
気になる中国・東南ｱｼﾞｱ情報2021－7月　 FS中国・東南ｱｼﾞｱ研究会

2021/7/1 指導部

2021/7/1 指導部

2021/7/1 経済

2021/7/2 経済

2021/7/2 指導部

＊中国、式典控え厳戒…共産党100年、習氏礼賛も
中国共産党が7月1日の創立100年を迎える。2022年の党大会で3期目の続投を目指す習近
平総書記は1日、北京市の天安門広場で演説する。習氏の権威を高めようとするが、市民か
ら冷めた声も聞こえる。
・習氏は結党から100年目の目標として掲げてきたややゆとりのある「小康社会」の実現を宣
言する。
・29日は党の最高栄誉賞として設けた「七一勲章」の授与式を北京市の人民大会堂で開い
た。南ｼﾅ海の海上民兵や新疆ｳｲｸﾞﾙ自治区で暴動を30年以上起こさせなかった村の責任
者、ｲﾝﾄﾞとの係争地を巡る衝突で犠牲になった元分隊長も表彰された。
・一連の記念行事を冷めた目で見る市民も少なくない。米欧との関係が悪化し、不安の声も
くすぶる。
＊共産党員、9500万人に増加…30歳以下が最低13.2%
共産党は30日、2021年6月5日時点で、党員が9515万人と発表。前回発表の19年度時点と
比べ323万人増加。30歳以下の若手党員は全体の13.2%にあたる1255万人で比較可能な15
年以降で最低となった。
・現在の党員は公務員や国有企業への就職を希望する一部学生らの間で入党志望は強
い。就職や昇進に有利だから。一方で民間企業志望者や政治に無関心な若者も多く、距離
を置く動きが見られる。
・大卒・短大卒が全体の52%、4951万人で過去最高。3割が61歳以上。
・党の紀章は農民と労働者を象徴する鎌とﾊﾝﾏｰの図案だが、党員に占める割合は34%にと
どまった。
＊滴滴、自動運転にｱｸｾﾙ…米上場、時価総額は8兆円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　米中対立・ﾈｯﾄ統制が壁
中国配車ｱﾌﾟﾘ最大手の滴滴出行（ﾃﾞｨﾃﾞｨ）が米国上場に伴い海外展開や自動運転技術の
開発を加速する。上場時の調達額は44億㌦（約4900億円）で、時価総額は730億㌦（約8兆
円）に達する。滴滴の
上場は米中対立や中国ﾈｯﾄ統制など逆風下にある中国ﾊｲﾃｸ企業の将来像にも関わる。
・ﾛｲﾀｰ通信によると、中国の規制当局である国家市場監督管理総局は滴滴が競合ｻｰﾋﾞｽを
不当に閉め出している疑いで捜査を始めた。

＊米に迫る中国ｻｲﾊﾞｰ能力
　　　　　　　　　（FTｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾁｬｲﾅ・ｴﾃﾞｨﾀｰ　ｼﾞｪｰﾑｽﾞ･ｷﾝｸﾞ）
・ｻｲﾊﾞｰ能力は国家権力を示す強力な手段
　5月米東海岸で消費される自動車用燃料を供給するｺﾛﾆｱﾙ・ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ
　が、ﾊｯｶｰによって、5日間閉鎖された。ﾊｯｶｰはﾛｼｱの「ﾀﾞｰｸｻｲﾄﾞ」だ。
　民間の犯罪組織だけではなく、国家機関もｻｲﾊｰﾞ能力を強化している。
・ﾛﾝﾄﾞﾝの国際戦略研究所（IISS）が発表
　中国は10年後、ｻｲﾊﾞｰ能力の「ﾃｨｱ１」として米国と肩を並べる。中国は
　ｻｲﾊﾞｰ能力で２つの弱点を抱えている。①は大学や産業界、政府から
　なる複合体がない。②にｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨｰを含むｻｲﾊﾞｰ領域の科学の
　教育的な成果を向上させる必要がある。
・中国に多くのﾃｯｸ企業がある、約10億人のｵﾝﾗｲﾝ人口を持つことは
　ｻｲﾊﾞｰ分野で巨大な能力やﾀﾞｲﾅﾐｽﾞﾑを持つ。軌道上に410個の衛生を
　持ち、その中にﾐｻｲﾙを誘導する「北斗」衛星のﾈｯﾄﾜｰｸを持つ。

＊習氏「外部の圧迫許さぬ」…中国共産党100年「台湾統一は任務」
⦿習氏の演説骨子
　・（ややゆとりある）小康社会を全面的に建設。貧困問題を解決
　・半分閉鎖の経済を全面開放へと転換。経済規模を世界2位にした
　・中国の特色ある社会主義だけが中国を発展させられる
　・中華民族の偉大な復興は不可逆的な歩みに入った
　・世界一流の軍隊を作り、国家の主権・安全を守る。一帯一路
　　（独自経済圏構想）を推進する
　・覇権主義に反対する。いかなる外部勢力の圧迫も決して許さない
　・香港の一国二制度や高度な自治を貫徹。香港に対する国家安全
　　の法律の執行を維持する
　・台湾問題を解決、祖国を完全統一するのは共産党の歴史的任務
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＊医薬原料調達で「脱中国」…塩野義など生産国内回帰へ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　依存度を下げ安定確保
医薬品原材料の生産を巡り、国内製薬業界で海外依存度を見直す動きが出てきた。抗菌剤
など欠品すると医療に大きな支障が出る品目で、各社が国内回帰に乗り出す。塩野義製薬
は2022年にも手術用抗菌剤の原料の生産を岩手県で始める。医薬品原料は中国の生産ｼｪ
ｱが高く供給ﾘｽｸが指摘されてきた。安定調達へ「脱中国」が進むが、国内回帰にはｺｽﾄ面で
課題が残る。
⦿安定確保が必要な主な医薬品
　・ｾﾌｧｿﾞﾘﾝ（手術時の感染症防ぐ）、・ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ（血栓を防ぐ）
　・ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ（免疫反応を抑え関節の腫れを改善）

＊②識者の見方
・低い国際的威信強硬な外交生む「鈴木隆（愛知県立大准教授）」
　共産党の課題はｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ大国として不可欠な普遍的理念を内包したｿﾌﾄﾊﾟﾜｰが欠如して
いることがある。経済・軍事大国になったが、国際的な威信が低い。そのｷﾞｬｯﾌﾟが他国を威
圧的な言動で挑発する「戦狼外交」につながる。高度経済成長の成功物語への固守や、失
敗への過度な恐れから議論すらできない政治的な風潮が生まれつつある。習氏の長期政権
の可能性は不測の事態が起きれば党内の争いの激化や国内が混乱する可能性を孕む。
・人口減少への対応が急務に「伊藤信悟（国際経済研究所主席）」
　中国は「中所得層のﾜﾅ」に陥るとの指摘だが、他の国と違って有利な条件がある。経済規
模が大きい、教育水準も高く高度な技術を持つ。ただ、人口減少時代への対応が急務。「土
地財政」からの脱却も必要。
　

＊H&M、中国売上高28%減…3～5月、不買運動広がる
ｽｳｪｰﾃﾞﾝのｱﾊﾟﾚﾙ大手、ﾍﾈｽ・ｱﾝﾄﾞ・ﾏｳﾘｯﾂ（H&M）は1日、2021年3～5月期の国別売上高で
中国は前年同期比28%減の16億2千万ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ（約211億円）だった。他の国がｺﾛﾅ禍
で急回復するなか、中国で3月ウイグル自治区での人権問題に懸念を示したことでH＆Mの
不買運動が起きている。中国は3～5月の間に13店舗閉鎖して489店となる。

＊①習氏演説、「強軍」「強国」に力点…共産党100年式典ｷｰﾜｰﾄﾞ分析
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「台湾」増、減る「改革開放」
・欧米、反応冷ややか‥米紙ｳｫｰﾙ・ｽﾄﾘｰﾄ・ｼﾞｬｰﾅﾙは党創立100年を習近平国家主席が
「権威を強化する」機会として利用したと指摘。英誌ｴｺﾉﾐｽﾄは中国共産党を「世界で最も成
功した権威主義」と論じた。容赦ない弾圧で体制を維持した半面、習氏の後継等、権力移行
不安。
・「台湾統一は歴史的な任務」に台湾が反発。台湾の大陸委員会は「中国は民主主義を抑
圧し、人権と自由を侵害してきた。現実を直視し、台湾の民意を尊重すべき」と反論。
・国民に印象付ける祝意を報じた。ﾌﾟｰﾁﾝ氏は「中国は国際問題の解決で建設的な役割を果
たしている」。金正恩総書記も「中国共産党はと数千年の歴史にかってない変革と軌跡を記
した」と結束を強調した。

