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は しがき

本小冊子は、2012年10月に米下院 ・情報常設特別委員会 (House Permanent Select

Committee on lntelhgence:HPSCI)カミ公表した 「中国の通信機器会社であるファーウエ

イ (華為)と ZTE(中 果通訊股分有限公司)に よりもたらされる米国の国家安全保障問題

に関する調査報告書 (Investigative Report on the U.S.National Security lssues Posed by

Chinese Telecommunications Companies Huawei and ZTE」を翻訳したものです。この

調査報告書の経緯は、2010年1月に、米下院 ・情報常設特別委員会 (HPSCI)の マイク ・

ロジャーズ委員長が、ファーウエイやZTEを 含む中国企業により米国のセキュリティと通

信インフラが脅威にさらされている、として予備調査を行 うよう委員会スタッフに命 じま

した。そして、情報機関や民間企業との一連の会合、聴取、調査を行つた結果、この脅威

が、米国にとって最優先となる国家安全保障上の懸念につながると判断し、2011年11月に

本格的調査を開始し、そして、約1年にわたる調査の結果を受けて、本報告書が作成 。公表

されました。

この調査報告書は、中国通信大手のファーウエイおよびZTEの 通信インフラ向けの機器

あるいはサービスには安全保障上のリスクがあるとして、米政府に対し、米国政府のシス

テム、特にセンシティブなシステムからファーウェイ又はZTEの 機器を除外すべきである

と提言しています。

我が国では、サプライチェーンは、物流やモノづくりに関わる問題 としてとらえられる

ことが多く、サプライチェーンを情報セキュリティ問題と結び付けて考えることは、最近

に至るまでほとんど行われませんでした。一方、諸外国では、以前から、中国製の電気通

信機器 'システムが安全保障にもたらす リスクが認識 されており、例えば、米国では、2006

年にレノボPCを 機密情報を扱 う部署から撤去 しました。インド政府は2010年5月、一部の

中国製通信設備 ・機器に対して、安全検査を厳格化するなどの事実上の輸入禁止措置を講

じ、英国は2010年 11月、ファーウエイの製品を審査する 「サイバーセキュリティ評価セン

ター」を建設 しました。豪政府は、2012年3月、高速通信網の敷設事業へのファーウエイの

応札を拒否しました。

本小冊子は、グローバルな電気通信サプライチェーンにおける中国の存在感が増大する

中、中国の電気通信企業の実態を理解する最適な参考資料 となると思われます。本小冊子

が我が国の情報セキュジティ体制の向上にいささかでも貢献できれば望外の幸せでありま

す。

平成25年9月

公益財田法人 防 衛基盤整備協会

理事長  宇 日川 新 一
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要 旨

2011年2月、中国の主要な電気通信装置メーカーであるファーウエイ (Huawei

Technolo夢eS COla■pa呼 )は 、自社又は自社機器に対するセキュリティ上の懸念を否定し、

そして会社活動の完全な調査を要請する公開書簡を、米国政府に対して公表した1。ファー

ウエイは、会社活動の完全な調査なしでは、米国の電気通信ネットワークで使用される機

器とサービスに対する米国の信頼は得られないであろうと明らかに考えていた2。

下院 ・情報常設特別委員会 (以下、委員会とい う。)は 、米国で営業している中国の電

気通信機器会社によってもたらされるセキュリティ脅威を調べるために、2011年11月にこ

の調査を開始 した。正式な調査を始める前に、委員会は問題の事前調査を行った。そして、

中国の電気通信セクター、米国で営業している特定の会社の歴史と活動及びこれらの会社

と中国政府との潜在的な繋がりに関する利用できる情報が大きく不足していることを確認

した。最も重要なことは、その事前調査によつて、中国政府又は軍隊と中国の電気通信機

器会社 との繁がりによってもたらされる潜在的なセキュリティ脅威が浮かび上がったこと

である。特に、これらの会社が国によって影響される範囲又は中国の情報部に通信ネット

ワークヘのアクセスを提供する範囲が大きければ大きいほど、サイバースパイ行為の主要

な犯人である外国の国家主体による経済及び産業スパイ行為の機会がますます増加するこ

とである。

多くの他の国々と同じように、米国の安全とセキュリティに重要な役割を果たしている

電気通信セクターが外国の情報機関の標的となっていると、委員会は確信 している。委員

会の正式な調査は、米国の電子通信インフラ市場に機器を売り込もうとしている中国の電

気通信装置メーカーの上位2社であるファーウエイとZTEに 集中した。委員会の主な目標は、

これらの会社の米国市場の進出 ・拡大にともなって米国にもたらされるリスクのレベルを

理解することであった。脅威を評価するために、調査は、異なる事項であるけれども関係

のある次の2つの事項について行われた。①会社の歴史 ・活動 ・財務情報及び中国政府又は

中国共産党の潜在的な関係に関する公開情報の調査、と②米国の情報コミュニティ

(IntelHgencc i CollmunⅢ:IC)が 、適切に優先順位を決定しサプライチェーンリスク評価

のために資源を道切に配分しているかどうかを調査するための、情報コミュニティ (IC)

