is a Marxist-Leninist organization. The Party General 

Secretary Xi Jinping sees himself as Josef Stalin’s 

successor.---- Robert C. O’Brien on June 24, 2020, in Phoenix, Arizona.



17外交官失格、西部劇気質まるだし Communist China and the Free Worlds Future 

共産中国と自由世界の未来ニクソン記念図書館博物館にて2020年7月23日

［ロイター電要旨］ -ポンペオ米国務長官は7月23日、中国共産党に対して対応を改めるよう促すには、米国と同盟国が「より創造的

で積極的な手段」を行使する必要があるとの考えを示した。ポンペオ氏はニクソン大統領図書館での演説で、ニクソン氏が後年、1970年代の中国門戸開

放の際に「中国というフランケンシュタインを造ってしまった」と心配したのは予言的だったと語った。また、中国軍について、「より強力かつ脅迫

的」になっていると指摘。中国に対しては信用せず、検証する“trust but verify”アプローチを取るべきだとし、1980年代にレー

ガン元大統領がソビエト連邦に関して述べた信用せよ、されど検証せよ“ distrust and verify”という言葉を引き合いに出

した。さらに「悪化しつつあった中国経済を再生させたのは米国や他の自由主義国の政策だが、中国は恩をあだで返している。中国の行動はわれわれの国民

や繁栄を脅かしており、世界の自由主義国は、より創造的で積極的な手段を講じて中国に変化を促す必要がある」と述べた。ポンペオ氏は「志を同じくする

国々、民主主義国で新たな同盟を組む時かもしれない。自由主義国が変わらなければ、共産主義の中国がわれわれを変

えるのは間違いないだろう」とも述べた。「中国共産党から自由を確保するのが現在のわれわれの使命だ」とし、米国はそれを主導するのに完全にふさわしい

立場にあるとした。また、[ドイツと]名指しせずに、ある北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）同盟国は中国市場へのアクセスが制

限されることへの懸念から、香港の自由のために立ち向かうことに消極的だと指摘した。



18米半導体業界のサプライ･レジリエンシー対策

❶NVIDIAによるArm買収、❷SK hynixによるIntelのNAND型フラッシュメモリ事業の買収、❸AMDに

よるXilinx買収発表。AMDがXilinxを350億ドルで買収https://re.itmedia.jp/4tZB3RWQp

2019年度の売上高はAMDが67.3億米ドル、Xilinxが30億米ドル。両社を合わせ約98億

米ドル、2019年の半導体売上高ランキング7位のTexas Instruments（132億300

万米ドル）と8位のSTMicroelectronics（90億1700万米ドル）の間に位置する。

IntelやSamsung Electronicsに比べると、売上高の面では“中規模”。今回の買収に

対する注目度は非常に高い。NVIDIAによるArm買収に比べると、AMDのXilinx買収は

納得感あり。最近のIntelについては、SK hynixへのNANDフラッシュ事業売却、データセンター事業グ

ループの売り上げ減だが、半導体業界のトップ維持。（EE Times Japan/EDN Japan 村尾麻悠子）

https://re.itmedia.jp/4tZB3RWQp


19. 台湾積体TSMCの張忠謀(モリス･チャン)、

エヌビディア起業･黃仁勳(ジェンスン･ファン)

