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●コロナによる中国ロックダウン・台湾感染拡大に伴う米国における供給制約の影響と 
対応政策・企業動向 
（リショア、ニアショア、半導体等重要物資の協調調達など） 
 
はじめに 
 今年 1 月 3 日にユーラシアグループがリリースした 2022 年の 10 大リスクのトップ

が ”No zero Covid”であった。 2020 年の中国武漢でのコロナ感染拡大を、武漢のロック

ダウンはもとより、国境を閉ざすことで食い止めたという習近平国家主席の成功体験が、彼

をして同じ手法をとらしめ、それが失敗をもたらすというリスクである。  
デルタ株よりも感染力が強いオミクロン株が上海、広州、北京といった大都市に出回り、

一方、中国製ワクチンが必ずしも強い効果を示していないことから、現状はユーラシアグル

ープが予想したとおりに感染拡大が進み、中国政府は都市と国境の封鎖で新規感染ゼロを

目指している（別紙１の通り、上海の新規感染者数は減少中）。 
2 月 24 日に始まったロシアによるウクライナ侵攻の影響と共に、この中国のゼロコロナ

政策はサプライチェーンの滞り、そしてインフレの昂進という悪影響を世界中にもたらし

つつある。 
本稿執筆の時点では上海や広州のロックダウンによるサプライチェーンの滞りの影響が

まだデータとして詳らかにはなっていないため、その傾向、予想といったものを報道する 

記事や論文を紹介し、合わせて在中米国商工会議所の企業メンバーの最新の肌間隔なども

交えつつ、親元の米国本社によるリショア、ニアショアの経営判断の様子や米政府の働きか

けについて報告する。  
 
１．中国ロックダウンの状況と影響 
 
① 中国のロックダウンの様子 ソース： Freight Waves 
欧州の都市封鎖と異なり、中国のロックダウンは人流、物流を殆ど遮断する。 
4 月 2 日に封鎖された上海と、同 11 日に封鎖された広州の、合わせて 3億 7,300万人が

職場はもとより市場にも行けず、中国の GDP の約 4割の活動が影響を受けている。 
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上海と広州の夫々の港で取り扱う貨物の量を合わせると、全米の港での年間貨物取扱量

の約 3倍にもなる。 
中国の港から出荷されるコンテナの数は 4 月 6 日から減りはじめ、15 日には 31%以上減

少した。この影響はいずれ米国の陸上貨物輸送市場にも影響を及ぼすと見られる。 
中国からの出荷減少がさらに進み、回復しなければアメリカ国内の生産や供給網にも大

きな悪影響を及ぼすと見られる。 在庫量は記録的な高さにあるが、それらはあっという間

に捌けてしまうであろう。  
また、中国の港の沖合に約 300 ものコンテナ船と 500 もの原料運搬船が入港許可を待っ

ている状況にある。 その中には中国国内で消費される商品もあるが、多くは中国で生産さ

れる製品の材料となるものである。 従い、これらのコンテナや原材料の入港の遅れも中国

の供給網に大きな制約を与えている。 
さらには国内の供給網の輸送に用いるべく多くの空のコンテナを中国国内に持ち込み必

要があるが、トラックによる運送サービスが無ければ運べない。 
2020 年のロックダウンと異なり、今回の場合、中国だけが都市封鎖し、米国を含め消費

市場は通常の消費をしていることから、中国からモノが入らなければ別のモノを買うか、単

に購買をあきらめるかしかない。 
中国からの供給再開が迅速にかつスムーズに進めば良いが、ずるずると時間をかける場

合には米国ビジネス、ひいては米国経済に悪影響を与えかねない。 
従来、アメリカの経営陣がサプライチェーンを検討する場合にはコストが唯一の判断基

準であったものが、ここにきて脱炭素、供給の安定性・信頼性、短納期という価値が高まり、

リショアやニアショアという選択肢が真剣に検討されている。 
 
② 中国のゼロコロナ政策がアップルなどに与える影響 ソース：Nikkei Asia 
アップルの下請け企業のトップ200の約半分はコロナでロックダウンされた上海にある。 
70 を超える会社が江蘇省に製造工場を有し、その過半が上海近くの崑山市と蘇州にある。 
上海市内にも 30 ものアップルのサプライヤーがある。 