のプログラム等の調査を含む機密情報の調査
a。

何時間ものインタビュー、大規模かつ度重なる文書要請、公開情報の調査及び両会社の

参考人による公聴会にもかかわらず、それぞれの会社が示 した協力と率直さのレベルは委

員会が満足するものではなかった。どちらの会社も、委員会の懸念を改善するのに十分な



証拠を提供しようとしなかった。どちらの会社も、中国当局との公式な関係又は規制 ・被

規制関係の詳細な情報を提供することに積極的でなかつた。どちらの会社も、それぞれの

会社内の中国共産党委員会 (以下、党委員会という。)の 正確な役害」について、詳細を提

供 しなかった。さらに、どちらの会社も、米国での営業に関する詳細を提供 しなかった。

特に、ファーウエイは、会社の構造、歴史、所有構造、営業活動、資金調達又は管理に関

する完全な情報を提供することができなかった。最も重要なことは、どちらの会社も、彼

らが委員会の調査官に提供した限られた回答を裏付けるための十分な内部文書又は他の証

拠を提供 しなかったことである。

本調査の間、委員会は、業界専門家やファーウエイの現及び元従業員から、ファーウエ

イが米国の法律を犯しているかもしれないことを示唆する情報を受取つた。これらの申し

立ては、ファーウエイが米国の法律義務又は企業行動に関する国際標準に従わなかつたと

述べている。委員会は、今後考えられる捜査を含む更なる調査のために、これらの申し立

てを行政府に付託する。

要するに、委員会は、両会社は公平かつ完全な調査を満足させる証拠を提供することが

できなかったと判断している。これだけでは不正を証明しないが、これらは下記の委員会

の結論に反映されている。さらに、この報告書には機密扱いの付属書が添付されている。

それは米国に対するリスクに関する委員会の懸念を増大させるものである。本調査は、フ

ァーウエイ及びZTEの機器の米国重要インフラヘの供給に関連 したリスクは、米国の国家安

全保障上の利益を徐々に損なうであろうと結論づけているじ

本調査に基づいて、委員会は以下を提言する。

提言 1:米 国は、中国の電気通信機器会社による米国の電気通信市場への継続的な進出を

問題視 しなければならない。

●米国情報コミュニティ (IC)は、この脅威に対する警戒を怠らず、注視しなければ

ならない。情報コミュニティ (IC)は、民間企業に対して、脅威情報を出来る限り

提供しなければならない。

●外国投資委員会 (CFIUS)は 、米国の国家安全保障上の利益に対 して脅威を与え

るファーウエイとZTEに 関連する取得、買収、又は合併を阻止しなければならな

い。外国投資委員会 (CFIUS)の 権限拡大を求める立法上の提案は、関連 した議

会の委員会によって十分な審議を受けなければならない。



o米 国政府のシステム、特にセンシティブなシステムには、ファーウエイ又は ZTE

の機器 (部品を含む)を 使用してはいけない。同様に、政府契約者、特にセンシテ

ィブな米国プログラムの契約に関係する契約者は、彼らのシステムからZTE又 は

ファーウエイの機器を除外 しなければならない。

提言 2:米 国の民間企業には、ZTE又 はファーウエイと、機器又はサービスの取引するこ

とに関連する長期的なセキュリティ ,リスクを考慮することが強く求められてい

る。米国のネットワーク ・プロバイダとシステム開発者には、彼らのプロジェク

トのために、ZTEや ファーウエイ以外のベンダーを探すことが強く求められてい

る。利用可能な機密及び非機密情報に基づけば、ファーウエイとZTEが 外国政府

の影響を受けていないということは信用できない。従つて、ファーウエイとZTE

は、米国及び我々のシステムに対 してセキュリティ上の脅威をもたらしている。

提言 3:米 国議会内の本件に関する管轄権を有する委員会と政府内の執行機関は、中国の

電気通信セクターの不正な商慣行を調査 しなければならない。そして、主要な企

業に対する中国政府の継続的な財政支援に特別の注意を払わなければならない。

提言 4:中 国企業は、迅速に公開性と透明性を高めなければならない。そして、透明性の

要件を満たし、西側の証券取引所に上場し、彼 らの財務情報とサイバーセキュリ

ティー ・プロセスに関する独立した第二者の一貫した調査結果を公表し、情報と

証拠の開示に関する米国の法的基準を順守し、そしてすべての知的財産法と国際

標準に従わなければならない。特に、ファーウエイは、より透明性を高め米国の

法的義務に敏感にならなければならない。

提言 5:米 国議会の本件に関する管轄権を有する委員会は、国家と結びついた電気通信企

業、さもなければ明らかに安心して重要インフラの建設をまかせられない企業が

もたらすリスクに対応するための法律を考慮 しなければならない。そのような法

律は、民間企業間の情報共有と外国投資委員会 (CFIUS)の 役割を増大するであ

ろう。



2.報 告 書

(1)現 状の問題点と調査目的 (注 :原文に表題が付されていないため、訳者が補記)