NVIDIA Corporation（エヌビディアコーポレーション）は、

アメリカ合衆国カリフォルニア州サンタクララにある半導体メー

カー。コンピュータのグラフィックス処理や演算処理の

高速化を主な目的とするGPU（グラフィックス・プロセッ

シング・ユニット）を開発し販売する。 デスクトップパソコン

やノートパソコン向けのGPUであるGeForce、プロフェッショナ

ル向けでワークステーションに搭載されるQuadroやNVSで有

名だが、スーパーコンピュータ向けの演算専用プロセッサであ

るTesla（テスラ）や、携帯電話やスマートフォン・タブレット

端末向けのSoC（システム・オン・チップ）であるTegra（テ

グラ）の開発販売も手掛ける。また近年は、自動運転技術

の開発にも力を入れている。

ジェンスン・ファン（Jen-Hsun "Jensen" Huang、中国語:黃仁勳、

拼音: Huáng Rénxūn、1963年2月17日 - ）は、台湾系アメリカ

人の起業家、実業家。グラフィック・プロセッサ会社のNvidiaを共同設

立し、社長兼CEOを務めている。オレゴン州立大学を卒業後、カリ

フォルニア州に移り、スタンフォード大学で修士号を取得した[3]。2008

年のフォーブズ誌によると、アメリカのCEOの中で61番目に給料の高い

人物

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%8B%E3%82%A2%E5%B7%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%A9_(%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%8B%E3%82%A2%E5%B7%9E)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%8A%E5%B0%8E%E4%BD%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/Graphics_Processing_Unit
https://ja.wikipedia.org/wiki/NVIDIA_GeForce
https://ja.wikipedia.org/wiki/NVIDIA_Quadro
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF
https://ja.wikipedia.org/wiki/NVIDIA_Tesla
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88_(%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF)
https://ja.wikipedia.org/wiki/SoC
https://ja.wikipedia.org/wiki/NVIDIA_Tegra
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%8B%95%E9%81%8B%E8%BB%A2%E8%BB%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8B%BC%E9%9F%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/1963%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/2%E6%9C%8817%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B0%E6%B9%BE%E7%B3%BB%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E4%BA%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/NVIDIA
https://ja.wikipedia.org/wiki/CEO
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%AC%E3%82%B4%E3%83%B3%E5%B7%9E%E7%AB%8B%E5%A4%A7%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%89%E5%A4%A7%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3#cite_note-3
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21.抗美援朝出国
作战70周年大会

德国之声10月24日指出，继率领政

治局常委等高层领导人员参观“抗美

援朝”展览后，习近平10月23日又在

“纪念中国人民志愿军抗美援朝出国

作战70周年大会”上发表讲话，在中美

关系持续紧张的背景下，中国的高调庆祝方式耐人寻味。

2020年10月23日，习近平讲话中称，“当今世界，任何单

边主义、保护主义、极端利己主义，都是

根本行不通的！任何讹诈、封锁、极限施压的方式，都是根

本行不通的！任何我行我素、唯我独尊的行径，任何搞霸权、

霸道、霸凌的行径，都是根本行不通的！不仅根本行不通，

最终必然是死路一条！”（Reuters）



22.习近平新时代中国特色社会主义思想

中国共产党中央委员会工作条例（2020年9月28日中共中央政治局会议审议批准、2020年9月30日中共中央发布）

第一章 总则 第一条 为了加强党的中央委员会工作，根据《中国共产党章程》，制定本条例。 第二条 党的最高领导机关，

是党的全国代表大会和它所产生的中央委员会。在全国代表大会闭会期间，中央委员会领导党的全部工作，对外代表中国共产党。

第三条 中央委员会高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓

小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平1新时代中国特色社会主义思想

为指导，带头增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不忘初心、牢记使命，总揽全局、协调各方，以坚定正确的政治立场