＊企業の人権対応　各国が法令強化…仏当局、ﾌｧｽﾄﾘなど捜査
　　　　　　　　　　　　　　ｳｲｸﾞﾙ問題など　日本勢、認識に遅れ
中国・新疆ｳｲｸﾞﾙ自治区での強制労働問題を巡り、仏検察当局は1日までに「ﾕﾆｸﾛ」など4社
を捜査した。欧米では、企業に取引先の人権侵害行為も含めて対応する責任を求める法令
の整備が進む。専門家から日本企業の対応の遅れを指摘する声が出ている。
⦿人権ﾘｽｸ対応を求める世界の法令
・仏＝2017年「企業注意義務法」を制定。人権ﾃﾞｭｰﾃﾞﾘｼﾞｪﾝｽを義務化
・英＝15年「現代奴隷法」を制定。企業に人権ﾘｽｸの分析・公表を求む
・蘭＝19年「児童労働ﾃﾞｭﾃﾞﾘｼﾞｪﾝｽ法」制定
・EU＝21年、欧州委員会が人権ﾃﾞｭﾃﾞﾘｼﾞｪﾝｽを企業に課す法案提出
・豪＝18年、「現代奴隷法」を制定
・米＝10年ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州が「ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ透明法」を制定

＊太平洋せめぎ合う日米VS中…首相「権威主義との競争」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾜｸﾁﾝ300万回分供与
日本と太平洋地域の16ヵ国・2地域の首脳らは2日、ｵﾝﾗｲﾝ会議を開いた。菅首相は「権威主
義との競争など太平洋地域が新たな挑戦に直面している」と述べ、各国に結束を促した。台
湾と外交関係にある国に断行を迫る中国が念頭にある。日本は米国などと協調して対抗す
る。
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＊中国、社債不履行2兆円…上期最高、国有企業の信用揺らぐ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　低格付け、利回り10%台
中国の社債不履行（ﾃﾞﾌｫﾙﾄ）が増加の一途をたどっている。2021年1～6月のﾃﾞﾌｫﾙﾄ額は約
2兆円と上期として過去最高を記録した。海外投資家も警戒感を強め、外貨建ての低格付け
債の流通利回りは平均で10%に乗せた。習近平指導部は過剰債務の圧縮を優先するが、企
業の資金調達への悪影響が広がれば景気の重荷になりかねない。
・蘇寧易購集団が業容拡大で業績が悪化、社債の償還が近ずくたびに資金繰りが危ぶまれ
るなど投資家の懸念は強い。

＊ｳｲｸﾞﾙ問題　太陽光発電に影…ﾊﾟﾈﾙ主原料、5倍に高騰
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　供給不安、設置見直しも
中国・新疆ｳｲｸﾞﾙ自治区の人権問題が、太陽光ﾊﾟﾈﾙの価格を押し上げている。主要ば原材
料であるｼﾘｺﾝの世界生産の約4割を新疆地区が占め、人権問題で供給に影響が出る懸念
が浮上したためだ。ｼﾘｺﾝ価格は1年間で5倍近くに高騰。日本でのﾊﾟﾈﾙ価格も3～4割上がっ
た。6月末にはﾊﾞｲﾃﾞﾝ米政権が中国ﾒｰｶｰへの制裁を表明し、懸念は現実のものとなった。
・中国ｼｪｱ8割‥太陽光ﾊﾟﾈﾙの大半はｼﾘｺﾝ、半導体で使うｼﾘｺﾝほどの高純度は必要なく、
世界ｼｪｱの8割が中国で生産、その半分が新疆だ。
・ｳｲｸﾞﾙ問題は太陽光発電の要となる素材やｷｰﾃﾞﾊﾞｲｽを日本は中国に依存している現状の
危うさを浮き彫りにした。

＊換気する空調、海外展開…ﾀﾞｲｷﾝ、ｺﾛﾅで需要
ﾀﾞｲｷﾝ工業は2022年3月期中に、換気する機能付きの家庭用ｴｱｺﾝをｱｼﾞｱなど海外で発売す
る。現在は国内販売のみだが、新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽの感染拡大を受けて21年3月期は前の期比2
倍の台数が売れた。
・ﾍﾞﾄﾅﾑなど東南ｱｼﾞｱ、欧州、中国で順次投入する。日本市場では「うるさら」ｼﾙｰｽﾞに搭載。
14畳ﾀｲﾌﾟで29㎥の空気を入替え、32万円。
・21年3月期の日本事業の営業利益は過去最高だった。

＊比即席麺　代替肉で米欧へ…ﾓﾝﾃﾞ・ﾆｯｼﾝ、上場で1100億円調達
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　健康志向　普及見越し成長加速
即席麺などを手掛けるﾌｨﾘﾋﾟﾝの食品大手ﾓﾝﾃﾞ･ﾆｯｼﾝが代替肉（Quornの代替肉事業をﾓﾝ
ﾃﾞ・ﾆｯｼﾝが買収）で米欧市場の開拓に乗り出した。6月にﾌｨﾘﾋﾟﾝ証券取引所（PSE）で新規株
式公開（IPO）し、486億㌷（約1100億円）を調達した。代替肉の設備の増強などにあてる。食
感が本物の肉に近いという自社技術を生かして先進国市場でのｼｪｱを狙う。
・Quorn（ｸｫｰﾝ）の代替肉は「ﾏｲｺﾌﾟﾛﾃｨﾝ」と呼ばれ、真菌を培養してつくるﾀﾝﾊﾟｸ質が原料。
大豆など植物由来のものに比べ繊維質が強く、食感が本物の肉に近いとされる。英国ではｹ
ﾝﾀｯｷｰ・ﾌﾗｲﾄﾞﾁｷﾝの「ﾋﾞｰｶﾞﾝﾊﾞｰｶﾞｰ」やﾋﾟｻﾞﾊｯﾄの「ﾋﾞｰｶﾞﾝﾅｹﾞｯﾄ」に使用。

＊TSMCの製造技術採用…ｱｯﾌﾟﾙとｲﾝﾃﾙ　半導体、来年にも
米ｱｯﾌﾟﾙと米ｲﾝﾃﾙはが半導体受託製造世界最大手、台湾積体電路製造（TSMC）の次世代
製造技術を採用する見通し。早ければ2022年にもﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末やﾊﾟｿｺﾝ向けに導入するもよ
う。ｲﾝﾃﾙは中核製品の製造を外部に委託する格好となる。

＊中国、米へ情報流出警戒…滴滴などﾈｯﾄ企業3社を審査
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「米で上場」が共通項
中国のﾈｯﾄ規制当局は5日までに中国配車ｱﾌﾟﾘ最大手の滴滴出行（ﾃﾞｨﾃﾞｨ）などﾈｯﾄ企業3社
に対し、国家安全上の理由で審査を始めた。3社は米市場に上場したばかりだった。ﾃﾞｰﾀが
企業や国家の競争力を左右するなか、中国当局は対立する米国などへのﾃﾞｰﾀ流出を強く
警戒するが、中国企業のｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ成長に悪影響が出る恐れもある。
『成長力より統制優先』・・中国のﾈｯﾄ規制当局は4日に滴滴のｱﾌﾟﾘで
　個人情報の収集と利用に関する重大な法律違反を確認。ｱﾌﾟﾘを停止。
　5日には万幇集団が運営するﾄﾗｯｸ配車ｱﾌﾟﾘとBOSS直聘の求人ｱﾌﾟﾘ
　に対して、国家安全上の理由で審査を始めたと発表した。
　ーー3社に共通するのは、6月に米国上場し、有力株主に米国など
　　　　外国企業が含まれることだ。指導部はﾃｯｸ企業の膨張に危機感。
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＊中国・三一、ｺﾏﾂに肉薄…ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、1㌽差（1～3月ｼｪｱ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　東南ｱｼﾞｱ　低価格を武器に
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱで日中の建設機械大手の争いが激しくなっている。中国市場の伸びが鈍化するな
か、三一も海外展開を加速する。東南ｱｼﾞｱを牙城とするｺﾏﾂは中価格機の投入や保守拠点
の拡大で対抗する。中国に続く成長市場をどこが制するかは、ｱｼﾞｱでの建機市場にも影響
する。
⦿ｱｼﾞｱの建機大手二社の比較
・三一重工＝売上（1.7兆円）、純利益（2.6千億円）、時価総額（3.9兆円）
　　　　特徴：日本企業より約2割安い、足元では耐久性も工場
・ｺﾏﾂ　　　　＝売上（2.1兆円）、純利益(1.0千億円）、時価総額（2.7兆円）
　　　　特徴：代理店のｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽが充実、石炭など大型機械に強み

＊香港撤退を示唆…ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ・ﾂｲｯﾀｰなど
　　　　　　　　　　　　　　規制に反発　書簡を公表
ｱｼﾞｱｲﾝﾀｰﾈｯﾄ連盟（ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ、ﾂｲｯﾀｰ、ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ傘下のｸﾞｰｸﾞﾙ等加入
：本部ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ）は5日、香港政府のﾃﾞｰﾀ保護規制の見直しに反発して、各社のｻｰﾋﾞｽ停止
を示唆した。
・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ上で個人情報を暴露する行為の刑事責任を問う内容だ。
　各社の現地ｽﾀｯﾌが刑事責任を問われる恐れがあるとしている。連盟
　は何が違法行為にあたるか曖昧で、表現の自由やｵﾝﾗｲﾝでの情報
　共有が不当に制限される恐れがあるとした。
　ーー香港では一連の大規模ﾃﾞﾓを通じて、民主派と親中派が互いに
　　　　個人情報をﾈｯﾄにさらす行為が横行し、規制を強化する方針へ。