電気通信サプライチェーンの脆弱性によって米国の国家安全保障上の利益にもたらされ

る脅威は、ますます優先度が高くなっている。 :相 互依存 している重要インフラシステム

に対する国の依存 ;これらのシステムが直面する脅威の範囲の拡大 ;サイバースパイ活動

の増大 ;そ して、すべての消費者の少数の機器プロバイダーヘの依存の増大。

米国の重要インフラ、特にその電気通信網は、信用と信頼性に依存 している。電気通信

網は、悪意のあるかつ先進の侵入又は破壊的活動に対して施弱である。 したがつて、機器

のプロバイダ及び管理サービスを実行する人物双方に十分なレベルの信用がいつも存在 し

なければならない。そのような機器を提供 している会社及び特にそれにアクセスするすべ

ての会社又はインフラの構造上の青写真についての詳細な知識を有するすべての会社は、

米国の法律、政策、基準を順守する信用できる会社でなければならない。万一、信頼でき

ないならば、その会社が、我々の重要インフラのネットワークの分野で営業すべきかどう

かを問題にしなければならない。

サイバー脅威によって米国の国家安全保障上の利益及び経済的利益にもたらされるリス

クは、紛れもない優先事項である。第1に、通信インフラに対する国家の依存は、消費者の

コンピュータシステムヘの依存より大きい。むしろ、複数の重要インフラシステムは、電

気通信システムを通じた情報伝達に依存 している。これらの現代の重要インフラには、送

電網 ;銀行及び金融システム ;天然ガス、石油及び水道システム ,そ して鉄道及び輸送網、

が含まれる。それらはコンピュータ化されたコン トロールシステムに依存している。さら

に、これらの重要インフラの間の相互依存は、1つのシステムの故障が複数の重要インフラ

の故障又は混乱を引き起こすリスクを増大している
4。

したがって、電気通信ネットワーク

の混乱は、現代の米国の暮らしのすべての面に破壊的な影響を及ぼし、供給不足と停止を

引き起こし、それが社会全体に波及する。

第2には、この依存に伴うセキュリティ上の脆弱性は、極めて広範囲で、インサイダー脅

威から洗練された国家からのサイバースパイ攻撃に及んでいる
5。

実際、外国から供給され

た電気通信サプライチェーンからもたらされる施弱性がますます認知されている。たとえ

ば、FBIは、国家主体と犯罪グループ両者からのサプライチェーンに対する脅威が、大きな

サイバー脅威を構成していると、高い信頼性を持って評価 している
6。

同様に、国家対情報

局長 (National Countcrintclligence Executive)は、 “米国の技術及び経済情報を収集 し

ようとする外国の試みは、高水準にとどまってお り、米国の経済安全保障に対する増大す



る持続的な脅威となっている
7“

と評価 した。

第3に、米国政府は、米国に高度かつ先進のスパイ活動の脅威をもたらしている政体、例

えば中国のような政体との繋がりを持っている会社によつて生産された製品に特に注意を

払わなければならない。最近のサイバー攻撃は、中国を発信源としている。たとえ正確な

責任帰属が難問であるとしても,攻撃の量,規模及び高度な技術は、しばしば国家の関与を示

している。米中経済安全保障調査委員会が、機密扱いでない報告書の中で、サイバー戦と

コンピュータ・ネットワーク利用 (C■lE)を実行する中国の能力について説明したように、

中国の活動家は、彼 らの標的から探知される可能性にはほとんど直面せず、悪意のあるサ

イバー活動を通して、センシティブな経済情報と国家安全保障上の情報を捜している
8。

最後に、この問題をさらに難 しくしているのは、中国の電気通信会社、例えばファーウ

エイとZTEが急速に世界の電気通信市場において支配的な役割を担 うようになっていると

いう事実である。他の産業では、このような状況は特に懸念ではないかもしれない。これ

らの会社がスパイロ的や他の犯罪目的に使用できるセンシティブな機器やインフラの市場

を支配しようとする時、市場の多様性の欠如は、米国及び他の国々の国家的関心事項とな

る
9。

注目すべきは、これらのことを懸念しているのは米国だけでないことである。オース

トラリアは、類似の懸念を表明し、国家ブロー ドバンド・インフラ ・プロジェク トからフ

ァーウエイをリド除することを選択 した
1°

。英国は、インフラヘのファーウエイのアクセス

を制限するための評価システムを設け、そして、どんなファーウエイの機器及びノフ トウ

ェアでも評価することによりこの懸念に対処しようとした
11。

ア.中 国には、悪意のある目的のために、電気通信機器会社を使用する手段と機会と動

機がある。

米国政府に対する中国の情報収集活動は、
“
規模、激 しさ、巧妙さ

ル
が増大している

12。

また、中国の活動家は、経済スパイの世界で最も活発かつ持続的な犯罪者である
13。

米国

の民間企業及びサイバーセキュリティのスペシャリス トは、最近の中国を発信元とする高

度なコンピュータ ・ネットワーク侵入の猛攻撃は、ほぼ間違いなく中国の政府の仕業又は

政府の支援を受けたものであると報告 している
14。

さらに、中国の情報機関と同様に民間

企業などもしばしば、企業秘密及び他のセンシティブなデータを盗むために、標的会社の

ネットワークヘの直接のアクセス権を有する人4/m(部内者)を 雇つている
15。

これらのサイバースパイ及び人的スパイ活動は、しばしば高度な技術力を示す。

そして,これらの能力は,米国で販売される中国製の電気通信の構成品及びシステムに、悪

意のあるハー ドウェア又はソフ トウェアを植え込む能力に転換される可能性がある。電気



通信の構成要素とシステムを改ざんする機会は、製品の開発 ・製造の期間を通して存在す

る。そして、ファーウエイやzTEの ような垂直的に統合された巨大産業は、中国の情報機関

に、悪意のあるハー ドウェア又はソフ トウェアを、重要な電気通信機器の構成品及びシス

テムに挿入する多くの機会を提供することができる
16。

中国は、このために、ファーウエ

イ又はZTEの ような会社の指導部に対 して、協力を求めるかもしれない。たとえ会社の指導

部がそのような要請を拒否 したとしても、中国の情報機関は、これらの会社の中の現場レ

ベルの技術者又は管理者を雇いさえすれば十分である。さらに、中国の法律の下では、ZTE

とファーウエイは、中国政府によるどんな要請にでも、例えば、国家のセキュタティとい

う名 目の下に、悪意のある目的のために彼 らのシステムを使用又はアクセスするという要

請にも協力する義務があるようである
17。

中国のような洗練された国家主体の活動家は、世界的な電気通信サプライチェーンに対

して不正工作する動機がある。米国は、それに高い優先度を付けて取組んでいる。世界的

なシステムのサービスを不能にする又は混乱させる能力は、外国の組織に対 して、国が依

存 している重要インフラに対して圧力をかける又は支配力を行使する機会を提供する。政

府や会社の情報を改ざんしたり又は盗み取ったりする能力は、中国に対 して、世界におけ

る中国の経済的地位を向上することのできる高額かつ多大な時間を必要とする研究開発に

(不正に)ア クセスする機会を提供する。また、米国 ・通信インフラヘのアクセスによっ

て、中国は、探知されることなく米国政府 と民間セクターの利益を害するスパイ行為が可

能となる
18。

中国の軍隊と情報機関は、米軍の技術的優位を認めてお り、そのため米国と

の将来の紛争において利用することができる非対称な優位性を積極的に探 している
19。

悪意のあるハー ドウェア又はノフ トウェアを米国の顧客向けの中国製の電気通信の構成

品とシステムに挿入することによって、北京は、危機又は戦争の時に、重要な国家安全保

障上のシステムを停止又は機能低下することができるであろう。送電網または金融ネット

r/―クなどの重要インフラに埋め込まれた悪意のあるウイルスは、中国の軍事力の中でも

驚異的な兵器 となるであろう。中国製の悪意のあるハー ドウェア又はソフ トウェアは、セ

ンシティブな米国の国家安全保障システムに侵入するための強力なスパイ活動の道具でも

ある。そして、同時に、センシティブな企業秘密、先進の研究開発データ及び米国に対 し

て不当な外交的又は商業的優位を得ることに役立つと中国が考える交渉又は訴訟に関する

情報が蔵置されている外部と接続されていない米国企業のネットワークヘのアクセスを提

供する。

ハー ドウェアとノフトウェアと関連 したサプライチェーンリスクに加えて、管理サービ

スも脅威をもたらす。システム ・メンテナンス契約の一部である管理サービスは、ノフ ト

ウェアの更新及び修正パッチをあてるために、日常的にリモー トアクセスを行 う。さらに



不幸なことに、そのような契約は、管理サービス契約者に対して、正規な支援を装った悪

意のある活動のために合法的なアクセスを使用することを可能にするかもしれない。ファ

ーウエイのような電気通信企業は、彼らの事業のサービス部門を拡大しようとしている
20。

米国政府は、この数年間、電気通信サプライチェーンリスクに対するこれらの懸念を認

識 していた。事実、2009年にホワイ トハウスが発表 した 「包活的国家サイバーセキュリテ

ィ ・イエシティブ (comprehensive National Cybersecurity Llitiative:CNCI)」カミ取り上げた

12のイニシティブのうちの1つとして、サプライチェーンリスク管理 (supply Chain Risk

Management i SCRM)カミ国家的懸念であることが確認された。同様に、行政府は、2012年1

月に発表された 「世界的なサプライチェーンセキュリティのための国家戦略 (National

Strategy for Global Supply Chain Secllrity)」に沿つて、サプライチェーンの課題を調査

し続けている。その戦略で説明されているように、サプライチェーンリスク管理の主要な

部分は、 「有害な製品又は材料を挿入しようとする人々によるシステムの改ざん及び意図

的攻撃、事故、又は自然災害が引き起こす混乱の両方からもたらされる、サプライチェー

ンの施弱性を正 しく理解 ・特定することである
219」

イ.提 案された 「軽減措置」は、機器 とサービスを米国の重要インフラに提供 している

中国の電気通信企業によつてもたらされる脅威に対して完全に対応することができ

