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令和元年7月8日

公益財団法人 協和協会
時代 を刷新する会

両団体会長代行 岸 信夫 衆議院議員

両団体政治経済部会長 大 野 松 茂

両団体 専務理事 清原淳平

政 治 経 済 部 会 の お 知 らせ(第、。5回)

日 時 令和元年7月23日(火)午 後1時 半～午後3時 半(午 後1時 か ら入館可)

場 所 衆議院第一議 員会館 地下1階 第2会 議室 千代田区永 田町2-2-1

◇ 国会議事堂前駅(丸 の内線 ・千代 田線)① 番 出口よ り2分 、永田町駅(有 楽町線 ・半

蔵 門線)① 番 出口より下車5分 。 当 目、午後1時 より、議員会館入 り口にて通行証を

差 し上げます。

挨 拶 「昨今の政治経済について想 う!」

大野松茂元衆議院議員 ・内閣官房副長官(政 策担 当)

議 題 「米中貿易戦争の行方、日本の対応について」(その5一 今春に決まった大テーマ)

問題提起A)米 中貿易戦争の今後 発表 井部秀恭委員

問題提起B)私 の米中貿易戦争にっいての見方 発表 多村繁樹委員

問題提起C)米 国国家情報会議の予測未来 発表 小関由喜男委員
一 出席者一同にて、意見交換 一(提 案が揃いましたので再発信)

最後に、大野松茂政治経済部会長のまとめ

☆資料代 として、金500円 をいただきます。

来る、7月23日(火)午 後1時 半 ～3時 半 の政治経済部会に

当方 のFAXO3-3507-8587

A、 出席す るB、 欠席 する(い ずれかに○印)

御芳名

貴方様の電話 FAX

国会のテロ対策のため、警備か らの要請により、原則会員(及 び議員 ・秘書)。

非会員で御参加希望の方は、2日 前までに履歴書を御送付ください(非 会員は2F円)

当日連絡先08(F8836-6203(重 田)08(}-9292-2620(高 津)

「公 益 財 団 法 人 協 和 協 会 」 事 務 局 ・富LO3-3581-1192F舐03-3507-8587

「時 代 を 刷 新 す る 会 」 事 務 局 ・嘔03-3272-4320、Eメ ー]レkiyohara@jidaisassin.　 jp

政 治経済部会6月18日 の御報告

○ 「トランプ大統領 はなぜ中国企業ファーウェイ を徹底攻撃するのか、5Gと は」

清原淳平専務理事の説明(会 議室の都合で1時 開始のため、部会長到着までの間の前座)

まず、ファー ウェイが電話交換機の輸入販売を振 り出 しに、 どのようにして世界的企業にの し

上がったのか を解説。 その後、昨年暮れ にカナダで拘束 された最高財務責任者孟晩舟 の身柄引き

渡 しをめぐる米 中の駆 け引きについて説明 した。そ して、米国企業のみな らず 、ヨmッ パや 日

本 に対 し、 トランプ米大統領がなぜフ ァー ウェイ製晶 を買わない よ う要求 し、取引を制限 しよ う

とするのか、それは これまでに中国が最新技術を次々に盗み出 していたか らであ り、孟晩舟 もス

パイ活動を行 っていた疑いがあるか ら身柄を拘束 された、とい う背景について解説 した。その後、

次世代無線通信規格 「5G」 について解説 した。ファー ウェイはスマー トフォンの世界 シェア2

位 を占めてお り、5Gに ついて も先行 しつつある。かつて、第二次世界大戦 で 日本 は暗号 をすべ

て解読 され るな ど、情報技術において敗れ た。 この5Gが 軍事 に使われれば、すなわ ち5Gを 制

した国が世界 の覇権 を握 ることにな る。 トランプ大統領 は、5Gの 覇権 を中国ファー ウェイが握

ることを恐れてい るのであ り、国家戦略のもとファー ウェイの徹底排除に動いている。

O大 野松茂政治経済部会 長挨拶 「昨今の内外情勢について想 う」

今の若者 は、わか らない ことがあれ ばすべてスマー トフォンで調べ る。昔 は辞書 を引いて調べ

た ものだが、便利 になればなるほど、文字の重要 さが失われてい くことにもなる。韓 国は漢字 の

使用をやめて、表音文字 のハ ングル を使 うよ うになってか ら、自分の名前が漢字 でどう書 くのか、

そ してその漢字は ど うい う意味なのか全 く分か らなくなって しまった。古典 も読めな くなるな ど、

表音文字の負の側面が 目に付 く。国会では、犬猫の所在 をマイクmチ ップを埋め込んで確認す る

法案 が通 り、捨て犬や捨て猫 を0に す る取 り組みの上 で有意義なものになった。併せ て、動物看

護師を国家資格化す る法案 も審議 に入 っているが、参議院選 を巡 る駆 け引きの中で、政争の具 に

供 されてい るようだ。与野党超 えて審議すべ き議題 のはず が、このよ うなことで廃案 になって し

まっては本末転倒 だ。

◎ 多村繁樹委員提起 「テーマ設定 と議論 の進め方」及び意見交換

(多村委員 の提案)中 国の21世 紀 を振 り返 ると最初 は翰光養晦で国力を高め、立場が上になっ

た とみ るや威圧的な態度 に出 る傾向にある。アメ リカ は中国が豊かになれば民主化す るとみてい

たが、その見方は誤 りであった とい うことをペンス演説で如実 に示 している。米中貿易戦争は長

期化するだろ う。 日本 も、外交 ・情報 ・軍事 ・経済 の各面で国家戦略 を立ててい くべ きだ。

〔意見交換〕一(小 田垣委員)孟 晩舟は、パスポー トを8っ 持ち、スパイ活動を積極 的に行 っ

ていた とみ られ る。(松 本委員)中 国企業は意思決定が早い。中国人の働 き方 を見ていると日本 の

高度経済成長期 を思い起 こさせ る。少子化が進 めばいずれ衰退するだろ うが、今の 目本企業に果

た して太刀打ちできるだけの力があるか。(井 部委員)問 題点は広範 にわたるので、論点整理 をし

て、優先順位 を決めておきたい。(小 関委員)中 国の本質 は全体主義 ・覇権主義 とみ る。韓国の よ

うに事大主義だとい ざとい う時に助 けてもらえな くなる。 日本 の国土 を どう守 るかを最優先 で考

えるべきだ。(倉 島委員)前 回の政経部会 で要請書の作 り方を聞き、大いに参考 になった。(大 野

功統委員)情 報化がこれほ ど進 んでい るにもかかわ らず、各 国が内向きになっているのはなぜ か、

分析 してみた方が よい。(中 村委員)日 本が 中国の側 にっ くとい うのは現状では考えに くい。