＊中国が輸入解禁…ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ産ﾌﾙｰﾂ「EU制裁を穴埋め」
中国がｶﾝﾎﾞｼﾞｱ産ﾌﾙｰﾂの輸入を増やしている。人種問題を巡りEUから経済制裁を受ける同
国を支援するためだ。ｶﾝﾎﾞｼﾞｱはASEANの一員として南ｼﾅ海などを巡り、親中の立場を示し
てきた。縫製業に依存する経済を多角化したいｶﾝﾎﾞｼﾞｱにも利点があり、対中傾斜を強めて
いる。
・EUが20年8月、ｶﾝﾎﾞｼﾞｱがEUに武器以外の全品目を無関税で輸出できる「EBA協定」の優
遇策の一部を停止したことを受けた救済策だ。

＊フッ素品生産　世界で効率化…ﾀﾞｲｷﾝ、最適な工場に振り分け
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  調整、10日間➞数時間
ﾀﾞｲｷﾝ工業は2024年までに、ﾌﾗｲﾊﾟﾝから半導体まで幅広く使われるﾌｯ素化学品の全工場
に、設備の稼働ﾃﾞｰﾀを集めるｼｽﾃﾑを導入する。世界14か所のどの工場で製品を作れば効
率的か判断する。現在は10日以上かかる調整を、数時間に縮める。
・顧客とﾌｯ素の活用を開発する担当者を倍増する。
・ﾌｯ素化学品の主な用途‥生活＝ｴｱｺﾝ冷媒、ﾌﾗｲﾊﾟﾝ添付材。
　　　自動車＝燃料　ﾎｰｽ、ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄｼｰﾙ。ｴﾈﾙｷﾞｰ＝ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ電池。
　　　半導体＝ｳｴｱｰｷｬﾘｱ、ｴｯﾁﾝｸﾞに使うｶﾞｽ

＊東南ｱ　成長下振れ、4.1%…今年。ｴｺﾉﾐｽﾄ予測　接種遅れ響く
⦿東南ｱｼﾞｱとｲﾝﾄﾞのGDP成長率（ｶｯｺ内は前回3月調査）
　　　　　　　　　2020年　　　21年　　　22年　　　　23年
　東南ｱ5ヵ国　　　▴4.8    4.1(4.3)    5.2(5.5)    4.6(4.4)
       ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ  　  ▴2.1    4.1(3.9)    4.9(5.4)    5.1(5.0)
        ﾏﾚｰｼｱ    　 ▴5.6    4.1(5.3)    6.5(6.5)    5.3(5.1)
        ﾌｨﾘﾋﾟﾝ　   　 ▴9.6    4.3(5.2)    6.2(6.0)    5.5(5.7)
        ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 　▴5.4    6.9(6.1)    3.9(4.6)    2.6(2.5)
        ﾀｲ　　　　　　 ▴6.1    1.9(2.6)    4.9(5.3)    3.7(3.1)
        ｲﾝﾄﾞ　　　　　 ▴7.3    9.7(11.2)   7.5(6.3)    6.4(6.2)

＊ﾃｽﾗ、中国攻勢の罠…EV販売で米を逆転
　　　　　　　　　　　　　　　　品質問題で批判高まる
米ﾃｽﾗの4～6月のEVの世界販売は四半期として過去最多を更新した。ﾃｽﾗの6月のEV販売
台数は前年同期比2.2倍の20万1千台。「ﾓﾃﾞﾙ3」と派生車種「ﾓﾃﾞﾙY」の販売台数が19万9千
台、全体の99%を占める。
・中国では品質問題の対応を巡りﾃｽﾗへの批判が高まっている。6月に自動運転ｼｽﾃﾑの不
具合を理由に中国以降に販売した約28万6千台を「ﾘｺｰﾙ」すると届け出た。同期間の販売台
数の9割に相当
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＊ｻﾑｽﾝ、GAFA特需再び…ｻｰﾊﾞｰ活況、DRAM利益率4割超
　　　　　　　　　　　　　　　　　　技術差は縮小　競合迫る
韓国ｻﾑｽﾝ電子の業績回復が加速している。米IT大手がﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ投資を積み増し、半導体
ﾒﾓﾘｰの需要が拡大。DRAM価格は年初比で45%上昇し、ｻﾑｽﾝの同部門利益率は4割を超え
た。ただ、需要期待の過熱感や競合との技術格差の縮小などもちらつき、3～4年前のﾒﾓﾘｰ
好況期ほどの高収益が得れるかは読みにくい。
・DRAMはﾃﾞｰﾀの一時保存に使う半導体ﾒﾓﾘｰ。DRAMで4割のｼｪｱを握る世界首位のｻﾑｽﾝ
は、最先端品を先行して量産・供給している。
・最先端DRAMは「EUV（極端紫外線）露光」と呼ぶ最新製法への移行期を迎えている。生産
技術の端境期のため、量は伸びにくく、価格は上昇しやすい構図になっている。

＊EV航続5割増…ﾀﾞｲｷﾝ、省ｴﾈ空調冷媒（25年めど）
ﾀﾞｲｷﾝ工業はEVのｴｱｺﾝに使う省ｴﾈ性能の高い冷媒を開発した。ｴｱｺﾝに使う電力を大幅の
減らし、EVの航続距離を最大5割伸ばせるという。2025年をﾒﾄﾞに実用化する。
・ﾀﾞｲｷﾝの新たな冷媒は成分の工夫により沸点をセ氏零下40度程度と従来品より10～15低く
した。圧縮に必要な電力を減らせる。

＊ﾀｲの炭鉱大手　新規開発を停止…ﾊﾞﾝﾌﾟｰCEO表明　再生ｴﾈ強化
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脱炭素の動き　東南ｱでも
ﾀｲ石炭最大手ﾊﾟﾝﾌﾟｰのｿﾑﾙﾃﾞｨｰ・ﾁｬｲﾓﾝｺﾝCEO（59)は炭鉱の新規開発を停止すると発表し
た。天然ｶﾞｽや再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを強化し、2025年までに低炭素事業の利益比率を全体の5
割以上に高める計画。環境対応が遅れていた東南ｱｼﾞｱ企業にも脱炭素の動きが広がった。
・ﾀｲの炭鉱は資源枯渇ですでに採掘を停止し、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱとｵｰｽﾄﾗﾘｱで石炭生産を手掛け
る。

＊中国闇ｻｲﾄ、不正侵入に特化…狙われる日本企業
『韓国・日本ｻｲﾄをﾊｯｷﾝｸﾞ出来る人募集。技術や経験がない人不要』。
中国の闇ｻｲﾄで日本などの個人情報が不正に取引されたとの報告が増えている。
・中国の闇ｻｲﾄには大きく2つの特徴がある。一つはﾊｯｶｰ同士が中国独自のSNS（交流ｻｲ
ﾄ）で連絡を取り合っている。「Tor（ﾄｰｱ）」と呼ぶ匿名化ｿﾌﾄでｱｸｾｽする一般的な闇ｻｲﾄと異
なり、会員制組織に似た運営方法なのだという。もう一つは、闇ｻｲﾄにつきものの麻薬・武器
取引や児童ﾎﾟﾙﾉ等の情報はなく、個人情報や企業ｻｲﾄのﾊｯｷﾝｸﾞばかり。不正ｱｸｾｽに役立
つ情報に特化している。
・闇ｻｲﾄは情報が刻々と変化する為、いったん漏洩するとﾘｽｸの対処が難しい。「危機意識を
持つ企業がそれぞれ、予防措置を講じるしかない」とSOMPO-HDのﾘｽｸMgの熱海徹氏が指
摘。
＊中国成長7.7%どまり予想…4～6月、現地ｴｺﾉﾐｽﾄ調査
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　消費弱く、先行き鈍化も
日経新聞社と日経QUICKﾆｭｰｽがまとめた中国ｴｺﾉﾐｽﾄ調査によると、中国の2021年4～6月
期の国内総生産（GDP）前年同期比伸び率の予測平均値は7.7%だった。ただｲﾝﾄﾞ型（ﾃﾞﾙﾀ
株）の流行や消費の弱さといった懸念材料もあり、下期は勢いが鈍るとの見方が多い。
・中国ﾒﾃﾞｨｱによると、中国でﾜｸﾁﾝを2度接種した人の割合は4割程度。年内に7割に達する
予定。ただ、中国製ﾜｸﾁﾝは変異ｳｲﾙｽに対する効果が低いというう報告もある。ｺﾛﾅﾘｽｸは
消えない。