ない。

多くの国々は、信用できない電気通信企業によつてもたらされる潜在的脅威に取組んで

いる。英国政府は、独立して管理されたサイバーセキュリティ評価センター (Cyber secu止け

Evduation Centte i CSEC)を建設する協定をファーウエイと締結することにより、 (全体的

な軽減戦略の一部として)こ の懸念に対応するための第1歩を踏み出した。サイバーセキュ

リティ評価センター (csEC)は 、芙国の通信インフラで使用されるファーウエイの機器 と

ノフ トウェアの独立した検査を行い、その結果を関連 した英国の通信事業者と英国政府に

提供する。英国政府の目標は、芙国の重要インフラに使用されるファーウエイ製品が英国

のネットワークの有用性 と完全″性に対してもたらす脅威を少なくすることである。

ファーウエイとZTEは 、米国の市場に投入する製品に対 して類似 したスキームを提案 した。

そのスキームは、米国政府は関与せず、電子戦協会 (Electtonic Warfare Assodttes)又は他

の民間のセキュリティ会社によつて管理される
22。このパー トナーシップは、中国の会社

が中国政府に対して、諜報活動又はサイバー戦を支援するための機能や脆弱性を彼らの製

品に挿入することを許諾するかもしれないという懸念に対処 しようとするものである。残

念なことに、そのような努力が米国で実施されたとしても、米国の電気通信市場の広さと

規模を考えれば、セキュリティ上の懸念に対処するには不十分である。



生産後の評価プロセスは、複雑なノフトウェア集約型のシステムのセキュリティ特性を

決定する標準的なアプローチである。情報技術セキュリティ評価のためのコモン ・クライ

テリア (CoIIIImon Criteria i CC)及び様々な民間の認証サービスのようなプロセスは、評

価者が製品を評価基準に基づき評価し、格付けをするプロセスを定義している。格付けは、

消費者が装置又はソフ トウェア ・パッケージのセキュリティ機能にどれくらいの信頼を置

くべきかを手助けするように意図されている。システムヘのセキュリティ機能の実装とそ

の開発のための方法論の両方は、メーカーによって文書化され、格付けをするための証拠

として一般に使用される。さらに、そのようなプロセスは、必ずしも悪意あるコー ドを発

見するためでなく、製品の基礎的セキュリティ ・ベースラインを引き上げるために設計さ

れている。

様々な技術的及び経済理由で、ファーウエイとZTEに よつて提案された評価プログラムは、

期待していたより有用性が低いものであった。事実、評価プログラムは、不完全で、欠陥

があり又は不適切な評価により間違った安心感を生み出すかもしれない。しかし、慎重な

消費者は、そのような評価が必要とする費用を控えるほうを選ぶかもしれない。何故なら

ば、公認された外部の専門家が、製品の評価を誤るかもしれないからである。

標準化された第二者のセキュリティ評価によって対処されない1つの主要な課題は、製品

と配置の多様性である。装置又はシステムの動作は、それがどのように、どこで設定され、

インス トールされ、そして、維持されるかで大きく異なる。時間と経費の理由で、評価は、

特定かつしばしば非現実的なほど制限的な方法で設定された1つの製品モデルのスナップ

ショット評価 (訳者注 :特定のタイミングで抜き出し、評価すること)を 目標 としている。

今 日、技術開発のペースは、第二者の包活的評価プロセスが追随できない速さで製品を進

化させている。テス トの間に使用される狭除な設定仕様では、評価された装置が、厳密に

は正式な評価によってカバーされない方法で配置されることが確実に生起する。製品がテ

ス トされたのと同じ仕様で正確に配置されないで使用されるならば、複雑な装置のセキュ

リティ評価は役に立たない。

配置前の製品の評価は、ネットワークのライフサイクルの生産部分に対処するだけであ

る。各種サービスのベンダーがネットワークのセキュリティに影響するのと同じように、

ネットワーク運営者がどのようにパッチ管理、 ト ラブルシューティング並びにメンテナン

ス、アップグレー ド及び管理サービスを監督 しているかを理解することは重要である。

彼ら自身のセキュリティ評価に出資しているベンダーは、結果の独立性と厳格さについ

て疑惑につながる利害対立を引き起こす。製品メーカーは、消費者のすべての利益に必ず



しも一致しない自身の利益と目的を当然ながら追い求めるであろう。これとは状況は異な

るが、このような底辺への競争 (race to the bo悦om)は 、ベンダーが出資しているコモン ・

クライテリア (Cc)評価にも見ることができる
23。ョモン・クライテリア制度の設計者は、

この危険を理解して、このシステムに評価者に対 して政府の認証を組み入れた。貧弱な評

価実績にもにもかかわらず、この認証制度には異議が唱えられず又は撤回されなかつた。

このため、この予防措置は、ほとんど表面的なものである。英国のサイバーセキュリティ

評価センター (csEC)で は、類似 した懸念及び利益対立を前提として、ファーウエイ側の

評価者は、英国政府により身元調査がなされ、英国のセキュリティ ・クリアランスを保有

する。そして、英国のプロセスは、英国の事業者の支援を受けている。 しかし、そのよう

な対処が、すぐに米国の市場に導入できるか又は本当に独立した調査に繁がるかは、いま

だ明白でない。

複雑な製品からあらゆる重大な脆弱性を発見・排除する仕事は、途方もない仕事である。

意志の国い賢いインサイダーによって、故意に挿入された欠陥を考慮するならば、この仕

事は実質的に不可能である
24。ハ_ド ゥェア及びソフ トウェアシステムの未だ現れていな

い施弱性を発見する技術を記述 した文献が沢山あるが、そこでは、上記のような施弱性を

既存のシステムで発見する能力を要求していない。そこでは、特定の種類の欠陥がないこ

と及び設計と一致していることを証明する技術が存在するだけである
25。

そのような技術

は、効果的な設計 ・開発プロセスを通して、組み入れ られなければならない。しかし、そ

れらの技術は、現在の大規模又は複雑な完成品に適用することができない。ファーウエイ

とZTEが 提案 したような能力と動機から独立したセキュリティ評価パー トナーシップが、重

要インフラの規模 と複雑さをもつた製品のすべての欠点を特定することができるというこ

とは、とてもありそうもない。もし、広範に使用される製品とプロセスの中に潜在的な敵

に知られている重大な欠陥が残るならば、その評価プロセスが、取るに足らない利益だけ

を提供するようなものである。

潜在的に疑わしい機器のセキュリティ評価は、提起されているセキュリティ問題に対す

る解答のように見えるかもしれない。 し かし、不幸にも、電気通信網の複雑さを考慮すれ

ば、現在のセキュリティ評価技術の限界とベンダーが実施する分析の経済的意味は、実際

のセキュリティでなく安心感を提供するのみである。有意義なセキュリティは、個別の技

術構成品、それらの相互作用、人的環境及び様々な敵対者からの脅威などの側面を包含す

るところのデザインから用廃までのライフサイクルを通 しての 「システム ・オブ ,システ

ム」に対応 した、完全なデザイン及びエンジエアリング ・プロセスを通してのみ入手でき

る。そのようなプロセスの結果は、システムが我々の信頼に値する様々な証拠から構成さ

れる説得力のあるものでなければならない26。



(2)調 査 の概要

ア.調 査の範囲

委員会は、米国のインテリジェンス活動を認可するとともに、米国の国家安全保障上の

利益を保護するためにそれらの活動が合法的であること、効果的であること及び適切な資

源が提供されていることを確実にするために、それらの活動を監督する責任を有している。

具体的には、委員会は、インテリジェンス ・コミュニテイの権限、プログラム及び活動を

継続 して調査 し、そして、コミュニティの資源と手法を非公開で調査することを任務とし

ている
27。

これとともに、米国の重要インフラに直接向けられた外国の脅威の範囲を調査 ・

理解する責任を有している。同様に、委員会は、外国のインテリジェンス活動からの脅威

を評価 しなければならない。また、委員会は、米国のカウンターインテリジェンス機関が

これらの敵対的活動に対して適切に対処していること及びそれらの活動を打破するために

資源が適切に提供されていることを確実としなければならない28。

本調査における委員会の目標は、中国の電気通信機器会社の上位2社によつてもたらされ

る潜在的なセキュリティ ・リスクを調べ、米国政府がその脅威を理解し、対応するような

態勢になっているかどうかを審査することであった。このプロセスの付力目的な狙いは、我々

の市場におけるこれらの会社の存在が、国家安全保障上のリスク、例えば、重要インフラ

の制御不能などをもたらすかもしれないという鍵 となる問題に注目を集めるために、どん

な情報を公開できるかを決定することであった。

言 うまでもなく、米国の電気通信セクターは、機器 とサービスの生産と輸送を世界的な

サプライチェーンに益々依存している。その依存は、外国の政府によって後援された人々

を含む個人又は組織が、ネットワークに不正工作し、その信頼性を弱めることができると

いう重大なジスクを意味している。我々が我々のネ ットワークのセキュリティと機能を保

護 し、そして、それらのネットワークに対する国家安全保障上及び経済上の脅威を防止 し

ようとするならば、我々が直面するサプライチェーンリスクをよりよく理解することが不

可欠である。

最近の調査は、中国の活動家が他のどの国よりも多くのサイバー攻撃の源であることを

指摘 している。たとえば、国家対情報局長は、サイバースパイ活動に関する公開レポー ト

の中で、
“
中国の活動家は、世界で最も活発かつ執鋤な経済スパイである

"と
指摘した

29。

従つて、委員会は、中国政府との強い潜在的な繋が りのある会社と、米国市場への参入を

強く求める会社とを重点的に調査した。ファーウエイとzTEは 、中国政府と繋がりのある歴

史を持っている中国固有の会社である。ファーウエイとzTEは、米国の子会社をすでに合併
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した。そして、両社とも米国の市場での彼らの勢力範囲を拡大しようとしている。特に、