この中には iPhone を組み立てる Pegatron 社や iPad メーカーの Compal Electronics か

ら、ディスプレイ、回路基板、耐熱部品、バッテリー、音響部品といった部品メーカーまで

が含まれる。  
これらのサプライヤーの多くは、アップル以外にもグーグル、マイクロソフト、インテル

といったアメリカのテックカンパニーに部品供給をしている。 
従い、今回のロックダウンは自動車産業と共にテック業界にも悪影響を及ぼすと見られる。 
中国共産党幹部もその懸念を理解し、地元政府に対し、重要なサプライチェーンの動きを

阻害しないように指示している。 
実際、上海や蘇州の自治政府は主要な電子機器や自動車、医薬品の何百ものサプライヤー

をいわゆる“ホワイトリスト”に入れ、徐々にその生産や輸送の活動を再開することができ
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ると語っている。 ただ、サプライヤーの多くは、中央政府のゼロコロナ政策のため、そう

した活動再開にはまだ何カ月もかかるとみている。 
昨年 9 月にはこの地域で大規模な停電があり、この地域のサプライチェーンに影響を与

えたが、それでも政府による電力割当で乗り越えた。 
今回の場合、この地域全体のサプライチェーンが最悪の場合、世界の供給網から隔絶され

ることになりかねない。 
仮にモノがつくれても、梱包材がなかったり、仮に梱包できても、それを集配するトラッ

クのドライバーがいなかったりという状況にあるという。 
上海、蘇州、崑山、太倉から無錫にかけての揚子江デルタ地帯の輸送は非常に困難な状況

にある。 
5 月、6 月の生産量がどこまで復活、しかつ、海外向けの船荷出荷できるロジスティクス

体制が戻っているかどうかが、アップルを含めた欧米での消費者向け電子機器商品の年末

商戦を左右する。  
 
③ 上海ロックダウンの影響  ソース： NY Times 

4 月 18 日の週に上海港に停泊していた船の数は、ロックダウンが始まった時点の数の 

半分に減り、一方その近くの寧波港で上海港の入港許可を待つ船が増えている（5 月 20 日

頃のユーチューブチャネルでは上海港で 344 隻もの船が滞り上海から米国に通常より 74

日余計にかかっていると報道）。 
また、上海港で荷卸しを待つコンテナの滞留時間は 3 月 28 日で 4.6 日であったものが、

4 月 23 日では 14 日と増大している。 
 
④ 中国のロックダウンがもたらすサプライチェーンの悪夢 ソース： フォーチュン 
現在、世界のコンテナ船の 5 隻に 1 隻は世界のどこかの港で滞留しており、そのうちの

30%が中国発のものである。  
仮に上海や広州のロックダウンが解除されたとしても、これまで出荷を差し止めていた

中国からの貨物の波が米国の港に押し寄せると、港の混乱と共に運賃の高騰が生じる。  

特にロスアンゼルス港やロングビーチ港でまず混乱が生じるであろう。 
それらは商品値上げの形でアメリカの消費者の懐にインパクトを与える。 
世界の GDP に占める輸送費の割合は 7.7%で、港での滞貨はインフレをもたらしやすい

と言われる。 実際、中国から米国へのコンテナ１つの輸送費は昨年の 5,900ドルから今日

14,764ドルに上昇している。 
現状、アメリカはモノの輸入の 18%を中国から仕入れ、それが電子機器やコンピュータ

ーだと 35%となっている。 
その分野の中国のサプライチェーンへの依存度の高さは中国のゼロコロナ政策に伴うア

メリカのインフレのさらなる押し上げの可能性を高めている（別紙２と３参照）。 
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⑤ 中国のロックダウンとアメリカのインフレ ソース： The Hill 
中国のロックダウン以前のパンデミック等に伴うサプライチェーンの問題、特に半導体

不足で、米国内の中古車とトラックの価格は過去 12 か月で 35%上昇している。 
消費者物価は年間ベースで 8.5%上がり、過去 40 年での再高率を記録している。 
中国のロックダウンは世界中で価格高騰を起こしている様々なサプライチェーンの問題

の１つだが、特に米国内の値上げに関係しやすい。 
というのも中国からの出荷の遅れは、①季節性商品や腐敗しやすい商品の売上棄損、②収

入のタイミングのずれ込み、③より大きな在庫確保、そして④未納や解約に伴う経費の発生、

といった要因を通して値上げを招くため。 
現段階の中国の港の混乱は 7 月までに米国の西海岸の港の混乱を生むと予想されている。 

 