＊脱炭素へｱﾝﾓﾆｱ燃料…ﾉﾙｳｴｰ社、再生ｴﾈで発電用生産
脱炭素に向け、発電にｱﾝﾓﾆｱを活用する動きが加速する。肥料世界大手、ﾔﾗ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
社（ﾉﾙｳｪｰ）は2023年にｵｰｽﾄﾗﾘｱで再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを使ってｱﾝﾓﾆｱを製造し、日本の火力
発電所向けの燃料需要を開拓する。ｺｽﾄ増を抑えられるｱﾝﾓﾆｱの供給網を整える。
・石炭火力の発電価格は1kw時あたり10.4円。ｱﾝﾓﾆｱだけで発電した場合は23.5円と2倍強。
で、水素だけを使う場合の97.3円の4分の１程度に抑えられる。

＊中国勢躍進　宝武ﾄｯﾌﾟ…粗鋼生産、19年ぶり首位交代
世界の企業別粗鋼生産量で19年ぶりに首位が交代した。2020年は中国宝武鋼鉄集団が中
国企業初のﾄｯﾌﾟにたった。中国勢は上位10社のうち7社を占め、その多くが国内再編を繰り
返しながら膨大な内需を取り込み成長してきた。一方、1990年には4社入っていた日本企業
は20年は5位の日本製鉄のみ。日本勢の劣勢がさらに鮮明になってきた。



2021/7/9 企業D

2021/7/10
1$=11.01

経済

2021/7/10 経済

2021/7/11 経済

2021/7/13 経済

2021/7/13 社会

＊中国の新車販売　急減速…6月、15ヵ月ぶりの2桁減
　　　　　　　　　　　　　 半導体不足で生産低迷「先行き不透明」
中国の新車販売が急減速している。中国汽車工業協会が9日発表した2021年1～6月の販
売台数は前年同期比3割近い伸びを確保したものの、5月は3%減、6月は12%減と2ヵ月連続
で前年実績を割り込んだ。2ｹﾀのﾏｲﾅｽは、新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ問題が深刻だった20年3月以来
15ヵ月ぶり。半導体不足が主因で、長期化すれば中国の経済全体に影響が広がる恐れが
ある。

＊中国のAIに危機感…元ｸﾞｰｸﾞﾙCEO（NSCAI委員長）に聞く
　　　　　　　　　　　　　　　米に肉薄「想定より早く」
　『米人工知能国家安全保障委員会』（NSCAI）
　　「米国の安全保障と防衛上の要求に総合的に対処するため、AIや
　　　機械学習等に関連する技術開発を加速させる方法を策定する」
　　　ーー「AIを莫大な力を持つ技術であり、民主主義に基づいて開発
　　　　　　・使用されねばならない」と強調。
　　　ーー「第2次世界大戦後で初めて、米国の技術優位性が脅かされ
　　　　　　　ている」と警告した。中国はAIを「抑圧と監視」の道具に使用。
同氏は中国のAI技術力の肉薄に危機感を示し、米国の対中ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ政策には日韓など「ｱ
ｼﾞｱの友好国との強力な関係が不可欠だ」と強調。
・米国が中国との技術競争に勝ち抜くにはAI、半導体、ｴﾈﾙｷﾞｰ、量子ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ、合成生物
学といった「戦略的」と呼ぶ領域で米国が主導権を保ち続ける必要があると主張。その為に
は「日本の技術や大学、政府とより緊密な協力関係を築く必要がある」と強調した。

＊ｹﾞｰﾑ覇権に規制の壁…ﾃﾝｾﾝﾄ統合、中国当局差し止め
　　　　　　　　　　　　　　　　　牙城に穴、ﾗｲﾊﾞﾙ商機
世界最大のｹﾞｰﾑ会社、ﾃﾝｾﾝﾄが事業戦略の修正を迫られている。中国当局は同社が出資
するｹﾞｰﾑ動画配信2社の経営統合を差し止めると発表した。ﾈｯﾄ企業への締め付けが強ま
る。一方、動画配信ｱﾌﾟﾘ
「TiｋTok（ﾁｯｸﾄｯｸ）」を運営する北京字節跳動科技（ﾊﾞｲﾄﾀﾞﾝｽ）など競合には商機となりそう
だ。
・①虎牙（HUYA)＝ｹﾞｰﾑﾌﾟﾚｰ動画の配信ｻｰﾋﾞｽで中国市場ｼｪｱ40%超
　②闘魚（DouYu）＝ﾌﾟﾚｰ動画で中国30%ｼｪｱ。三井物産と提携
　①②の経営統合が差し止め

＊空気清浄機　3割増産へ…ﾀﾞｲｷﾝ、ｺﾛﾅで需要
ﾀﾞｲｷﾝ工業は空気清浄機の国内生産量を3割超増やし、年20万台に。滋賀製作所に生産ﾗｲ
ﾝを追加する。ｺﾛﾅ過で空気環境の改善への関心が高まり、国内需要が急拡大。中国の委
託先工場から輸入していた加湿機能付き空気清浄機を国内で生産する。主要工程は自動
化する。

＊対ﾌｨﾘﾋﾟﾝ　直接投資12倍…中国、南ｼﾅ海の実行支配進む
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仲裁判決5年　経済力で懐柔
ｵﾗﾝﾀﾞ・ﾊｰｸﾞの仲裁裁判所が中国の南ｼﾅ海に関する領有権の主張を否定する判決を下し
てから12日で5年がたった。中国は判決後も南ｼﾅ海の軍事拠点の整備を進め、経済支援を
ﾃｺに関係国の抵抗を封じようとしている。米国は危機感を強めるが対応の遅れも目立って
おり、中国の実効支配の規制事実化を食い止められない。
・南沙諸島・ｳｯﾃﾞｨ島では映画館や図書館を新設。「軍事と民間の施設を混在させ、有事の
時に米軍が攻撃しにくくしている」と指摘（日本政府）。

＊中国企業の海外上場…100万人分情報保有で審査
　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾈｯﾄ当局、規制強化
中国政府6日発表した海外上場の規制強化策の第一弾。中国では100万人を超えるﾈｯﾄ登
録者を抱える企業は多く、非常に広い規制の網がかかることになる。「100万人超の個人情
報を保有する企業が海外で上場する際、必ずﾈｯﾄﾜｰｸ安全審査弁公室のｾｷｭﾘﾃｨｰ審査を受
けなければならない」という条文を新設した。
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＊②VIE採用の中国企業は巨大だ（時価総額、単位億㌦）
　・ｱﾘﾊﾞﾊﾞ集団（ﾈｯﾄ通販1位）＝時価総額5583億㌦、・拼多多（ﾈｯﾄ通販
　3位）＝1393、・京東集団（ﾈｯﾄ通販2位）＝1147、・網易（ｹﾞｰﾑ開発）＝
　749、・上海蔚来汽車（EV）＝695、・百度（ﾈｯﾄ検索）＝641、・滴滴出行
　（配車ｱﾌﾟﾘ）＝580、・貝殻伐房（ﾈｯﾄ不動）＝483、・Bilibili（動画配信）＝
　410、・小鵬汽車（EV）＝338
・米中にとってはＶＩＥという「抜かずの宝刀」の価値は一段と高まる。

＊日本、気づけばｶﾞﾗﾊﾟｺﾞｽ…ｻｰﾋﾞｽ連携、世界に遅れ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公的機関の巻き込みｶｷﾞ
『日本のAPI市場はｲﾝﾀｰﾈｯﾄにつながらないﾊﾟｿｺﾝ状態だ』。ﾌｲﾝﾃｯｸ協会の鬼頭武嗣代表理
事副会長は嘆息する。日本では2018年に施行した改正銀行法で金融機関にAPI連携に関す
る努力義務が課された。銀行よってAPI仕様が異なり、金融機関向けのｻｰﾋﾞｽを横展開しづ
らい。
・APIはﾌｲﾝﾃｯｸ企業と金融機関や事業会社を結ぶ重要なｲﾝﾌﾗだ。
・日本の壁・・1つはﾃﾞｰﾀをどう迅速に読み込むかはｿﾌﾄｳｴｱ会社やｼｽﾃﾑﾍﾞﾝﾀﾞｰの特許に絡
む。利害調整の煩雑さもあって金融庁や経済産業省の動きが鈍い。もう一つは既存の金融
機関の慎重姿勢だ。「ﾊｯｷﾝｸﾞされやすい」との警戒の声も出る。

＊東南ｱｼﾞｱのﾃﾞｼﾞﾀﾙ化照準…ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙのﾌｧﾝﾄﾞ　ﾃﾏｾｸ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾈｯﾄ新興企業に出資
ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙの政府系ﾌｧﾝﾄﾞ、ﾃﾏｾｸ・HDが東南ｱｼﾞｱなどの新興企業の成長を取り組んでいる。
2021年3月期の運用利回りはﾌﾟﾗｽ25%と高水準を確保した。足元では出資する中国ﾈｯﾄ企業
への規制が強まっており、こうした中国当局の動向が投資戦略にも影を落としかねない。
⦿ﾃﾏｾｸが投資する主な新興企業
▾中国＝滴滴出行（ﾃﾞｨﾃﾞｨ）「中国配車ｱﾌﾟﾘ、6月末、米上場後中国審査
　、」快手科技（ｸｱｲｼｮｳ）「動画ｱﾌﾟﾘ」、ｱﾝﾄ･G「11月上場後、延期」
▾ｱｼﾞｱ＝ｼｰ（ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ）「ｹﾞｰﾑ、ﾈｯﾄ通販」、ｸﾞﾗﾌﾞ（同）「配車、米に上場」
　ｺﾞｼﾞｪｯｸ＋ﾄｺﾍﾟﾃｱ（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ）「GoToに出資」、ｿﾞﾏﾄ(印）「料理宅配」
▾米国＝ｴｱﾋﾞｰｱﾝﾄﾞﾋﾞｰ「民泊仲介」、ドアﾀﾞｯｼｭ「料理宅配」