ファーウエイは、これまでにアナリス トとメディアから大きく注目を集めた。しかし、中

国政府との潜在的な繋がり、中国政府からの支援及び彼らの米国進出の目標などの会社の

類似点を考慮し、委員会はファーウエイとzTEの2社を重点的に調査 した。

ファーウエイとZTEの両社は、中国で部品又は機器を製造 している他の全ての会社を除外

して、彼 らにだけ調査を集中すべきでないと強く主張している。委員会は、米国の技術会

社を含む多くの非中国企業が中国で製品を製造 していることを認めている。しかし、リス

ク計算にとって重要なのは製造場所だけでない。重要なのは、所有構造、歴史及び市場に

出される製品である。このリスクを示 しているのは、この2つの会社だけではないかもしれ

ない。 しかし、彼らは、重要なネットワーク装置を米国に売り込もうとしている中国人に

よつて創立された中国人が所有する電気通信機器会社である。ナプライチェーンリスクを

調査するに際し、委員会は、最初に大きく認識された脆55性に重点的に取り組むことを決

定 した。そして、委員会は、本調査の結果により、中国及び他の国々の会社又はメーカー

からもたらされるサプライチェーンに対する潜在的な脅威を如何に考えるべきかについて

の情報を提供できることを目標としている。

イ.調 査プロセス

委員会の調査プロセスには、会社及び政府担当者との広範なインタビュー、多数の文書

要請及びファーウエイとzTE両社の取締役 との公聴会が含まれた。委員会スタッフは、特定

の会社に関する利用できる情報を調査 した。そして、委員会のメンバーとスタッフは、フ

ァーウエイとZTEの担当者と長時間の徹底 したミーティングとインタビューを行つた。また、

委員会スタッフは、会社の施設と工場を視祭した。

具体的には、2012年2月23日、委員会スタッフは、中国の深り||の会社本部で、ファーウエ

イの会社経営陣にインタビューを行った。委員会の代表団は、ファーウエイの会社本部を

視祭 し、会社製品ラインを調査し、そして大きな製造工場を視察した。ファーウエイから

議論に参加 した関係者には、胡厚毘 (フー ・ホウ・クン :Ken Hu)取締役会副会長兼最高経

営責任者代理 (Acting CEO)、 白燿 (バイ ・イ :Evan Bai)財務管理部副部長、陳朝暉 :

チェン ・デャオ ・フゥィ i charlie Chen)米国ファーウエイ上席副社長、江西生 (ジィァ

ン ・シー ・シォン :」iang Xisheng)取締役会事務長、ジョン ・サフォク (JOhn S配飢k)

グローバルセキュリティ担当、及び那藝 (ハオ ・イー :Rose HaO)輸 出規制担当が含まれ

ていた。

2012年4月12日、委員会スタッフは、中国の深〕||の会社本部で、zTEの会社経営陣にイン

タビューを行った。これらのミーティングに加えて、代表団は、ZTEの 工場地域を含む会社
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本部を短時間視祭した。zTEか らの関係者には、朱進雲 (デュ・ジン・ユン :Zhu Jinyun)

米国及び北米市場の上席副社長、滝慶峰 (ファン ・チン ・フォン i Fan Qttngfeng)取締役

兼世界マーケティング・販売副社長、郭建軍 (グゥォ ・ジィェン・ジュン :Guo」iattun)

法務部長、ティモシー ・スタイナー ト (Timothy Steinert)取締役会の独立部長 (アリババ

社の弁護士)、 マ ・クスークシング (Ma Xuexing)法務部長、曹魂 (ツァォ ・ウェイ i Ca0

Wei)セキュリティ及び情報公開事務所の投資家向き広報担当、銭宇 (チィェン・ユー :Qian

Yu)セ キュリティ及び情報公開事務所の投資家向き広報担当、ジョン ・メアリガン (」Ohn

Merrigan)デ ィーエルエイうミイパー社 (DLApiper)の弁護士が含まれていた。

2012年5月、ファーウエイ及びZTEの会社幹部と会 うために、委員会の幹部メンバーであ

るルパースベーガー氏は、ヌネシュ下院議員、バッハマン下院議員及びシッフ下院議員と

ともに香港へ旅立った。このスタッフ ・ミーティングに出席している幹部に加えて、委員

会メンバーは、ファーウエイの311始者であり会長である任正非 (レン デォン フェイ :Ren

Zhengfei)氏と会った。

ミーティングの後、委員会は、情報ギャップ、矛盾又は不十分な回答及び会社の主張の

裏付けとなる証拠文書の必要性から、数ページの書面での質問と文書要請を引き続き行っ

た。残念なことに、どちらの会社も、委員会の文書要請に、完全に又は十分に応えなかっ

た。事実、ファーウエイもZTEも、委員会の文書請求に応 じて内部文書を提供 しなかつた
30。

再度、残 りの問題に答える機会を与えるために、委員会はそれぞれの会社と公聴会を開い

た。

2012年9月13日、委員会は、zTEと ファーウエイの代表者との公聴会を開催 した。参考人

には、丁少華 (ディン ・シャオ ・ファ i charles Ding)上席副社長兼米国に対するファー

ウエイ代表、及び朱進雲 (デュ ・ジン ・ユン :Zhu」inyun)ZTE北 米 ・欧州担当上席副社

長が含まれた。公聴会は、完全かつ公平になるよう設計された。各参考人には、20分の冒

頭陳述が与えられた、そして、各参考人が質問を理解 し、完全かつ事実を答える最大の機

会を与えることを確実にするために、公聴会の質疑応答の間、各参考人は通訳を付けるこ

とができた
31。

繰 り返しになるが、参考人の回答は、しばしば漠然としていて、不完全であった。例え

ば、彼らは、一般的に用いられる用語が理解できない又は知識を持たないと主張し、会社

内部の党委員会の構成に関する質問には答えず、米国での彼 らの事業について率直な回答

を提供することを拒否 し、知的所有権保護に関する彼 らの歴史ついての質問に答えること

を回避 しようとし、そして、彼らの機器へのアクセスを求める中国政府の要請に応ずるこ

とを強待」する中国の法律を理解できない又は知識がないと主張した。公聴会の後の記録文
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書作成のための委員会の質問に対する会社の対応は、同様に回避的であった。