和政治方向，团结带领全党全军全国各族人民为全面建成社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。

第二十条 党中央举旗定向、掌舵领航，指引党和国家事业的前进方向。加强政治引领，坚定不移走中国特色社会主义道路。加强思想

引领，用习近平2新时代中国特色社会主义思想武装全党、教育人民。加强风范引领，以强大真理力量和

人格力量凝聚党心军心民心。



23.デジタル化は現代産業システム構築の推進力、戦略的新興産業は未
来の産業変革の新たな方向を代表する

第14次五カ年計画の内容ーー中国は経済モデル転換期にある。中国電子情報産業発展研究院計画研究所の周遊副所

長は「五中全会は、中国経済はすでに質の高い発展という新たな段階へと方向を変えた。第14次五カ年計画期は質の高

い発展の推進を基調とし、供給側構造改革の深化を進める。供給側構造改革は、現代産業システムを発展させ、産業の

Core competence(コア・コンピタンス核心競争能力)を高め、質と効率を実現する。国際環境ーー張煥波 [中国国際

経済交流センター米欧研究所副所長]は「グローバルな産業チェーンとサプライチェーンは深いレベルの再構築に直面して

いる。欧米など先進国は製造業の優位性を引き続き重視し、国際競争が激化している。中国は現代産業システムを産業

チェーンの上流へと移行し、新たな比較優位を目指す。中国デジタル経済は第13次五カ年計画初の11兆元から、2019年

には35兆8000億元にまで拡大し、対GDP比で36.2％、GDP寄与率で67.7％を占める。中国はECとモバイル決済の双方で

取引額が世界首位になり、ビッグデータ、クラウド・コンピューティング、IoT（モノのインターネット）、人工知能（AI）などが経

済・社会発展に幅広く応用されている。第13次五カ年計画[2016-2020]以来、中国は世界最大規模の情報通信ネットワー

クを完成させ、4G基地局は世界全体の半数以上を占め、5Gの実用化で堅実な一歩を踏み出し、すでに5G基地局は累計

69万局開通し、接続するユーザー数は1億6000万人を超えている。「人民網」2020年11月3日



24.トランプから見て中国は何者か

(政治的)取引相手、(経済的)競争相手、(軍事的に闘うべき)敵

拜登中国是最大竞争者，俄罗斯是当前最大威胁、2020-

10-26 郭涵。（观察者网讯）当地时间10月25日，美国哥

伦比亚广播公司（CBS）发布了对民主党总统候选人拜登

的专访。拜登形容，俄罗斯是美国国家安全目前的最大

威胁，而中国是美国最大的竞争对手。被问到“哪个国

家是美国面临的最大威胁”时，拜登回答，“从破坏我们的安

全与盟友关系来说，目前是俄罗斯”。他紧接着说，

中国是美国最大的竞争对手，“取决于我们如何处理（中

美）关系，将决定中美之间是竞争对手，还是进入涉及

军事层面的更严重竞争。”

トランプから見て中国は：

中国是一个对手（adversary）

[取引の相手、相方]…

司会者：他们是最大的对手？

トランプ：竞争者（competitor）

[経済的利害を争う競争相手]… ，

多くの面で敵だ（foe）[闘うべき

敵]，だが相方でもある。

https://www.guancha.cn/internation/2020_10_26_569301.shtml?s=zwyzxw


25.人民元の国際化とドル決済への依存軽減

上海 9月２１日 ロイター、中国人民銀行（中央銀行）は、中国は人民元の国際化と

ドル決済への依存軽減に向け、デジタル通貨発行の先行者になる必要があるとの認

識を示した。人民銀行系列の雑誌「チャイナ・ファイナンス」の論説で明らかにした。デ

ジタル通貨を発行しコントロールする権利は、各国間競争の「新たな戦場」になると予

想している。その上で、デジタル人民元の発行と流通は、現在の国際金融に

大きな変化をもたらすと指摘した。論説は「中国はデジタル通貨発行において多くの

強みと機会を持っている。先行者になるため、ペースを加速させるべきだ」と主張した。

また、人民元の国際化にとって重要として、ドルの独占状態を打破するため新たな決

済システムを確立する必要があると訴えた。



26.QRコード、リチウムイオン電池の活用失敗、半導体の敗北

2017年秋、習近平Ⅱ期体制前夜の北京を一人歩きし、｢デジタル中国｣の現

状を約1カ月観察した。 ⇒⇒『習近平の夢』（花伝社、2017年6月）の再確

認のため。

2018年夏、人民大学シンポに招かれて、デジタルレーニン主義を語る。 ⇒⇒

『中国の夢』（花伝社2018年3月）執筆取材。

2019年５月、アジア文明対話に招かれて5Gの実験イベントに参加した。 ⇒⇒

『＜中国の時代＞の越え方』（白水社、2020年7月）執筆取材。



27.電脳社会主義、デジタル
レーニン主義の可能性

ソ連社会主義はなぜ解体したか～
～戦争経済としては成功したが、大
衆消費経済に対応できず

コルナイ『不足の経済学』vs.
トヨタ看板方式⇒⇒QRコード
(二維碼)[20世紀後半の世界]