＊中国、米向け輸出好調…4～6月23%増　東南ア・欧州も拡大
中国税関総署が13日発表した4～6月の貿易統計によると輸出入はともに過去最高を記録し
た。輸出は最大の相手国である米国向けが、前年同期比23%増。米中対立のさなかでも、景
気が急回復する米国の需要が中国の輸出を押し上げた。
・輸入は44%増の6693億㌦、増加率は11年ぶりの大きさだ。輸入の伸びを上回ったため、輸
出から輸入を差し引いた貿易黒字は1399億㌦となり、1割近く落ち込んだ。前年同期を下回
るのは新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽが直撃した2020年1～3月以来だ。
・輸入が大幅に膨らんだ背景には、国際商品市況の回復に伴う資源高と中国経済の回復が
ある。鉄鉱石は9割超、大豆は46%増加した。原油も8割増えたが、調達量は14%減少した。価
格交渉を受けて、中国の輸入企業が輸入量を調整した可能性がある。

＊①中国の迂回上場　米で膨張…「VIE」活用、中国企業180兆円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　違法認定なら混乱「米中対立が再燃」
米国に上場する中国企業が中国政府の規制強化に揺れている。ﾃﾞｰﾀ安全と並ぶもう一つ
の焦点が、中国企業が規制を迂回して海外に上場するための「変動持ち分事業体（VIE)」と
呼ぶ仕組みだ。ｱﾘﾊﾞﾊﾞ集団をはじめ巨大企業が軒並み採用し、時価総額は計1兆6200億㌦
（約180兆円）に達する。中国政府がその適法性に疑義を唱えれば、世界の金融市場の混乱
は必至だ。

＊韓国の最低賃金　公約果たせず…来年5%増どまり、「1万㌆」未達
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業、人件費負担重く
韓国の2022年の最低賃金が21年比5.0%増の9160㌆（約880円、自給ﾍﾞｰｽ）となる見通しだ。
引き上げ率は過去最低だった前年(1.5%）から持ち直したものの、文在寅（ﾑﾝ・ｼﾞｪｲﾝ）大統領
の公約「最低賃金1万㌆」は果たせぬまま。労働政策は22年3月の次期大統領選でも争点と
なる。
・韓国の最低賃金は全国一律だ。9160㌆は東京都の1013円と比べれば低いものの、日本の
全国平均(902円）と同水準。ｿｳﾙはｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙや北京などｱｼﾞｱの主要都市より高い水準と
なっている。



2021/7/14 東南ｱｼﾞｱ

2021/7/14 東南ｱｼﾞｱ

2021/7/14 経済

2021/7/15 南ｱｼﾞｱ
（ｲﾝﾄﾞ含）

2021/7/14 経済

2021/7/15 東南ｱｼﾞｱ

＊①東南ｱ、医療逼迫の危機…感染急増　大都市、病床使用の9割に
東南ｱｼﾞｱで新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽのﾜｸﾁﾝ接種ﾍﾟｰｽを上回る勢いでｲﾝﾄ型（ﾃﾞﾙﾀ型）が流行している
のが主な要因だ。
・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ＝13日の新規感染者数は4万7899人と過去最多を更新。感染最多国の水準に近
づきつつある。首都ｼﾞｬｶﾙﾀの12日の病床使用率は87%だった。ICUの使用率も9割を上回
る。企業に産業用の酸素を医療用に振り向けるよう要請している。
・ﾀｲ=首都ﾊﾞﾝｺｸで病床使用率が90%以上に達した。政府は公共施設に臨時病床を設け、ｽﾜ
ﾝﾅﾌﾟｰﾑ国際空港の旅客ﾀｰﾐﾅﾙにも5千床を設置。医療体制の逼迫を受け、無症状者と軽症
者の自宅療養をみとめた。その際も薬剤や食事を提供し、医師によるｵﾝﾗｲﾝ診療も実施方
針。

＊②感染の急拡大の一因はﾜｸﾁﾝ接種の遅れ
・ﾏﾚｰｼｱ＝1日の新規感染が行動規制緩和の基準となる4千人を大幅に上回る状態が続い
ている。直近の人口当たりの1日の新規感染は東南ｱｼﾞｱで最も多い。
・ﾍﾞﾄﾅﾑ＝ﾍﾞﾄﾅﾑ最大都市、ﾎｰﾁﾐﾝ市でも連日1000人以上の新規感染者が出ている。保健
省によると、政府は同市で4ヵ所の仮設病院を、急遽設け、既存の病院も含めｺﾛﾅ患者を1万
7千人を受け入れる体制にした。ただ同市だけで1万5千人近い患者を抱え、感染は周辺都
市にも広がっている。
・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ﾀｲ、ﾏﾚｰｼｱ、ﾍﾞﾄﾅﾑの4ヵ国で、規定の接種を済ませた割合は、最も高いﾏﾚｰｼｱ
で10.9%に留まる

＊中国「独身の日」、国産ﾌﾞﾗﾝﾄﾞが台頭…若者、海外発より実利
2021年も中国ﾈｯﾄ通販2位の京東集団（JDﾄﾞｯﾄｺﾑ）の取扱い高が、過去最高の3438億元（約
5兆8千億円）となり、活況だった。なかでも富裕層による高額商品とともにｾｰﾙを盛り上げた
のが、中国語で「国潮」と呼ぶ新たなﾄﾚﾝﾄﾞだ。国潮とは「中国」と「潮流」を掛け合わせた造
語で、国産ﾌﾞﾗﾝﾄﾞの商品を再評価する動きを指す。
・過去には不祥事などもあり中国ﾌﾞﾗﾝﾄﾞへの消費者の不信感は根強かった。ただ10年代に
入ると華為技術や小米などの中国企業のｽﾏﾎが国内外で台頭した。消費者を引き付けたの
は、価格面に加えて品質や機能の向上だ。その波がいまは日用品や食費にも広がる。

＊中国大手とEV電池工場…VW、独で25年から生産
VWは13日、中国の電池大手の国軒高科と共同でﾄﾞｲﾂ北部にEV向け電池の工場を建設す
ると発表した。2025年から生産開始予定。規格化した電池の大量生産でｺｽﾄを下げ、収益力
を高める。VWは26%出資。
・VWは30年までにEV用の電池工場を6ヵ所、欧州に建設すると発表。電池のｺｽﾄﾀﾞｳﾝや原
材料費の削減などで25年に売上高利益率を8%～9%を目指す。従来は7%～8%だった。

＊米、東南ｱｼﾞｱ支援　巻き返し…ﾜｸﾁﾝ供与　ASEANと外相会議
米国と東南ｱｼﾞｱ諸国連盟（ASEAN）は14日、ﾊﾞｲﾃﾞﾝ米政権の発足後初の外相会議をｵﾝﾗｲﾝ
形式で開いた。
・中国は6月下旬に、重慶にASEAN各国の外相級を招き対面の会議を開いており、ﾊﾞｲﾃﾞﾝ政
権との東南ｱｼﾞｱ外交の出遅れが目立っていた。
・ﾌﾞﾘﾝｹﾝ米国務長官は会議で「米国は新型ｺﾛﾅとの戦いでASEANと協働する」と強調した。
米国はASEANを大平洋戦略の重要なﾊﾟｰﾄﾅｰと位置付ける。
・米国はﾐｬﾝﾏｰ問題では民政への早期回復の道筋をつけられるように、ASEANに一致した
行動を求めた。ﾌﾞﾘﾝｹﾝ氏は会議で「5項目は重要な一歩だ」と評価しつつ、ASEANに具体化
に向けた行動を促した。
・米国家安全保障会議でｱｼﾞｱ戦略を担うｷｬﾝﾍﾞﾙ・ｲﾝﾄﾞ太平洋調整官は「私たちは東南ｱｼﾞｱ
でもっと頑張らねばならない」と述べた。

＊ｲﾝﾄﾞ新車販売４倍に…4～6月　封鎖措置緩和で回復
ｲﾝﾄﾞ自動車工業会（SIAM)が14日まとめた4～6月の新車販売台数は75万2千台だった。厳格
なﾛｯｸﾀﾞｳﾝ（都市封鎖）の影響を受けた前年同期比では4倍となったが、新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽの感
染拡大前である2019年同時期と比べると18%減だった。
・1日当たりの新規感染者数は5月上旬には一時40万人を超えた。首都ﾆｭｰﾃﾞﾘｰなど各地で
封鎖が措置が導入され、一時工場も停止した。新規感染者数は足元で4万人程度にまで減
少し、各地の制限は順次緩和されている。
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2021/7/17 東南ｱｼﾞｱ