ウ.調 査の課題

この非機密の報告書は、ファーウエイ及びZTEの特性、中国政府の公式の役割、会社内の

党委員会の役害J及び米国における現在の営業活動を理解しようとした際に委員会が受けと

った非機密情報を公開している。調査目標を追求する際に、委員会は多くの課題に直面し

た。そして、その課題は、中国における政府とビジネスの関係及び我々のインフラにもた

らされる脅威を理解 しようとする多くの人々によって共有されている。これらの課題には

以下のものが含まれる。 :中 国の企業及び官僚機構の透明性の不足 ;知的財産又は機密情

報を提供することに対する一般的な民間企業の懸念 ;民間企業又は個人が彼 らの懸念を議

論 した場合の懲罰の恐れ :そ して、サイバー攻撃の不確かな帰属問題。

機密扱いの付属文書は、委員会の懸念を増大するより多くの情報を提供 している。その

情報は、米国の国家安全保障上のソスクに関連するため公開されない。 しかし、非機密扱

いの本報告書は、ファーウエイとzTEと が、米国への彼らの継続的な勢力拡大によつてもた

らされる重要なセキュリティ懸念を軽減することができなかつたことを明白にしている。

実際に、2つの会社は繰り返し鍵となる質問に完全かつ明確には回答せず、又はそれらの回

答を裏付ける信用できる内部証拠を提出しなかった。このため、彼 らの活動に対する国家

安全保障上の懸念ほ改善されなかった。事実、彼 らの非協力的な態度によつて、委員会は、

これらの懸念に対処することが、国家のために
“
緊急になすべきこと (lmpcrative)"にな

ったと考えている。

委員会と会社との議論に加えて、委員会の調査官は、業界専門家並びに元及び現従業員

の話を聴取した。米国周辺の会社は、ファーウエイ又はZTEの 機器を使用 した際に奇妙な

又は注意を要するインシデン トを経験 した。しかし、これらの会社の担当者はしばしば、

これらのインシデントの公表は、彼らのシステムを保護するための彼らの内部調査にとっ

て有害になるとともに、彼らの契約締結を困難にするという懸念を表明した。また、ファ

ーウエイ又はZTEの 装置の欠陥及びファーウェイ幹部社員の潜在的な非倫理的又は違法な

行為に関する元及び現従業員の申し立ては、懲罰又は報復を恐れる従業員によって妨害さ

れた32。

さらに、米国内の既知のサイバー攻撃に責任のある個人又は組織を正確に突き止めるこ

との困難さは、攻撃源を究明しようとする又は中国内の企業と政府 とハッカー ・コミュニ

ティの間の関係を究明しようとする調査官の努力を阻害し続けている33。
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(3)調査結果の要約

中国の電気通信企業は、中国政府に対して米国の電気通信サプライチェーンに不正工作

する機会を提供している。 とは言 うものの、中国国内の経済企業に対する国家の影響及び

支配のレベルと手段を理解することは困難である。中国のアナリス トが説明するように、

中国国内の民間企業に対する国家の統制又は影響は、明白でもなく、公表もされていない34。

専門家は、中国政府及び中国共産党は民間企業の経営層に対して、人材選択又はより巧妙

な方法で影響力を及ぼすことができると説明している
35。

zTEが委員会へ提出した文書に

は、 “あり得る国家の影響の程度は様々である
"と

述べている
36。

委員会は、主としてファーウエイとZTEの国家とのつながりを調査した。それには、中国

政府及び国営銀行による支援、中国共産党との関係並びに中国軍と情報機関のために実施

された彼らの役割が含まれる。委員会は、それらの会社が、信頼できる良い会社であるか

を判断するために、例えば知的所有権の保護などの会社のコンプライアンス (法令順守)

を徹底調査した。委員会は、zTEと フアーウエイの特定の製品又は部品のすべての技術的脆

弱性の検査を試みたわけではない。もちろん、委員会は、事前及び調査中に報告されたど

ちらの会社の製品にもあるバ ックドア又はその他の予想外の要素に関する最近の申し立て

を重く受け止めている。 しかし、委員会の専門知識は、特定の機器 ・部品の包括的な検査

には役に立たない。

調査は、会社に関するいくつかの鍵となる以下の質問の答えを探そうとした。

●会社の歴史と管理構造はどのようなものか。それには、中国政府、人民解放軍又は共産

党との初期の繁がりが含まれる。

●中国政府又は中国共産党は、ファーウエイ及びZTEの意思決定、運営及び戦略に対 して、

どのように、そして、どの程度の支配又は影響を及ぼしているのか。

●ファーウエイとZTEは 、ナショナルチャンピオンとして扱われているのか、さもなけれ

ば中国政府によって他社より特別に有利な立場又は財政的インセンティブを与えられ

ているのか。 (訳者注 :「ナショナルチャンピオン」に指定されると資金提供等の優先

権を得る。)

o米 国におけるそれぞれの会社の事業は何か。深〕|十の親会社は、米国における活動に対し

てどの程度の影響力を持っているのか。

●会社は、知的所有権及び (イランに対する)国 際的制裁体制の保護を含む法的義務を遵
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守しているか。

委員会は、これらの質問に対する会社の回答は不十分かつ不明陳であると感じた。さら

に、度重なる要請にもかかわらず、会社は、一貫してほとんど回答 しなかった。もしあつ

たとしても、 彼 らの回答を立証する内部文書はほとんどなかった。提供された僅かな文書

も、本調査の標準として委員会が提供 した文書作成基準に従つていなかったため、ほとん

ど有効でなかつた。さらに、提出されたこれらの情報に対する中国政府の明らかな統制は、

徹底した調査の障害となった。会社の1つは、中国政府の承認を得てからでないと内部文書

を提供することができないと、日頭と書面で回答した
37。

中国企業が彼らの内部文書又は

情報が 「国家の機密」であると考えているという事実は、企業とその活動への中国政府の

統制に関する懸念を高めるだけである。

特にファーウエイが十分かつ完全な調査を要請 したことを考えれば、委員会は、ファー

ウエイもZTEも 詳細に回答せず、彼らの主張を裏付ける文書も提出しなかったことに失望

した。委員会は、米国の重要インフラに使用されている彼らの機器の存在は脅威とはなら

ない、そして、会社は、米国の利益に反する行動をとる中国政府の圧力を受けていないし、

受けないという、会社担当者の発言を単純に信用することはできない。以下の調査結果は、

委員会が利用できる情報から知 り得たことを取り纏めたものであり、そして、それは将来

の調査の手段を示唆している。

ア.委 員会は、ファーウエイは米国の法律に従っていないという確かな証拠が存在する

のにも関わらず、調査に協力的でなく、中国政府又は中国共産党との関係を説明す

る気がないと判断した。

調査を通して、ファーウエイ担当者は、会社の透明性を説明しようとした。しかし、フ

ァーウエイは、書面での詳紳な回答又は調査の核心となる質問に対する彼らの回答を裏付

ける内部文書の提出を一貫して拒否した。具体的には、ファーウエイは、会社の沿革、構

造及び経営並びに子会社について委員会が満足するような説明をしなかった。委員会は、

ファーウエイ内にある共産党委員会の役害J及びファーウエイと中国政府 との正式ルー トで

の接触の詳細に関する情報をほとんど入手できなかつた。ファーウエイは、米国での事業

の詳細の提供を拒否 し、中国軍又は情報機関との取引の詳細を明らかにせず、そして、会

社の意思決定プロセスに関する明確な回答を提供 しなかった。ファーウエイは、委員会か

らの書面による文書要請に対してどんな内部文書も提供しなかった。このことは、会社の

回答又は主張を十分に評価 しようとする委員会の努力を阻害した。
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ファーウエイ担当者との議論に加えて、委員会は、数人の米国ファーウエイの現及び元

従業員にインタビューした。彼らは、米国ファーウエイはほとんど完全に中国の親会社に

管理されていると説明した。このように、米国内の活動はおしなべて親会社から独立して

いるというファーウエイ側の主張は否定されている。米国ファーウエイの現若しくは元従

業員又はハーウエイと取引をした個人の証言と証拠は、さらなる調査を必要とする違法な

行為に関するいくつかの重大な疑念を抱かせた。委員会は、これらの問題の今後の調査を

行政府に付託する。

これらの疑念ほ調査の焦点又は目的でなかったが、調査の過程で明らかになったもので

ある。委員会は、ファーウエイ社員の非倫理的及び違法な行為並びにハーウエイが米国の

法的要求及び国際ビジネス行動規範に従つて営業活動することが信用できるかどうかとい

う疑念を行政府が明らかにすると信 じている。

(ア)フ ァーウエイは、会社構造と意思決定プロセスに関する明確かつ十分な情報を提

供しなかった。そして、ファーウエイは中国政府の支援に依存 し続けている。

ファーウエイは、
“
主要な世界的 ICT(情 報通信技術)ノ リューション・プロバイダール

として自社を売り込んでいる。それは、
“
信頼できかつ安全なネットワークの提供を確約す

ることを意味する38。調査を通 して、ファーウエイは、中国政府とのどんなつながりも一

員して否定し、そして、従業員が所有する民間企業であると主張し続けた39。しかし、多

くの業界アナリス トは、ファーゥェイと人民解放軍との関係を示唆するか、さもなければ

肯定している。例えば、ファーウエィの創設者である任正非 (レン・ツェンフェイ)氏 は、

中国軍の信号情報 (シギン ト)部 門である総参謀本部の第 3部 と関係があると信じられて

いる人民解放車の情報工学院 (InfOrmation Engineering Academy)の部長 (director)

