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１０ 核・ミサイル等の軍備に関する永続的な安全保障戦略

１

はじめに

（１）4 月 8 日に、上院外交委員会議長のメネンデス上院議員(民主党)及び同委員会幹部
のリッシュ上院議員(共和党)が、超党派で「2021 戦略的競争法案」を同委員会に提出
し、4 月 20 日に、同委員会で、20 対 1 のほぼ全会一致で可決された。今後の上院
及び下院の本会議でも可決され、バイデン大統領も承認して施行される見込みである。
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◎戦略的競争法案原文
S.1169- Strategic Competition Act of 2021
https://www.congress.gov/117/bills/s1169/BILLS-117s1169is.pdf
「新たな脅威」
（２）バイデン政権は、3 月 3 日に「国家安全保障の暫定指針」を公表し、
として中国を筆頭に挙げ、
「中国は安定し開かれた国際システムに継続的に課題を突き
つけるために、自国の経済力・外交力・軍事力・技術力を組み合わせる能力を保持し得
る唯一の競争相手である。
」との認識を表明した。議会がこれに呼応して対抗法案を策
定した形である。
（３） 本法案における「戦略的競争」とは、中国との戦略的競争であることが規定されて
おり、5 つのセクションから成る（①競争の未来への投資、②同盟とパートナーシップ
への投資、③私たちの価値観への投資、④経済国家技術への投資、⑤永続的な戦略的安
全保障）
。全体で約 280 ページに渡るが、例えば次のような注目すべき内容が規定さ
れている。
・米国の対中国方針・政策の一層の強化
・対中制裁・規制が十分に実施されていないことへの不満の表明と、完全な実施・履
の要求
・ウイグル人権法制裁規定の改正強化
・CFIUS（対米投資委員会）の審査対象拡大（大学等への多額の資金提供、契約も）
・同盟国・パートナー国と連携した規制の調和方針
・サプライチェーンの多様化(中国からの撤退、施設移転等)の支援
・中国共産党の影響力への対抗のための基金創設
・米国の中国に対するエコノミック・ステイトクラフトの強化
・台湾へのインド太平洋戦略に不可欠な要素としての関与強化／他の外国政府への
関与と同様の基準での関与／米台の政府職員間のやり取りの一切の制限禁止
・中国の軍事施設を設けている国への支援制限の義務付け
・中国の核・ミサイル等の軍備に対する安全保障戦略
（４）中国側は直ちに反応し、外交部及び全人代外交委は厳重な抗議の談話を発表して、
「米
中関係を完全な競争と完全な対立に向けて動かす試み」であり、
「審議中止を断固求め
る」とした（特に台湾関係条項には強く反発している）
。
人民日報系の環球網は、
「米議会がバイデン政権に圧力をかけた」との見出しを付け
ている。
（５）バイデン政権の「国家安全保障の暫定指針」にしても、この「戦略的競争法案」にし
ても、同盟国・パートナー国との連携が強調されており、成立・施行された場合は、米
中関係や日本にも大きな影響を与えることは確実である。
そこで、本法案のうちから、対中規制や同盟国との協力関係部分を中心に概要を紹介
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する。より詳細な紹介は、CISTEC ジャーナル 2021 年 5 月号（5 月末発売予定）にて掲
載する予定である（賛助会員の方は、同コーナー参照）
。

２

議会の中国についての事実認識

（１）中国が追求している政策は、米国、そのパートナー国、その他の多くの地域の利益と
価値観に反し、今後数十年の国際社会の平和、繁栄及び自由を危険にさらすことになる。
（２）米国は国交正常化以来、中国が自由で開かれた国際秩序に参加し、中国の経済的・社
会的発展を促進するために積極的に取り組んだが、国家主導の重商主義経済政策、一層
の権威主義的な統治モデル及び攻撃的な外交政策を追求することを選択した。米国は
中国に対する戦略を再検討し、修正することを余儀なくされている。
（３）中国の目的は、最初にインド太平洋における地域覇権を確立して米国を追い出し、中
国を「世界をリードする大国」になるよう推進し、中国共産党の利益になるような国際
秩序を形成することである。自国の体制とは異なる体制を有する他国を弱体化させよ
うとしている
（４）中国企業の優位性を確保するために、反競争的な方法で国家主導の産業政策(知的財
産権の窃取、強制的な技術移転、規制上・財政上の助成、外国企業の機密データへの中
国共産党による強制的なアクセス等)を採用。
（５）中国は、あらゆる手段を通じて、強制的な台湾とのいわゆる「統一」を追求。
（６）中国は、南シナ海において、人民解放軍の能力を強化し、近隣諸国を脅迫して支配を
強化しようとする違法な島嶼建設キャンペーンを実施。
（７）中国の戦略と政策に対応し、米国は、我々の重要な利益と価値を保護、促進するため
に、中国との戦略的競争の政策を採用しなければならない。
※