＊TSMCの米補助金に異議…ｲﾝﾃﾙ、半導体工場新設巡り
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 「5.7兆円支援」審議に影響
台湾積体電路製造（TSMC）が米国で建設を進める半導体新工場への補助金を巡り、ﾗｲﾊﾞﾙ
の米ｲﾝﾃﾙが異議を唱えている。米政府が予定するTSMCへの補助金は、米国の競争力を
かえって損なうとの主張だ。ただ米政府は半導体の過度なｱｼﾞｱ依存から脱し、中国に対抗
しようとTSMCを国内に誘致した。かみ合わない両者。米台の半導体連携も容易ではない。
・ｲﾝﾃﾙは、ただでさえ技術差が開いたTSMCに、米政府が補助金を出すことに猛反対したか
と思えば、台湾ではTSMCに頼る構図になっている。壮絶な現在の半導体の覇権争いを示
す象徴的な事例だ。

＊ｳｲｸﾞﾙ供給網　間接取引も警戒…米規制拡大、ｼﾘｺﾝなど20業種
米ﾊﾞｲﾃﾞﾝ政権が中国・新疆ｳｲｸﾞﾙ自治区にｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ（供給網）を持つ企業への規制強化
を打ち出した。太陽光部材などが加わり、対象が全20業種に拡大した。人権侵害に加担す
る中国企業との直接取引だけでなく、仲介業者を介した間接的な関与でも法令違反のﾘｽｸ
があるとしている。供給網全体の把握を迫られるなか、ｼﾘｺﾝ製造を手掛けるﾄｸﾔﾏは間接取
引先の調査に動いている。
・「単に米国からの要求に応じて取引を停止すれば、中国からの報復措置の対象になる可
能性もある。双方に目配りが必要」と指摘。

＊大豆製品、原料高騰に悲鳴…国際価格5割高　秋に値上げ表明も
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　業界、近く窮状訴える
豆腐や油揚げなど大豆商品ﾒｰｶｰが値上げに向けて動き始めた。原料となる大豆の国際価
格が1年前より5割以上高いうえ、日本市場で一般的な遺伝子非組み換え品の調達ｺｽﾄも増
しており、採算が悪化している。業界団体は近く１４年ぶりに流通小売団体に対して窮状を訴
える文書を出す予定、秋以降に大豆製品の値上表明が相次ぐ可能性あり。
・業界には中小零細企業も多く、ｺｽﾄ増は経営問題に直結する。

＊中国、ｺﾛﾅ特需しぼむ…供給網、主要国で復旧「4～6月7.9%成長」
　　　　　　　　　　　　　　　　　 減速ﾘｽｸ、資源高も重荷
中国国家統計局は15日発表した4～6月の実質成長率は、前年同期との比較で7.9%だった。
不動産開発や輸出が堅調だった。先行きは資源高が収益を圧迫し投資を抑えかねない。ｱ
ｼﾞｱ新興国などの生産復調で、他国分も受注していた「新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ特需」が弱まり、年後
半の景気減速ﾘｽｸが高まっている。

＊東南ｱの銀行業　新興ﾃｯｸ割拠…ｸﾞﾗﾌﾞやLINE、国境越え進出
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾈｯﾄ融資、若者に照準
有力な新興ﾃｯｸ企業が東南ｱｼﾞｱの複数の国で銀行業務に乗り出している。配車大手のｸﾞﾗ
ﾌﾞが本拠地のｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙに続き、ﾏﾚｰｼｱでもｲﾝﾀｰﾈｯﾄ専業の銀行免許を申請したほか、ﾀｲに
進出済みのLINEも6月からｲﾝﾄﾞﾈｼｱで銀行ｻｰﾋﾞｽを始めた。低ｺｽﾄの預金を原資に急拡大が
見込まれるﾈｯﾄ融資を伸ばす狙いで、個別の国や決済ｻｰﾋﾞｽに留まっていた金融分野の覇
権争いがASEANの主要地域に広がってきた。
⦿新興ﾃｯｸ企業の銀行業へに進出状況（◎開業・免許有、△申請中）
　　　　　　　　　　ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ　　ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ　　　ﾀｲ　　　ﾏﾚｰｼｱ
　　ｸﾞﾗﾌﾞ　　　　　　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△
　　ｼｰ　　　　　　　 ◎   　　　　    ◎　　　　　　　　　　　△
　　LINE　　　　　　　　　　　　　　　◎　　　　　　◎
　　ｺﾞｼﾞｪｯｸ　　　　　　　　　　　　　 ◎

＊東南ｱｼﾞｱ　ﾃﾞﾙﾀ型猛威…ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ新規感染　世界最悪
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 駐在員の帰国相次ぐ
東南ｱｼﾞｱで感染力の強い新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽのｲﾝﾄﾞ型（ﾃﾞﾙﾀ型）が猛威を振るい、感染拡大の勢
いが止まらない。各国は連日、1日の新規感染者数が過去最多を更新し、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱは16日ま
でに7日移動平均で最悪になった。拠点を置く企業は駐在員や家族を一時退避させる動きを
強めている。
・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱでは16日の死者が1205人。新規感染者の7日はﾌﾞﾗｼﾞﾙを抜く、ﾀｲは連日8千人～
9千人の感染者が出ている。ﾏﾚｰｼｱの15日の新規感染は1万3千人超。ﾐｬﾝﾏｰも連日4千人
超える。実際はもっと多い。
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＊①中国のｻｲﾊﾞｰ攻撃を巡る各国の発表
⦿米政府が指摘した中国の50の手口の例
　❶攻撃対象　業務用ｿﾌﾄｳｴｱ「ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ365」➞ｼﾌﾄの虚弱性を自動で
　　収集し攻撃。❷ﾒｰﾙ「ｱｳﾄﾙｯｸ」➞弱点を攻撃し、遠隔操作を埋込む
　❸ｸﾗｳﾄﾞｽﾄﾚｰｼﾞ「ﾜﾝﾄﾞﾗｲﾌﾞ」、ﾌｧｲﾙ共有ﾂｰﾙ「ﾄﾞﾛｯﾌﾟﾎﾞｯｸｽ」➞ﾂｰﾙの
　　外部との連携機能を通じて、悪意のあるｿﾌﾄｳｴｱを埋め込む

＊ｻｲﾊﾞｰでも対中包囲網…米、50の手口を指摘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　弱点を執拗に攻撃
日米欧などが中国をｻｲﾊﾞｰ攻撃の攻撃元だと名指しする異例の措置をとった。中国の関与
が指摘されるｹｰｽが各国で相次ぎ、一国での対応には限界があるからだ。米政府は今回、
50程度の具体的な手口を挙げて注意を喚起した。手法は基本的なものが多く、人海戦術も
組み合わせて弱点を執拗に攻撃する姿が浮かび上がる。

＊中国、排出量市場が始動…取引対象「世界最大」
　　　　　　　　　　　　　　　欧州より安い価格「脱炭素圧力に限界も」
中国が地球温暖化対策で国際的な存在感を高めている。上海環境能源交易所で16日、全
国統一の二酸化炭素（CO₂）排出量取引が始り、「世界最大の排出量市場」（生態環境局）が
始動した。市場ﾒｶﾆｽﾞﾑを活用し、企業にCO₂排出量の削減を促す。習近平国家主席が目標
に掲げる「2060年CO₂排出量実質ｾﾞﾛ」達成に動き出した。
・16日の取引価格は中国7.9㌦/1㌧、EUは50㌦、ｶﾅﾀﾞ32㌦、独29㌦。

＊中国のｻｲﾊﾞｰ攻撃　非難…米欧日、対抗措置辞さず
米国、欧州、日本の各政府・機関は19日、中国のｻｲﾊﾞｰ攻撃を一斉に非難した。中国政府と
つながるﾊｯｶｰが世界でﾗﾝｻﾑｳｴｱ（身代金要求型ｳｲﾙｽ）などによる攻撃を行い、経済活動
の脅威だと見なした。ﾊﾞｲﾃﾞﾝ米政権は同盟国とともに中国へ圧力をかけて是正を求める。
・米ﾎﾜｲﾄﾊｳｽは3月に発覚した米ﾏｲｸﾛｿﾌﾄのｻｰﾊﾞｰ向けｿﾌﾄに対する
　ｻｲﾊﾞｰ攻撃について、中国国家安全省と協力関係にあるﾊｯｶｰが実行したと断定した。
・中国がﾊｯｶｰが利用する約50の手口などを公表し、世界の政府機関や企業に警戒を呼び
かけた。

＊ｴｰｻﾞｲ株急落…米病院が新薬使用見送り「一時13%安」
16日の東京株式市場でｴｰｻﾞｲ株が一時前日比1400円（13%）安の9120円まで急落した。米ﾊﾞ
ｲｵｼﾞｪﾝと共同開発したｱﾙﾂﾊｲﾏｰ病治療薬「ｱﾃﾞｭﾍﾙﾑ（一般名ｱﾃﾞｭｶﾇﾏﾌﾞ）」を巡り、一部の
米医療機関が利用を見送る方針を示したのがきっかけだ。同治療薬については承認を疑問
視する見方もあり、ｴｰｻﾞｲ株は6月の上場来高値から3割弱下がる。
・米ﾆｭｰﾖｰｸ州の医療機関大手、ﾏｳﾝﾄｻｲﾅｲ・ﾍﾙｽｼｽﾃﾑが使用見送る。