であった。そして、彼と軍との関係は続いている40。 さらに、多くのアナリス トは、中国

政府と軍は、ファーウエイが 「ナショナルチャンピオン」であると宣言 し、ファーウエイ

に対して市場を歪めるような財政的支援を提供 しているということを示唆した41。

中国の電気通信企業に対する中国政府の影響と統制を理解するために、委員会はファー

ウエイの会社構造と意思決定プロセスに注目した。ファーウエイの会社構造に関する情報

は、ファーウエイの歴史の透明性の欠如に起因する根強い疑問に答えるのに役立つであろ

う42。 ァ ナ リス トは 長 い 間 、 フ ァー ウエ イ の い わ ゆ る従 業 員 所 有 モ デ ル

(employee‐ownership mOdel)が実際にどのように機能するのか、そして、そのような所

有形態は会社の指導と意志決定にどのように結び付けられるのかを、理解するのに苦労し

た43。ファーゥエイは、会社は中国政府又は中国共産党によって影響されていないし、従

業員により所有 ・統制されている民間企業であると繰 り返 し主張している44。経営陣も、
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ユニークな株主と、報酬取り決め (cOmpensation arrangement)が会社の台頭と成功の

基盤であると主張した。

利用できる情報は、この構造に関するファーウエイの説明と一致しない。そして、多く

のアナ リス トは、ファーウエイは一般株主によつて統制されているのではなく、その管理

部門の一部のエリー トによって実際は統制されていると信 じている45。委員会は、会社の

所有構造に関する詳しい情報を要請した。たとえば、委員会は、会社の 10人 の筆頭株主

のリス トの作成を要求した。ファーウエイは、回答を拒否した46。2012年 9月 13日の公

聴会で、ファーウエイは、株主間合意により、創始者であり社長である任正非 (レン ・ツ

ェンフェイ)氏 に拒否権を与えていることを認めている47。他の会社の公式声明も、ファ

ーウエイの 60,000人の推定株主が会社を統制 しているという説明の信憑性を弱めるもの

である。たとえば、会社の 2011年 のレポー トの中で、任氏は、ファーウエイの取締役会

は利害関係者 (従業員、政府及びサプライヤ)の 利益を最大にすることをそのゴールとは

しておらず、むしろ、顧客の利益に注力し、従業員の貢献を奨励するという会社の基本理

念を大切にしていることを強調した
48。

このような声明は、従業員が会社を統制 しているというファーウエイの度重なる主張の

信憑性を弱めている。したがって、これらの不一致を調査するために、委員会は、多くの

努力を株主プログラムに集中させた。注目すべきことは、調査の間にファーウエイが委員

会に提供 した唯一の非公開の内部文書は、署名がない株主問合意文書の写であつた。残念

なことに、その文書には署名がなくかつ非公式なものであったため、委員会はその合法性

を確かめることができなかった。

ファーウエイ担当者は、中国の法律は外国人が特別の権利を放棄しないままで中国企業

の株を所有することを禁じていると説明した
49。

現及び元フアーウエイ従業員は、米国の

ファーウエイでrJ」ぃてぃる中国人だけが株式保有制度に参加 していることを認めている。

ファーウエイの非中国人従業員が会社の株主になれないということは、そのグループの従

業員が不利な立場に置かれるだけでなく、会社の経営プロセスに参加する機会から自動的

に排除されていることを意味しており、そして、それは、ファーウエイが本当に従業員に

より統制される組織であるという主張を否定するものである。

ファーウエイは、中国政府は企業の行動に対する影響力を持っておらず、その代わり、

同社が従業員持ち株制度 (Employee Stock O、mership Progaln:ESOP)を通じての従業員所

有の企業として経営されていると一
貫して主張した。ファーウエイ担当者は、株式保有制

度が利益を目的とした制度でないと説明した。むしろ、それは、業績の優れた従業員が配

当株を購入し、会社の価値を共有するオプションを提供 している。資格のある従業員は、
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会社が決めた一定の価格で購入するオプションを与えられる。そして、会社を辞める時又

は承認された時にだけその株を売ることができる
50。

また、ファーウエイは、組合代表及び取締役会に一票を投ずる権利を従業員に提供 して

いると主張した。これは、表面的には虚偽には見えないが、しかし、第二者による確認の

ために文書をファーウエイの施設から持ち出すことが許されなかったため、真実であるか

否かを確認することは不可能であった。その文書によると、株主が組合代表については記

名投票権を有していることを強調しているが、取締役会についてはそのような権利を有し

ていないようである。それどころか、ファーウエイ担当者は、取締役会の候補者は前回の

取締役会で投票により選ばれると述べた。最初の取締役会がどのように設けられたかは不

明であった。そして、ファーウエイは、誰が以前の取締役会に所属していたかとい うこと

に関して一貫して回答できなかった。

さらに、ファーウエイは、1994年に有限責任会社の設立と運用を規制する中国最初の会

社法が公布されたと説明した
51。

この法律の下では、株主の最大数は、50人の個人であつ

た。 したがって、ファーウエイは、1997年にその法的構造を有限責任会社に変更し、組合

を通じて従業員株式所有制度を開始したと主張した。同様に、ファーウエイは、1997年に

深り|1市が従業員の株式保有に関する政策を制定したと主張した。ファーウエイによると、

中国の会社法と深り|1市の法令に従 うために、ファーウエイは株主制度を考案したものであ

る
52。

ファーウエイによると、 「ファーウェイ投資及びホールディングス株式会社組合 (Un10m

of Huaweilnvestment and Hollding Co.Ltd)Jとして知られている組合が、従業員持ち

株制度を促進 した。組合は、中国の合法的な団体である。ファーウエイ担当者は、ファー

ウエイの成功は独特の報酬体系と直接結びついていると述べた53。現在、ファーウエイは、

組合が従業員持ち株制度 (ESOP)の 株式の98.7%を所有し、そして、任氏が1.3%を保有し

ていると主張する。ファーウエイの説明によると、2011年 12月31日現在の従業員持ち株制

度 (ESOP)の 参加者は65,596名である。これがファーウエイ従業員 (現及び元)の すべて

であり、そこには政府機関などの会社と利害関係を持つ第二者がないと主張する。

委員会スタッフとファーウエイ担当者とのミーティングの後にも疑問は残つた。最も重

要なことは、委員会は、取締役会の候補者がどのように選ばれるかというはつきりした情

報を受取らなかったことである。これは懸念事項である。何故ならば、そのような個人は、

会社の重要な意思決定者であり、かつ政府と緊密な繋がりを有する人物であるからである。

ファーウエイ担当者によると、前回の取締役会が現在の取締役会の候補者を指名する。 し

かし、最初の役員会がどのように設けられたかは明らかでない。そして、ファーウエイは、
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最初の取締役会と最初の監査委員会がどのように選ばれたかについての説明を拒否してい