⑥ 最新の中国貿易状況 ソース：『最近の韓国・中国・台湾経済情勢について』愛知淑

徳大学ビジネス学部、真田幸光教授 

中国税関総署が 5月 9日に発表した貿易統計によると、本年 4月の輸出は前年同月対比

3.9%増の 2,736億米ドルとなったが、増加率は前月の 14.7%増から大幅に鈍化した。 

新型コロナウイルス感染拡大で物流が滞る一方、ロシアからの 1～4月の輸入が前年同

期対比 37.8%増となっている。 

ロックダウンにより世界最大規模の港湾である上海港の稼働が制限され、貿易業務に大

きな支障が出ていることによる影響が出ており、日本向けの部品などの輸出も停滞、サプ

ライチェーン問題も顕在化する可能性がある。 

輸入は 2,225億米ドルとなり、増加率はほぼ横ばいとなっている。 

一方、中国自動車工業協会は、本年 4月の中国の新車販売台数は前年同月対比約 48%減の

118万台となったと発表している。 

中国での新車販売の減少は 2カ月連続となっており、減少幅は 3月の約 12%から更に広

がっている。厳しいゼロコロナ政策の影響が大きく、制限が長引けば、販売は更に停滞し

かねないと見られている。 

 
⑦ 台湾ハイテク状況 ソース：DENTONS 
世界のテック市場の需要を判断する 1 つの指標である台湾からの輸出が今年 4 月、過去

25 カ月で初めて下落、中国のロックダウンと世界のサプライチェーン問題の影響を受けた

格好といえる。 
 
 
２．在中米企業の状況 
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① 在中米企業の今後の方向性 ソース：CNBC  
AMCHAM China の調査によると、今年 3 月末から 4 月末の 1カ月間で中国のゼロコロ

ナ政策の影響を受けたと答えた在中米企業の割合が4ポイント上昇して58%となっている。 
3 月末の段階では上海のロックダウンが始まったばかりであったが、4 月末ではそれが当

初予想を超えて伸びている状況にあった。 
AMCHAM の会長は今後の対中投資の落ち込みを予想する。  
もし来年もゼロコロナ政策が続くならば、上記調査回答企業の 70%以上が減収や減益を

見込み、53%は、対中投資を減らすと回答している。  
この調査は在中の 121 社に対して実施されている。 
今は対中投資をしようにも、潜在投資先への訪問や事前調査が許されていないことから

して具体的な投資案件の種もない。 
上記調査回答企業のコメント欄には、「コロナ規制の管理はされているが、経済成長の 

管理はなされておらず、中国経済は逆風に向かっている」と書かれている。 
業界別に見ると、テック及び研究開発型業種はゼロコロナ政策の影響が最大とみており、

53%が投資の遅れや減少を予想している。 
一方、消費者向けの業界は投資を減らすのと先送りする企業の割合が夫々36%と 29%と

なった。 また、69%は今年の年間売り上げの減少を見込んでいる。 
尚、上海当局は既にホワイトリストを発表し、2 千社近い企業の生産再開を認めたが、  

上記調査対象の AMCHAM メンバー企業の 15%しか事業再開ができていないとの回答であ

った。ただ、それとは別に稼働率 30%乃至 50%で再開している企業はあるという。 
仮に生産再開ができても、輸送上の問題で納品が進んでいない。 
AMCHAM China のメンバーが感じる困難の中に、中央政府と地方政府のゼロコロナ政

策のとらえ方の違いがあり、前者の目標は文字通りゼロコロナ達成であり、後者は経済成長

でパフォーマンスを評価されるので、現実的な解を探そうとしていること。  
中央政府が経済成長に舵を戻さない限り対中投資の先行きは不透明といえる。 
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３．米企業のリショア、ニアショアの状況 
 
① 米国大手企業のリショアリングの状況 ソース： NY Times 

GM は昨年 12 月、40 億ドル以上をかけて EV とそのバッテリーの生産工場をミシガン

に設ける計画を発表。  
同じ月にトヨタはノースカロライナに 13 億ドルでバッテリー生産工場を設けると発表。 
遡ること 10 月にはマイクロンテクノロジーが、来る 10 年で 1,500 億ドルを半導体メモ

リー生産と研究開発に投資し、その一部は米国内に投じられると発表。 
一方、米国への FDI としてはサムソンが昨年 11 月に 170 億ドルを投じて半導体生産工

場をテキサスに設けると発表。 
トランプ政権での米中貿易紛争に伴う双方の関税高率化があったが、現状、両国間の貿易

収支は変わっておらず、米国企業が中国から戻ってくる動きはなかった。 
ところがその後のパンデミックによって変化が目立ちだした。 
中国を中心としたアジアのサプライチェーンへの依存（別紙３）の問題が出荷遅延や運賃