＊②
⦿中国のｻｲﾊﾞｰ攻撃を巡る各国の発表
米国＝㍃ｿﾌﾄへの攻撃に中国関与。中国国家安全省関係者4人起訴
英国＝中国が支援する「ﾊﾌﾆｳﾑ」が㍃ｿﾌﾄへ攻撃を実施。「一帯一路」
　　　　　に反対する勢力にも国家安全省が支援する集団に攻撃
EU＝知的財産権の窃盗やｽﾊﾟｲ活動を目的として、中国領土から複数
　　　のﾊｯｶｰｸﾞﾙｰﾌﾟが関与の可能性有。政府機関や団体、産業へ
　　　重大な影響を及ぼす悪質な活動を探知
日本＝中国人民解放軍を背景に持つ可能性の高いｻｲﾊﾞｰ攻撃確認
NZ＝中国政府とつながる「APT40」とNZでのｻｲﾊﾞｰ攻撃の関連性確認
NATO＝ﾗﾝｻﾑｳｴｱによるｻｲﾊﾞｰ活動がｲﾝﾌﾗや民主主義機関を標的に
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＊ｺﾛﾅ抗体ｶｸﾃﾙ承認…第4の治療薬、重症化抑制
　　　　　　　　　　　　　　　 軽～中等症向け、公費負担
⦿抗体ｶｸﾃﾙ療法は初の軽症者用となる
　重症・　　＝①ﾚﾑﾃﾞｼﾋﾞﾙ（米ｷﾞﾘｱﾄﾞ・ｻｲｴﾝｼｽﾞ）「抗ｳｲﾙｽ薬。ｴﾎﾞﾗ
　中等症　　　出血熱薬として開発。②ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ（日医工等）「抗炎症薬
　　　　　　　　。肺炎やﾘｳﾏﾁに使用」③ﾊﾞﾘｼﾁﾘﾌﾞ（米ｲｰﾗｲ・ﾘﾘｰ）「関節
　　　　　　　　　ﾘｳﾏﾁ薬。ﾚﾑﾃﾞｼﾍﾞﾙと併用」
　軽症・　　＝抗体ｶｸﾃﾙ療法（中外製薬）「新型ｺﾛﾅ用に開発。2種類の
　中等症　　　抗体を使う。「ｶｼﾘﾋﾞﾏﾌﾞ」と「ｲﾑﾃﾞﾋﾞﾏﾌﾞ」の2種類を点滴。
　　　　　　　　　ーー入院や死亡のﾘｽｸが7割減ったとされる。

＊半導体、消費電力50分の１…次世代ﾒﾓﾘｰ「MRAM」普及めど
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東北大やｿﾆｰ　ＡＩなど応用
電子が持つ磁石の性質（ｽﾋﾟﾝ）を利用した「磁気記録式ﾒﾓﾘｰ（MRAM）」が普及期を迎えてい
る。東北大学の研究を起点に、ｿﾆｰｸﾞﾙｰﾌﾟなどが技術開発を進める。半導体の微細化に限
界が近づくなか、MRAMは微細化とは異なる手法で従来の50分の１以下の消費電力や高速
動作を実現。Aiや自動運転への応用も期待される。
・半導体の集積度が18ヵ月で2倍になる「ﾑｰｱの法則」が過去の物となる。微細化以外の手
法で性能を向上させる取り組みが相次ぐ。

＊印ﾘﾗｲｱﾝｽ　再ｴﾈに1兆円…太陽光や水素、今後3年で投資
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ESG重視、脱「石化依存」
ｲﾝﾄﾞ大手財閥のﾘﾗｲｱﾝｽ・ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞが再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ事業に参入。太陽光発電や水素
などの分野に今後3年で7500億ﾙﾋﾞｰ（約1兆1千億円）を投資する方針を示した。企業の環境
対応などを重視するESG（環境・社会・企業統治）投資の流れも背中を押している模様。同社
は石油化学事業で成長してきたが、収益構造の転換を迫られている。
⦿ﾘﾗｲｱﾝｽ・ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞの新ｴﾈﾙｷﾞｰ事業の投資方針（6千億ﾙﾋﾞｰ）
　「大規模工場の建設」＝❶太陽光発電ﾊﾟﾈﾙ、❷ｴﾈﾙｷﾞｰ貯蔵設備
　　　・ﾊﾞｯﾃﾘｰ生産、❸製造過程で二酸化炭素を出さない「ｸﾞﾘｰﾝ水素」
　　　生産の為の電気分解装置生産、車載向けの燃料電池生産
　「その他（1500億ﾙﾋﾞｰ）」＝ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ構築や提携先拡大、技術開発

＊米CEO高額報酬に批判…業績悪化でも微減、株高恩恵
　　　　　　　　　　GE・ｽﾀﾊﾞ、株主反対「20年度報酬額中央値15億円」
米国で経営者の高額報酬に対する批判が強まっている。2020年度の主要企業の最高責任
者（CEO）の報酬額は19年度比で微減に留まる。新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽの影響で落ち込んだ業績に
比べて減少率は小幅で、従業員給与との差が広がる。ｾﾞﾈﾗﾙ・ｴﾚｸﾄﾘｯｸ（GE）やｽﾀｰﾊﾞｯｸｽで
は株主の過半数が反対するなど、格差の象徴として圧力が強まっている。
・経営ﾄｯﾌﾟの報酬が自社の平均的な従業員の何倍かを示す「ﾍﾟｲﾚｼｵ」。6月時点の集計で
193倍となり、17年の実績（159倍）から拡大した。従業員の待遇改善を約束するが、最大の
問題の給与格差手つかず。

＊脆弱な日本　中国の標的に…米の情報　ｱｸｾｽ狙う
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　手口巧妙化、国力にも連動
国家を揺るがすｻｲﾊﾞｰ攻撃に対処する能力と国力が連動する展開になってきた。米国は敵
対してきたﾛｼｱに加え、19日には同盟関係にある日欧などと中国を一斉に非難した。国はｻ
ｲﾊﾞｰ攻撃に備える必要あり。
⦿IISS報告書の主な記述（1ｸﾞﾙｰﾌﾟは好評価➞3ｸﾞﾙｰﾌﾟは低評価）
　1ｸﾞﾙｰﾌﾟ＝米国・国際社会を主導
　2ｸﾞﾙｰﾌﾟ＝中国・防衛力は米国より弱く、ﾛｼｱ・米国の政治混乱に照準
　　　　　　　　豪州、ｶﾅﾀﾞ、ﾌﾗﾝｽ、ｲｽﾗｴﾙ、英国
　3ｸﾞﾙｰﾌﾟ＝日本・憲法の制約で攻撃力が未発達　　印、ｲﾗﾝ、ﾍﾞﾄﾅﾑ等
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2021/7/27 東南ｱｼﾞｱ

＊中国、共産党員急増…5ヵ月で231万人　理系学生目立つ
中国共産党が新規入党者を大幅に増やしている。1月1日～6月5日に新たな入党した党員
は231万人と、20年の通年（243万人）に迫る。とくにﾊｲﾃｸ分野に通じた理系学生の入党が目
立つ。
・習指導部は米国との長期対立を視野に入れ、半導体やEVなどﾊｲﾃｸ技術を必要とする分
野で党の管理を強めようとしている。理系学生を積極的に入党させようとしている。

＊越の鉄鋼大手　東南ｱｼﾞｱ首位に…ﾎｱﾌｧｯﾄ、台湾系抜く
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高炉に4千億円　能力7割増
ﾍﾞﾄﾅﾑ鉄鋼大手ﾎｱﾌｧｯﾄ・ｸﾞﾙｰﾌﾟが粗鋼生産規模で東南ｱｼﾞｱ最大手の地位を固める。今春
に台湾系でJEFｽﾁｰﾙも出資するﾌｫﾙﾓｻ･ﾊﾃｨﾝ・ｽﾁｰﾙ（FHS、ﾍﾞﾄﾅﾑ）を抜き東南ｱで首位に
浮上した。約4千億円を投じる高炉の新設でさらなら増産体制を敷く。中国に頼らず鉄鋼製
品の母材を国内でほぼ自給できる体制を整える。
・2020年の東南ｱｼﾞｱ主要国の粗鋼生産量
　　ﾍﾞﾄﾅﾑ1950万㌧、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ930万㌧、ﾏﾚｰｼｱ710万㌧、ﾀｲ450万㌧