その他、一帯一路政策の経済的依存を通じた政治的服従／軍事力向上を通じた意志の

強制の可能性／COVID-19 パンデミックによる混乱に乗じた行動（香港、南・東シナ海、イ
ンド等）について指摘。

３

対中国制裁・規制強化方針

⇒議会が政府に授権し義務付けた規制・制裁法にあるにもかかわらず、十分実施して
いない。完全な履行が必要不可欠。
（１）議会の事実認識として以下を記載。
① 議会によって承認され、義務付けられた制裁及びその他の規制は、様々な中国の悪意
のある行為(以下の(A)～(G)を含む)に対処するもの。
（A）知的財産権の窃取。
（B）サイバー関連の経済スパイ。（C）少数民族の抑圧。
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（D）その他の人権侵害。
（E）国際貿易システムの乱用。
（F）北朝鮮政府への違法援助及び北朝鮮政府との違法貿易。
（G）フェンタニル及び他のオピオイドの違法取引を含む薬物の違法取引。
②本規定における制裁及びその他の規制の例は以下の(A)～(I)の通り。
(A)グローバルマグニツキー法
(B)国防権限法 2015 Section 1637(サイバースペースにおける経済スパイ・産業ス
パイへの対処)
(C)フェンタニル制裁法(違法な合成オピオイド取引業者に関する制裁法)
(D)香港自治法
(E)香港人権・民主主義法 Section 7(香港の基本的な自由及び自治の侵害への制裁)
(F)ウイグル人権法
(G)輸出管理改革法
(H)国防権限法 2020 における通信セクターの企業についての輸出管理規定
(I)対敵国制裁法(CAATSA) Section 311(対北朝鮮制裁規定)
（２）議会の見解として以下を記載。
①行政機関は、法令・憲法上の要件にもかかわらず、上記の制裁その他の規制を十分
に実施していない。
②大統領によるこれらの制裁その他の規制の完全な実施と執行は、中国との戦略的
競争において米国が成功するために必要かつ不可欠な要素である。
（３）上記で例として列記された中の制裁法は、いずれも強力な金融制裁が規定されており、
金融機関に対する制裁も含まれている。
「完全な履行が必要不可欠」との議会認識を踏まえた対応がどうなるのか、注視される。

４

規制についての同盟国・パートナー国との意見交換の義務付け
⇒規制と運用のハーモナイズの促進と、二国間調整等の優先

（１） 貿易・投資の諸問題と執行、知財窃取、民主主義・人権、環境等の「経済的・民主
的自由に関連する諸問題について G7 諸国との議論を開始しなければならない」と
規定。
（２） その上で、以下のように、規制についての同盟国・パートナー国との意見交換の義
務付け
(a)総則
国務長官は、他の行政機関の長と協力して、米国政府の規制部門・技術部門及び
そのカウンター・パートである同盟国・パートナー国関連組織の間の定期的な対話
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(二国間協議又は関連多国間機関・組織を通じての対話)を促進・奨励するプログラ
ムを策定し、以下の(1)～(5)を実施しなければならない。
(1)規制の策定及び実施におけるベストプラクティスの促進。
(2)科学的、技術的原則及びその他の関連原則に基づく、最適な規制結果を達成す
るための協力。
(3)規制と規制慣行のより良い調和と整合の追求。
(4)将来の世界的な経済成長と商取引を推進する新興セクターの産業・技術標準に
関するコンセンサスの構築。
(5)法の支配を含む自由で開かれた社会の価値観に沿った、規制の策定と実施にお
ける環境、労働及びその他の関連する保護に関する米国の基準の促進。
（３） そして、二国間調整・協力、多国間調整・協力、新興技術に焦点を当てた規制慣行
を優先すべきとしている。
（４） 国防権限法 2021 においても、半導体に関しての輸出管理、対内投資管理の規制の共
通化や、非市場経済に対する一貫した共通の政策の確立等の指示が盛り込まれてい
る。