の高騰、輸送船舶の不足などで顕在化させたためである。 
加えての持続可能性のための輸送経路の短縮の必要性も出てきた。 

これらがリショアリングと共に、メキシコでのニアショアリング化の傾向を強めている。 
鉄鋼メーカーの Steel Dynamics もリショアリングとメキシコでのニアショアリングの 

両方を進めている。重視するのはコストよりも供給保障にある。 
自動車、半導体、防衛、航空及び医薬品といった複雑で高価な製品の業界はリショアリン

グとニアショアリングに向かい、自動化が難しく、人手を大量に必要とする業界はこれまで

通りオフショアとなるとみられる。 
米中貿易摩擦とはいえ、中国の巨大な労働力と安い原材料費並びに工場操業の低コスト

といったものを代替するリショアリングやニアショアリングは消費財では考えにくい。 
政策面ではバイデンの 520億ドルもの半導体国内製造基盤補助金がある。 
一方、パンデミック以降、マスクのような感染予防商品の生産を米国内やその近くで行う

ことは安全保障上重要との認識にある。 
コスト削減のためのサプライチェーンから、パンデミックを契機としたレジリエンスの

ためのサプライチェーンというニューノーマルへの意識変化が見られる。 
四半世紀前には 17百万人以上が米国内の製造業の職に就いていたが、2010年までに11.5
百万にまで減り、それが現在 12.5百万人に戻ってきている。 
製造業の仕事は時給換算でサービス業よりも 5割前後収入が高い。 
ただ、リショアリングやニアショアリングの実際の雇用への影響が出てくるのは 2020 年

代後半と見られている。 
 
② リショアリングをスムーズに進めるための課題 ソース： フォーブス 
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パンデミックや中国の政治リスクに伴うサプライチェーンの問題から、製造ラインを 

米国内に戻すリショアリングが米国の大企業から発表されている。  
このサプライチェーンの移動を受け入れる米国内の状況はというと、これまで労働力と

してはもとより、スキルやノウハウを持った技術者として米国経済を支えてきたベビーブ

ーマーの人々が第一線を退いたり、完全リタイアしたりしつつある。  
また、パンデミックをきっかけに働き方や就労場所などを見直し、より安全で快適な就労

環境を求めて転職や退職するという”Great Resignation”という現象が米国内で起きている。  
つまり、リショアリングを進めるにあたり、質の良い就労者を確保していくことと、国内

のサプライチェーンを支える輸送などの労働力の不足の克服が大きな課題となっている。 
この点で期待されているのが AI の効果的な活用であり、デジタルデータに基づくサプラ

イチェーンのデジタル化の一環としての予想分析（predictive analytics）の利用が期待され

る。  
それらの技術を用いた Global Human Augmentation Market は 2026 年までに 3,410億
ドルにまで拡大すると見られている。  

AI 活用の最大の恩恵は従業員の忠誠心、生産性向上、満足度向上を通じた定着と期待さ

れる。 
 
③ 米企業のリショアリング発言は本物か、掛け声だけか？ ソース：Supplychain247.com 

2018 年から 19 年にかけての米中摩擦で互いに掛け合う高関税とそれに続くパンデミッ

クの影響からリショアリングを真剣に検討する米企業が増大。  
幾つかの関連報道は下記の通り。 

l ウォールマートは今後 10 年間で米国内調達を 3,500億ドルに拡大すると宣言 
l リショアリングと米国への FDI により発表されている 2021 年の雇用増は 2020 年比

で 38%増。 
l 経営者はサプライチェーンの選択肢を評価するに際し、製品単価から総所有コストで

判断するようになっている。 
l 米国内の製造業の約 3 分の 1 が国内の生産能力を増強させる計画にあり、これは 2019

年に比べて 7%増。 
l 米国内での生産コストが相対的に下がったことから 1,500 もの企業で 161,000 を超え

る雇用が米国内に戻っている。 
l ホワイトハウスは国内のサプライチェーンを増強し、雇用を誘発すべくリショアリン

グを推奨。 
 
中国を去る場合の問題として、機械や金型、ツール、知的財産権等を米国に持ち帰ろうと

しても地元中国の裁判所で差し止められるリスクがある。 
また、税金や手数料、出国許可など複雑な手続きで簡単には脱出できないかもしれない。
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従い、短期的には海外にある資産を丸ごと米国内に持ち込むよりは調達戦略を国内重視

とし、実際のリショアリングが目立つようになるのは 2025 年以降と見込まれる（実際、

別紙４の通りリショアリングインデックスは、2021 年はマイナス）。 
 
④ 米政府によるリショア誘導 ソース：アメリカ連邦標準・技術局（NIST） 
現状は別紙⑤NIST 資料の通り。 
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４．半導体等重要物資の協調調達など 
 