毛沢東社会主義はなぜ挫折したか
⇒⇒計画経済を支えるコンピュー
ター処理と生産力的基盤の欠如。
現代中国には条件あり[21世紀前半
の世界]。



28.量子通信に成功した中国
2020年10月9日東芝 次世代の暗号技術量子暗号通信来年度にも事業化へ



28. サムソン･アプルを抜いた華為（左） 売上高シェアのトップは華為（右）



29.左･半導体チップの出荷量（５ナノメートルへ移行中）

右･出荷額から見たシェア（14ナノメートルへ移行始まる）



30.左･TSMC台湾積体 SMIC中芯国際の生産能力、
右･米制裁で市場を模索する華為



31中国、ガソリン車を2035年に全廃へ すべて環境車に10/27

中国工業情報化省などは27日、2035年に新車販売の

すべてを電気自動車（EV）などの新エネルギー車

（NEV）やハイブリッド車（HV）にする方針を明らかに

した。ガソリンエンジン車は市場で販売できないようになる

可能性が高い。各国が環境対応車の優遇を進める中、

中国政府はさらに一歩踏み込む。 同日に発表された

ロードマップによると、35年には新車販売で通常のガソリ

ンエンジン車をすべてHVにすることを目指す。また、EVや

プラグインハイブリッド車、燃料電池車などが含まれるNEV

についても、新車販売で50%以上占めるようにする。ガソ

リンエンジン車は市場から排除されることになる。

https://www.asahi.com/articles/photo/AS20201012000437.html


32.科学と行政は不可分。日本のコロナ対策は
科学とは無縁。マスクは必勝鉢巻きの精神安定、
精神鼓舞作用。

英ネイチャー誌の菅義偉批判

Prime Minister Yoshihide Suga rejected

the nomination of six academics, who

have previously been critical of

government science policy, to the

Science Council of Japan.



31. 2019年4月、米国国防省イノベーション委報告書、5G政策の失敗

2019年4月に米国国防省イノベーション委が報告書を発行し、無人運転からスマートシティ、さらには仮想戦闘まで5G

に言及し、5Gの価値を非常に高く評価。報告書は米国の専門家が米国に間違った進路選択をさせたと指摘。❶５Gはミ

リ波の周波数の範囲内で、Wi-Fiと同じくらい基地局を密集して設置する必要あり。米国のように広大な国ではコストの

問題あり。❷この周波数帯が米軍によって使用されているのがネック。要するに、

米国は5Gの選択で誤りを犯した。❸まずは、低周波で中国に追いつき、中国の要素をサプライ

チェーンから追い出すことを考えた。司法長官ウィリアム・バーが中国排除の司令官である。

彼はコロンビア大で71年に経営学士、73年中国研究で修士。77年にジョージワシントン法科大学院で法学博士。73

～77年CIA勤務。91～93年第1次ブッシュ政権で司法長官。かつて通信

企業Verizonの上級副社長兼中国対策委メンバー。



32.覇権を保証する米軍、米ドル、科学技術

米国は、覇権を保証する三つを持つ。❶米軍、❷米ドル、❸科学技術。

これら三つの根本は、科学技術の先進性。バー長官によれば中国の5G

が市場をリードすると、半導体分野にも連鎖反応が生まれる。未来に影

響を与える一つの肝心な技術分野で、米国は後れを取った、これは大変

なことだ、と述べた。彼は、スピーチの中で、5Gが社会全体にもたらすGDP価値は、23兆米ドル以上と

推定。商務長官ウィルバー・ロスも、米国の将来の繁栄はテクノロジー方面の戦略的優位性にかかっていると

述べた。中米間の競争は、領土と資源支配権のための19世紀の帝国間の競争ではなく、技術に焦点を当てると

述べた。中国の留学生は約60万人と言われる。これを全部追い返すのは出来ない。ビジネスや法律分野は歓迎

するが、科学技術は歓迎しない。米国の将来は高度な技術的優位性の確保にかかっている。米国の戦略的資産

は、米国の研究機関大学の人材であり、世界中からの才能の吸収である。



33.チャイメリカⅠの形成(2006～2017)

❶中国の貿易黒字vs. 米国の貿易赤字

❷中国の外貨準備で米国債を買い支える

❸中国が技術を学び、学んだ技術が米国を

越える ①人工知能AI ,

②量子コンピューターと量子通信

quantum ,③5G 通信, ④

自動運転車autonomous vehicles



34. 中国の外貨準備に着目したゼーリック補佐官(のち世界銀行)