５

ウイグル人権法の制裁対象行為規定の改正強化
⇒強制労働、強制的中絶・不妊・避妊を追加

（１）ウイグル人権法は、2020 年 6 月に成立したもので、人権侵害に関与する当局者や、
人権侵害を実質的に支援する企業等に対して、グローバル・マグニツキー法（制裁の一
般法）に基づき制裁するもの（非米国企業・人も対象）
（２）対象となる人権侵害行為に、下記のアンダーラインの行為を特掲して制裁対象行為と
して追加（
（B）に含まれていたと思われる）
。
（A）拷問。
（B）残酷な、非人道的な、又は品位を傷つける扱い又は処罰。
（C）起訴・裁判無くしての長期抑留。
（D）拉致による人の失踪及びそれらの人の秘密の抑留の惹起。
（E）強制労働に関連する深刻な人権侵害
（F）組織的なレイプ、強制的な妊娠中絶、強制的な不妊手術、又は非自発的な避妊
インプラント手術の方針及び実施。
（G）人の生命、自由、又は安全に対する権利のその他の著しい否定。

６

CFIUS（対米投資委員会）の審査対象拡大
⇒大学等への 100 万ドル超の資金提供、契約も事前申告義務付け
5

(１)従来の企業等への対内投資に対する規制に加えて、外国企業等からの 100 万ドル超の
大学等への資金提供、研究者雇用等の契約も対象に追加。
■外国企業・団体・人からの高等教育機関への金銭・資産の供与又は外国企業・団体・
人と高等教育機関の契約締結であって、以下の(I)及び(II)の双方の条件を満たす
場合には事前申告を義務付け。
(I)以下の(aa)又は(bb)の条件を満たす場合
(aa)金銭・資産又は契約の価額が 100 万ドル超である場合
(bb)高等教育機関が、連続した 2 年(暦年)の間に、同一の目的で、
(i)

直接的又は間接的に、同一の外国企業・団体・人から総額 100 万ドル超
の複数の金銭・資産を受け取るか、又は

(ii)

直接的又は間接的に、同一の外国企業・団体・人と総額 100 万ドル超の
複数の契約を締結する場合

(II)金銭・資産又は契約が、以下の(aa)又は(bb)の条件を満たす場合
(aa)重大技術の研究、開発又は製造に関連し、かつ、高等教育機関が保有する「重
大な非公知技術情報」に外国企業・団体・人がアクセスすることを可能にする
場合
(bb)支配を確立する「制限付き又は条件付きの金銭・資産又は契約」である場合
（注）教員の雇用、新部門の設置等が含まれるので、千人計画的なリクルートや
孔子学院的な組織の設置等も対象となってくる。
（２）従来、高等教育法において、外国企業等との年間 25 万ドル以上の資金提供、契約の
場合について教育長官への開示報告義務が規定されており、近年その義務違反が多数
にのぼるため問題視されていた。
本法案では、その開示・報告先として CFIUS を加えるとともに、100 万ドル超の資金
提供、契約も CFIUS の審査対象とするもの。

７

グローバル・サプライチェーンの多様化支援
⇒中国からの撤退、生産施設移転のための支援プログラム策定義務

（１）以下のような中国からの撤退、生産施設移転によるサプライチェーン多様化のための
支援プログラムを策定しなければならないとし、同プログラムの予算は、2027 年度ま
でに 1500 万ドルと設定している。
(A)中国市場からの撤退又は特定の生産施設の中国以外への移転
(B)調達ルートの多様化及びサプライチェーンを中国以外の場所において多様化す
るための取り組み
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(C)上記(A)及び(B)に記載の活動の過程での法的・規制上の課題又はその他の課題に
ついてのアドバイス
(D)中国外での生産又は調達のための代替市場の特定(必要に応じての、市場情報の
提供、信頼できる地元のパートナーとの連絡の促進等のサービスを含む)
（２）国防権限法 2021 においては「信頼できるサプライチェーンの構築」が大きなテーマ
となっており、またバイデン政権も 2 月 24 日に「米国のサプライチェーンに関する大
統領令」を発出し、重要 10 分野のサプライチェーンのリスク評価と対応のための報告
書を提出することを求めている（半導体、医薬品・原料、稀少鉱物資源、EV 用電池の 4
分野は 5 月末頃まで）
。
本支援プログラムは、これらの議会、政府の動きに呼応したものと思われる。