① 米韓首脳会談  ソース：各種メディア 

5 月 21 日の会談で、尹大統領は「半導体などで相互投資を拡大し、供給網安定化に向け

て協力していく」と明言。 
 
② 日米首脳会談（5 月 23 日） ソース： 報道各社 
経済安全保障の点で脱・中国依存を目指し日米で以下のような分野で協力することに 

合意。 
半導体において供給不足の対応や次世代製品の共同研究で協力することに合意。 
希少資源においても鉱物の精錬方法やリサイクル技術で協力し、競争力を強化する。 
また、次世代炉の世界展開へ、資金調達や供給網強化で協力する。 
さらに通信分野で複数メーカーの危機を組み合わせた通信網の構築を目指す。 

 

 

【考察】 

 トランプ前政権における米中貿易摩擦は「米中デカップリング」などと危惧するものも

あったが、両国間の実際の貿易高が減少することもなく、トランプ大統領のリショアリン

グの掛け声も、必ずしも大きな流れを起こすものではなかった。  

一方、2020年以降のコロナパンデミックによる半導体やマスクなど PPEのサプライチェ

ーン逼迫の問題、そして今年 2月末のロシアによるウクライナ侵攻に伴うエネルギーや 

鉱物資源のサプライチェーンの問題、さらには 4月以降の上海、広州のロックダウンに伴

う中国製品のサプライチェーンのひっ迫問題は米企業経営幹部をして真剣にリショアリン

グやニアショアリングを検討させている。 

また、バイデン大統領が就任後ただちに手を付けた政策の中の１つが半導体など経済安

全保障上重要なサプライチェーンの確保であった。そしてその具体策の 1つとしてリショ

アリングを促し、支援するものであったと言える。  

 米企業から見た時に、従来のコスト削減を目的としたオフショアリングに対し、リショ

アリングの場合、供給の信頼性・安全性価値、脱炭素価値が天秤となり、これに連邦政府

にとっての雇用創出、税収、経済安全保障（技術漏えい防止）の価値が加わる。  

リショアリングは企業にとってはコスト的に高くつくことになることから、連邦政府・

州政府による税制優遇や労働者教育補助金が期待される。実際、アメリカの製造コストは

ドイツに比べ 15%、中国に比べ 40%高いと言われる。 

 一方、コロナ禍のアメリカで、”Great Resignation”と呼ばれる現象が起きている。

昨年 9月の時点で、440万人もの就労者が離職している。コロナを契機として安全で  

より快適な職場環境を求めたり、家族と共に過ごせるワーケーション的環境を求めたり 
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する動きと言える。  

 リショアリングに必要となる質の高い労働力を米国内で確保することに関し、上記

の”Great Resignation”と、インフレに伴う労賃の高騰は逆風に働く。  

またバイデン大統領肝いりの労働組合強化策も逆風となりえ、さらにはエネルギー価格

の高騰もリショアリングには良くない環境である。  

 一方、移民受け入れや不法移民の子女の合法移民化といった労働力確保のための政策と

スキル教育、AIや無人化技術といったハイテクの導入はリショアを支える方向に働く。 

こうしたマイナスとプラスを加味しながらバイデン政権は経済・雇用、経済安全保障の

点でリショア政策を推進するのであろう。 

また、バイデン大統領の訪日時に日本と合意した半導体を始めとした重要なサプライチ

ェーンの確保の協力や、日本、韓国、インド、ベトナム、インドネシア、シンガポールな

ど 13か国で進める IPEFの枠組みで非中国、非ロシアのサプライチェーンを代替ソースと

して育てていくことも米国の政策となっていくのであろう（もちろん USCMAによるニアシ

ョアの強化もある）。 

 

以上 
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別紙１ 上海でのコロナ感染状況 ソース： Johns Hopkins University 

 

新規感染者数推移 
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別紙２ 2020年の上海からの輸出先と輸出品目 ソース： OEC 

 

 

 

 
参照： 因みに 2021年の中国全体の輸出先トップ 10は以下の通り 

ソース：https://www.worldstopexports.com/chinas-top-import-partners/ 
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別紙３ アメリカのアジアからの供給依存（千トン単位） 

ソース：S&P Global Market Intelligence 
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別紙４ 米国製造業のアジア 14か国からのリショアリングインデックス  

ソース：Kearney 
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別紙５ Manufacturing Extension Partnership (MEP) ソース： NIST 
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