2006年に中国の外貨準備が日本を越えた。

ゼーリックは中国をstakeholderと呼び、stake

の米中管理を提案した。2009年には中国との

関係構築においては、strategic

reassuranceが必要だと提起した。これは安全

保障用語であり、核兵器の管理に

reassuranceを求める考え方を米ドル管理に

も応用する発想だ。翌2010年には中国軍は

international public goods[国際公共財]

だと論じた[この年、前原クリントン会談で尖閣は

日米安保の対象地域と述べ、二枚舌を暴露]



35.チャイメリカⅠの舞台裏(グレーバー『負債論』)
❶伸びる生産性と賃金の横ばい、❷膨張する軍費と財政赤字



36.チャイメリカⅠの帰結
❶米成長率35%、中成長率325%、❷2014年に購買力平価で米中互角.

G.T. Allison, Destined for War; Can America and China escape Thicydides’s

Trap?2017. ［米中はツキジデスの罠を逃れられるか］



37.為替レート換算のGDP比較、中国は5兆ドル小さい



38.PEW米国の対中世論の悪化❶貿易赤字、❷コロナ責任論

2008リーマンショックの際は、中国の貢献を評価する声が大きかっ

た。その後、経済の復興につれて、｢パートナー中国｣から｢ラ

イバル中国｣｢敵国中国｣に変化した。

トランプは対中貿易赤字の責任は｢中国にあり｣として、関税

戦争を推進した。2020年春からコロナ禍の責任は中国にあり、と

強調して、中国の責任を追及し、賠償を要求した。

9月末現在、米国の死者は20.2万人で中国4728人の

43倍。感染者は696万人で中国8.8万人の79倍である。



39.連邦中国の構想が提起されているが、トランプ等の北風のもとで進展せず。

北風よりは太陽が望ましい。

【北京時事】中国国営新華社通信によると、新疆ウイグル自治区の統治政策を

協議する重要会議「中央新疆工作座談会」が9月25-26日に開かれ、

習近平国家主席は、イスラム教徒の少数民族ウイグル族に対する同化政策

の強化を指示した。習氏はウイグル族に教育を通じて「中華民族の共同

体意識を心に深く植え付けさせるべきだ」と述べ、「イスラム教の中国

化」を改めて求めた。 ❶朝鮮戦争以後20年の封じ込め

Containment Policy ❷ソ連つぶしのための米中蜜月

(1971～1991) ❸米国独り勝ちのもとでのチャイメリカ構造

(1991～2016) Engagement Policy ❹トランプによる

新冷戦。

大陸の少数民族政策

❶チベット、❷ウィグル

族自治区、❸内モンゴ

ル自治区への政策。大

陸の統治が及んでいな

い❹台湾、❺香港への

政策。



40.電子回路をシリコンウエハーに焼き付ける露光装置。

❶TSMCは5ナノ量産、❷サムソンが5ナノ追う。❸イン
テルは7ナノで手間取る。❹GlobalFoundries(米) は脱
落。❺UMC(日)は10ナノに失敗。

露光装置は微細な電子回路をシリコンウエハー上に焼き付け

る機械。半導体製造の中核を成す設備。SMIC中芯国際は2019年

10～12月期から14nmのプロセス技術による量産を開始。12nmの技術開発を進める。SMICのプロセス技術は3世代遅れ。台湾

積体TSMCは、2020上半期から5nmの量産を開始。7nm,5nmの量産を実現する

には導入が不可欠。現時点でEUV露光装置を実用化できたのは露光装置世界最大手のオランダのASMLしかなく、生産台数は年

間30台に満たない。SMICはEUV露光装置を発注しており、当初は2019年末に納入される予定だった。しかしまだ実現していない。

輸出にはオランダ政府の許可が必要。ASMLは2019年11月、「政府の承認待ちの段階」と明ら

かにした。



41.サムスンはどこからヘッドハンチングしたか



42. 半導体の世界シェア 2019上期



43



44. リチウムイオン電池は吉野彰が発明し、中国が企業化した、QRコード
はデンソー、NANDフラッシュメモリは舛岡富士雄。

中国･韓国の下請けに転落した日本企業