８

中国共産党の影響力への対抗基金等
⇒中国のターゲットになった企業等への財政支援のための基金 等

（１） 中国共産党の影響力に対抗するための財政的措置として以下を列挙。
①中国のプロパガンダの取組みのターゲットになっている外国企業・団体への財政
的支援により、中国共産党の悪意のある影響に対抗するための「中国共産党の影響
力への対抗基金」の運営（2022～2026 年度に 3 億ドルを承認）
②米国の教師、博士課程前の学生等に対する教育、トレーニング、外国語能力を促進
③中国共産党の影響下にある国々で独立したジャーナリズム及び「偽情報や監視と
の戦い」を支援するための予算措置
④ 報道の自由とジャーナリストの保護の促進プログラムへの支援活動の予算措置
（２） 政治的緊張が高まると、中国によるエコノミック・ステイトクラフト（経済的圧力）
によって、国だけでなく企業が圧力対象となって被害を受ける場合が少なくないが、
これに対抗する財政支援措置というのは例がないものであり、実際の運営がどうな
るのか注目される。

９

米国・台湾間のパートナーシップの強化
⇒台湾は米国の戦略上不可欠な要素／台湾政府には他国政府と同じ基準で関与

（１） 本法案における台湾に関する諸規定については、これまでの台湾に関する諸法律に
規定された、台湾との高官交流、ハイテク武器供与の継続、国際組織・社会への復
帰支援等が改めて盛り込まれているが、「米国のインド太平洋戦略の不可欠な要素」
「インド太平洋地域の継続的な平和と安定のための非常に重要な要素」
「米国の不可
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欠な国家安全保障上の利益」等、台湾を米国の安全保障、インド太平洋の平和と安
定に「必要不可欠」と位置付けたことが注目される。
■米国・台湾間のパートナーシップの強化についての米国の政策
(1)台湾を米国のインド太平洋戦略の不可欠な要素として認識すること。
(2)台湾の安全保障とその民主主義を、より大きなインド太平洋地域の継続的な平
和と安定のための非常に重要な要素として、かつ、米国の不可欠な国家安全保障
上の利益として、強化すること。
(3)台湾関係法及び「六つの保証」に基づき、米国の「一つの中国」の方針(United
States “One China” policy)に従い台湾へのコミットメントを強化すること。
(4)台湾の全体的な防衛コンセプトで特定された優先事項を含む、台湾の非対称防
衛戦略の実施を支援すること。
(5)台湾に対し、その防衛戦略を十分に実施するために国防費を増額するよう促す
こと。
(6)台湾の自衛能力の強化、特に、非対称能力(対艦、沿岸防衛、対機甲、防空、海
底戦、高度な指揮統制、通信、コンピューター、諜報、監視、偵察、弾力性のあ
る指揮統制能力を含む)を開発し、軍に統合する取組みの強化のために、台湾へ
の防衛物品の定期的な移送を実施すること。
(7)国連、世界保健総会、国際民間航空機関、国際刑事警察機構及び、適宜、その他
の国際機関への台湾の有意義な参加を提唱し、積極的に推進すること。
(8)米国、台湾、及びその他の志を同じくするパートナー国の間の有意義な協力を
促進すること。
（２） 中国側が激烈に反発したのは、これらの台湾の位置付けに加えて、次の「台湾政府
の扱い」規定だと思われる。
「
『一つの中国』政策」は維持するとしつつも、「他の外国政府に関与する場合と
同じ基準、命名法・プロトコルを使用して関与しなければならない」としている。
また、政府機関の職員間のやりとりに、
「いかなる制限も課してはならない」と規
定している。
■台湾政府の取扱い
(a)国務省及びその他の米国政府機関は、米国政府が他の外国政府と関与する場合
と同じ基準で、同じ命名法とプロトコルを使用して、民主的に選出された台湾政
府に関与しなければならない。
米国の外交政策を実行し、台湾における米国の利益を保護する米国在台湾協会
の継続的な支援の役割はあるが、米国政府は国務省及びその他の米国政府の職員
が、台湾政府のカウンターパートと直接かつ日常的にやり取りすることにつき、
いかなる制限も課してはならない。
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(b)上記の規定(a)は、中華民国(台湾)との外交関係の回復や台湾の国際的地位に関
する米国政府の立場を変更することを意味するものではない。
（３） 台湾を国家に準じるに近い形で扱うことについては、これまで次のような動きがあ
た。今回の法案で、
「他の外国政府に関与する場合と同じ基準、命名法・プロトコル
を使用して関与しなければならない」との指示が、具体的にどのような運用になる
のか注視される。
①20 年 12 月末に全会一致で成立した台湾保証法でも、①国務省への台湾との関係見直
しの要請や、②国務長官に成立から 180 日以内に、台湾との関係に関するガイドラ
インの更新、③高官による相互往来・交流を促す「台湾旅行法」の実施の状況などに
ついて上下両院の外交委員会に報告することを要求している。
②また、米議会超党派の USCC2020 年版報告書では、米国在台湾協会事務所長について
大使と同様の手続き（上院の要承認）導入の検討も促している。
③バイデン政権においても、次のような動きが出ている。
・バイデン総統就任式に駐米台北経済文化代表処代表が招待された。
・3 月末には、台湾と外交関係をもつパラオの大統領が台湾を訪問した際、駐パラオ
米国大使が同大統領に随伴した形で台湾を訪問し、蔡英文総統に会見した。
・4 月 9 日に、従来は自主制限していた米連邦政府庁舎及び駐米台北経済文化代表処
（事実上の在米台湾大使館）等の台湾公館における実務者レベルの接触を認めた。
（４） なお、中国が言うところの「
『一つの中国』原則」と、米国が言う「『一つの中国』
政策」とは異なっているので、留意が必要。
トランプ政権が 17 年 12 月に公表した「国家安全保障戦略」においても、「われ
われの『一つの中国政策』に従い台湾との強固な絆を維持する」とした上で、その政
策には「台湾の防衛に必要なものの供給」に加え、
「（中国からの）強制の抑止を含む」
としていた。
その後に相次いで成立した一連の台湾関係諸法とこれに基づく台湾支援策も同政
策の下で行われてきている。ポンペオ前国務長官が 20 年 11 月に「台湾は中国の
一部でない」と述べたこともあったが、同政策の枠内でのものとなっている（「レー
ガン政権以来の米国の方針だ」と述べた文脈の中での発言）
。
※参考サイト
◎「一つの中国原則」と「一つの中国政策」の違い（東京外語大 小笠原欣幸教授）
http://www.tufs.ac.jp/ts/personal/ogasawara/analysis/one_china_principle_and_policy.html