＊中国「制裁なら断固報復」…ｻｲﾊﾞｰ攻撃　一斉非難に
中国の趙立堅副報道官は20日、米国や欧州、日本の各政府・機関が中国のｻｲﾊﾞｰ攻撃を
一斉に非難したことに反発した。「米国は中国を事実をゆがめて政治目的で中傷している」
「いかなる形式のｻｲﾊﾞｰ攻撃にも反対する」と関与を否定した。
・中国はｻｲﾊﾞｰ攻撃に反対の立場だと強調し、一部の西側国家が世界で無差別にｻｲﾊﾞｰ攻
撃を仕掛けて情報窃取などを行っている。中国もNATO加盟国などの標的になっていると強
調し「悪意あるｻｲﾊﾞｰ活動を取り締まる」よう関係国に求めた。
・共産党は「中国の制裁を加えるなら、断固として報復する」と強調。

＊ﾃﾞｼﾞﾀﾙ人民元　2000万人…利用拡大、実用化へ実験進む
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 限度額、信用力で4段階
中国で実証実験中のﾃﾞｼﾞﾀﾙ人民元の利用が拡大している。今春から実験対象の都市の住
民で大手銀行の口座があれば誰でも利用出来るようにした結果、「ﾃﾞｼﾞﾀﾙ口座」は足元で
2000万を超えた。お金の流れを把握し、資金管理などの政策に生かす狙いだ。欧米ではﾃﾞ
ｼﾞﾀﾙ通貨のあり方について研究が始まった段階だが、中国は実用化で大きくﾘｰﾄﾞ。
⦿実証実験の概要＝都市「北京、上海、深圳、蘇州、青島等10ヵ所」、財布の搭載「ｽﾏﾎｱﾌﾟ
ﾘ、ｳｴｱﾌﾞﾙ端末、ICｶｰﾄﾞ」、利用方法「ｽﾏﾎなら2次元ﾊﾞｰｺｰﾄﾞで決済」、限度額「2千元、5千
元、5万元、無制限」

＊中韓、東南ｱｼﾞｱでEV先手…長城汽車や現代自が現地生産
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本勢、連合で守り固め
日本車が圧倒的なｼｪｱを占める東南ｱｼﾞｱの自動車市場に、中国・韓国ﾒｰｶｰがEVで先手を
取ろうとしている。ﾀｲでは中国・長城汽車、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱで韓国・現代自動車が現地生産に乗り
出す。21日発表したﾄﾖﾀ自動車やｽｽﾞｷなどの商用車連合は、こうした動きに対抗する狙いも
ある。

＊日本電産、鴻海とEV合弁…ﾓｰﾀｰ開発・生産で検討
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「車」核に売上高4兆円へ
日本電産は21日、台湾の鴻海科技集団と合弁会社の設立に向け検討に入ったと発表した。
鴻海が参入を計画するEV向け駆動ﾓｰﾀｰを開発・生産する。EV事業に一段とｼﾌﾄすること
で、2026年3月期に売上高を4兆円に引き上げる。既存の自動車ﾒｰｶｰだけでなく、EVの低価
格化を進める異業種との協業も含め主力のﾓｰﾀｰの出荷につなげる。
・日本電産製ﾓｰﾀｰ採用が相次ぐ
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＊ﾀﾞｲｷﾝ、振興とEV電池材料の開発
ﾀﾞｲｷﾝ工業は27日、ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸﾞの単層ｶｰﾎﾞﾝﾅﾉﾁｭｰﾌﾞ（CNT）生産を手掛けるｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟに出
資したと発表した。出資額は数億円程度。ﾀﾞｲｷﾝが持つﾌｯ素材料と組み合わせて、EV向け
電池材料の開発を目指す。出資したｵｸｼｱﾙは世界の単層CNT生産量の97%を手掛け、日米
欧中など世界に拠点を持つ。

＊中国株、ﾏﾈｰ流出加速…指数急落　高値の半分に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　IT・教育産業➞当局の統制強化で
中国株からﾏﾈｰが急速に流出している。中国当局の規制がITﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ企業から教育産業
にまで広がっているためだ。2022年に共産党大会を控える習近平指導部は、長期政権に向
けて国民の支持を得ようと、独占的な地位を築いた大企業への統制を強める。中国株を巡
る市場の警戒は続く見通しだ。

＊ﾄﾖﾀ、世界販売最高…1～6月31%増　2年連続で首位
ﾄﾖﾀ自動車が29日発表した2021年1～6月のｸﾞﾙｰﾌﾟ世界販売台数（ﾀﾞｲﾊﾂ、日野自含む）は
前年同期比31%増の約546万台で、年上半期の過去最高を記録。VWの約497万台（前年同
期比28%増）を上回り、この期間の2年連続での世界首位となった。
・ｸﾞﾙｰﾌﾟ全体の世界生産は529万台で35%増、特に海外生産は47%増の317万台で過去最高
を更新した。販売と生産が好調だったのはｻﾌﾟﾗｲﾔｰや生産、調達部門の一体化によって半
導体の影響を限定的にできたことだと言う。

＊台湾UMC79%増益（4～6月最終）…半導体不足「年末以降も」
台湾半導体大手の聯華電子（UMC）が28日発表した2021年4～6月期決算は、純利益が前
年同期比79%増の119億台湾㌦（約470億円）と大幅に増えた。売上高は15%増の509億台湾
㌦と四半期ﾍﾞｰｽで過去最高を記録した。世界的な半導体不足は「21年末以降も続く」とし
た。
・王石・総経理は「5G関連の需要が非常に強い。「4～6月期の販売価格は1～3月期に比べ
約５%上昇。半導体はさらに6%上昇する」言う。
・地域別には中国などｱｼﾞｱ63%、北米22%、欧州8%、日本7%。製品別にはｽﾏﾎ関連が47%、一
般家電向けが26%、ﾊﾟｿｺﾝが17%

＊ﾈｯﾄ企業統制、4分野で…中国法順守や利用者保護
　　　　　　　　　　　　　　　　　　半年で集中取り締まり
ﾈｯﾄ企業を対象に4分野について集中的に取り締まる。企業には自ら調査し改善を求める。
大手だけでなく、ﾈｯﾄ企業全体への統制を強化。
・集中的に取り締まる4分野は独禁法の順守、利用者の保護、ﾃﾞｰﾀ安全、当局の運営許可。
独禁法では優越的な立場を利用してほかのﾈｯﾄに接続できないようにすることをやめさせ
る。利用者の保護では広告ｻｲﾄへの不適切な誘導などを認めない。
・ﾃﾞｰﾀ安全に関しては利用者のﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰにかかわる重要ﾃﾞｰﾀ等を暗号化することやﾃﾞｰﾀの
外部提供に関して利用者の同意を得ること求める。当局の運営許可については、ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝ
ﾄﾞの利用などで許可を得る。

＊「空調大国」へ　ｲﾝﾄﾞ官民始動…ﾀﾞｲｷﾝ、新工場で一貫生産
ｲﾝﾄﾞで、ｴｱｺﾝの一大製造拠点を目指す動きが広がっている。現地
最大手のﾀﾞｲｷﾝ工業や地元企業が工場の新増設を計画。同国3ヵ所目となる新工場にﾀﾞｲｷ
ﾝは約150億円を投じるとみられ、年計300万台近く倍増する。政府も新興策を講じ、2029年
に国内生産量で19年比8倍の4千万台を目指すもようだ。視線の先にあるのが、ｱﾌﾘｶなどへ
の輸出。高温や地域で異なる気候特性を武器に、技術力に磨きをかける。

＊ｻﾑｿﾝ、ﾈｯﾄTV快走…世界ｼｪｱ3割　巣ごもり追い風
　　　　　　　　　　　　　　　 中国勢を引き離す
韓国ｻﾑｽﾝ電子が世界3割のｼｪｱを握るﾃﾚﾋﾞ市場で快走している。29日発表の2021年4～6
月期の家電部門の営業利益は、前年同期比45%増だった。巣ごもり需要に加え、米ﾈｯﾄﾌﾘｯｸ
ｽなどのﾈｯﾄ動画が見やすい高性能品が好調で、TCL集団など中国勢などを引き離す。汎用
品化が進むﾃﾚﾋﾞ市場でｿﾌﾄ面を充実させてｼｪｱを高めている。
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＊小米　ｽﾏﾎ世界2位浮上…4～6月出荷ｱｯﾌﾟﾙ抜く
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新興国好調　独自機能が課題
中国のｽﾏﾎ大手、小米（ｼｬｵﾐｰ）が世界の四半期別のｽﾏﾎ出荷で初めてｼｪｱ2位に浮上し
た。新興国で販売が好調なことに加え、中国同業の華為技術（ﾌｧｰｳｪｲ）の失速もｼｪｱ拡大に
つながった。一方、小米が得意とする中低価格帯は新興勢の追い上げも激しく、成長維持の
ﾊｰﾄﾞﾙも高まっている。

＊巨大IT、異例の88%増益…米5社4～6月最終　「ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化追い風」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 寡占批判、成長に影も
米巨大IT企業の利益が急増している。29日までに2021年4～6月期決算を発表したｱｯﾌﾟﾙな
ど主要5社の純利益を合算すると748億9千万㌦（約8兆2千億円）となり、新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽの流
行により社会のﾃﾞｼﾞﾀﾙ化が加速した影響が続いているためだ。ただ、異例の成長は新たな
火種となりかねない。