１０

核・ミサイル等の軍備に関する永続的な安全保障戦略

（１） 中国が極超音速ミサイルや、中距離巡航・弾道ミサイル（米国が INF 条約による縛
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りにより開発・配備できなかった中での中国が大量に配備）は、軍事バランスにも
大きな影響を与えるものであり、中国の「接近阻止・領域拒否」戦略（A2/AD）にと
って有効な兵器となっているなど、インド太平洋地域の平和と安全にとって、脅威
となっている。
（２） この点に関連して、戦略的競争法案では、
「同盟国と協調して、インド太平洋地域に
おいて、それらを含む一連の能力向上を図るべき旨規定している。
米国の方針
(1)以下の(A)～(C)のために、米国の同盟国と協力して、軍備管理交渉及び中国へ
の持続的かつ定期的な関与を追求。
（略）
(2)関連する二国間問題について中国政府を関与させる戦略を策定し、中国を軍
備管理の枠組みに組み込むための基礎を構築すること。以下の(A)～(D)を含
む。
（略）
(3)中国の軍事近代化・拡大への直面の下で、米国と同盟国の安全を確保するため
に、同盟国・パートナー国と協調して、以下の(A)～(G)を含む関連能力を追求
すること。
(A)地上発射巡航ミサイル・弾道ミサイル (B)統合された防空・ミサイル防衛
(C)極超音速ミサイル (D)諜報、監視及び偵察 (E)宇宙ベースの能力
(F)サイバー能力 (G)指揮、管理及び通信
(4)米国の同盟国及びパートナー国への核抑止力の提供のための十分な武力構
造・方策・能力の維持。
(5)インド太平洋地域からの大陸間弾道ミサイルから米国及び米軍を保護するた
めの適切なミサイル防衛能力の維持。
(6)米国の宣言された政策が、同盟国を安心させ、その不拡散利益を維持するため
の抑止力の必要性を確実に反映するようにすること
（３）地上発射型中距離巡航・弾道ミサイルの配備については、米国が INF 条約を廃棄して
開発を急ぎ、東アジアでの配備を検討する中で関心の対象となっているが、先の日米共
同声明において、
「日本は、
・・・自らの防衛力を強化することを決意した。米国は、核
を含むあらゆる種類の米国の能力を用いた日米安全保障条約の下での日本の防衛に対
する揺るぎない支援を表明した。」とある中で、今後の推移が注視される。
以上
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