る
54。

既述したように、ファーウエイは、委員会に対して署名のない本物であることが証明さ

れていない以下の文書を提供した。①制限付きファントム株式 (Phantom shares、架空株

式)の 条項、②制限付きファントム株式の引き受けに関する書面、③株式発行通知と確認

書、④株式保有従業員ジス ト、⑤従業員の支払いと買い戻し記録、⑥従業員の支払いと買

い戻し受領書、②2010年従業員持ち株制度 (ESOP)代表者選挙の選挙記録 (手順、投票、

結果、発表など)及 び③2010年従業員持ち株制度 (ESOP)代 表者会議の結論。ファーウエ

イが署名のない草案を提供するだけだつたので、委員会はこれらの文書の正当性を確認す

ることができなかった。以下は、これらの文書から得られた鍵となる情報の概要である
S6。

a,「 従業員持ち株制度 (ESOP)制 限付きファン トム株式」一要約

・「従業員持ち株制度 (ESOP)制 限付きファン トム株式」の第20条には、従業員持ち

株の被譲渡者は、業績の優れた現従業員であると規定している。

・会社は毎年、従業員が購入できる株式数を業績に基づいて決定する。資格のある従業

員は、確認書と引き受け書に署名 し、株式に対する支払いをしなければならない。

・従業員の株式は、従業員自身だけが保有でき、譲渡したり又は処分 したりはできない。

従業員が会社を退職する時(8年の在職期間と45歳という最小限の退職者条件を満たす

人々を除いて)、株式は会社によって買い戻される。現行株価 (current stock price)

とは、その前年からの株の純資産価格である。従業員が、より多くの株式を購入する

時又は組合が株式を引き取る時の価格は、現行株価に基づいている。各年の配当額は、

会社の業績に基づいている。

b.制 限付きファン トム株式の条項

(a)最 高運営委員会 (CoIIlmission、以下コミッションという。)

●コミッションは、5年の任期で、組合により組織される。コミッションは、現役受

益者 (Active Beneiciaries)により選ばれた51人の代表と9人の代替要員で構成さ

オみる。

○現役受益者は、深り||「ファーウエイ投資及びホールディングス株式会社」又は持
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分法適用会社に勤務する現役従業員、及び組合の持ち株制度の参加者と定義され

ている。

①コミッションに空席ができた場合、代替者は順番に空席を占めるものとする。代

替者は会議に出席するが投票はできない。

①コミッションは、ファントム株式発行提案を審議 ・承認する。 i配 当配分提案を

審議 ・承認する。 ;持 ち株従業員理事会の報告を審議 。承認する。 ;取 締役会の

メンバーを選定 ・交代させる。 ;監 査役会のメンバーを選定 ・交代させる。 ;代

表者の選出に関する手順を審議 ・承認する。;これらの条項の改正を承認する。 ;

積立金の使用を審議 ・承認する。 ;制 限付きファントム株式に関するその他の重

大な問題を審議 ・承認する。 ;会 社の株主としての機能を果たし、株主の権利を

行使 し、そして、例えば増資、利益の分配、及び取締役と監査役の選定などの重

要な問題に関する解決策を策定する。

①コミッションの会議は、少なくても年一回招集される。それは取締役会により招

集され、取締役会長又は副会長が座長を務める。

(b)取 締役会

●取締役会は日常的な業務執行に責任を有し、コミッションに対して責任を有するも

のとする。

●取締役会の主要な機能は、以下のとおりである。 ;制 限付きファントム株式の発行

提案の準備 ;配当配分提案の準備 ;制限付きファン トム株式に関する詳細な規則、

プロセス及び実施方法の制定、承認及び改正 ;条項の改正の準備 ;積立金の使用に

関する詳細な提案の決定 iコ ミッションの決定事項の執行 ;コ ミッションの決議が

必要とされる問題以外の、被投資会社 (Investee company)の株主の特定の権利

又は権限の行使 ;取締役会が決定するとされるその他の問題の決定。

●取締役会は、コミッションにより選定された13名の取締役により構成される。

●取締役会は、少なくとも年一回招集されなければならない。2/3以上の出席が必要で、

会議の決議は、すべての取締役の少なくとも12以上により承認されるものとする。

●取締役会は、 「制限付きファントム株式管理委員会」及び他に必要な組織を設立する

ことができる。その組織は、取締役会に割り当てられた任務及び制限付きファン トム

株式の管理に関する、例えば制限付きファントム株式の評価、配布及び買戻 し、並び

に制限付きファン トム株式の関連 した口座及び準備金/自 己株式 (自社で保有 してい
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る自社株式のこと)の 管理などの詳細な問題を実行する責任を有する。

(C)監 査役会

●監査役会は、株主計画の実行を以下のような機能 と権限を持って監督する責任を有

する組織である。

①取締役会の決定の実行を監督する。

①取締役会による法律、規則又は条項のどんな違反に関 しても勧告又は照会を行 う。

①コミッション (最高運営委員会)に 対 して報告を行 う。そ して、

○その他の通常の機能 と権限

●監査役は、投票権のない代表 として取締役会に出席する。

●監査役会は、コミッションよって選定 された5人の監査役で構成 される。彼 らの任期

は5年である。また、取締役は監査役を兼任することはできない。

●少なくとも1年1回開催 され、2/3以上の出席が必要である。決議 には少なくとも監査

役の2/3以上の賛成が必要である。

(d)決 議の有効性

●2018年 12月31日まで、任氏は、制限付きファン トム株式 とファー ウエイの重要事項

に関する決議 (取締役会、ヨミッション、株主総会の決議)を 拒否する権利を有 し

ている。

●2013年 1月 1日からは、 リ ス トラ受益者 (Restructuring Beneiciaries)の 保有する

制限付きファン トム株式 と留保制限付きファン トム株式 (Retained Restricted

Phantom Shares)を 除 く、制限付きファン トム株式の少なくても15%を 占める確定

能動的受益者 (cOnttrmed Act市e Beneiciaries)カミ、制限付きファン トム株式 とフ

ァー ウエイの重要事項に関する決議 (取締役会、コミッション、株主総会の決議)

を拒否す る権利を有する。

●拒否権の保有者が、前述の決議に対 して拒否権を行使 しない場合は、関連 した決議

は発効す る。
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c.制 限付きファン トム株式の取得

●組合の制限付きファントム株式は、優れた業績を示 した主要な従業員に発行される。

●制限付きファン トム株式管理委員会は、毎年、制限付きファントム株式の評価ルール

による対象従業員の総合的な評価に基づき、株式の発行の可否及び発行する株式数を

決定する。引退 した又はヅス トラ予定の受益者は、新株の購入は許されない。

d,受 益者の守秘義務及び競争避止義務

●現役受益者又はジス トラ予定受益者は、ファーウエイの書面による同意又はファーウ

エイとの関連 した契約を結ぶことなく、どんな形であれ直接的又は間接的にも、ファ

ーウエイ以外の企業で副業をしてはいけない。

(イ)フ ァーウエイは、中国政府 との関係を説明することができなかつた。また、中国政

府の支援を否定する主張には信憑性がない。

現代中国の経済の本質を理解するには、ファーウエイと中国政府 との繋がりを理解 しな

ければならない。中国政府は、しばしば戦略的な重要な産業と会社に対 して財政的援助を

提供している。事実、中国の政治経済学のアナリス トは、次のように述べている。

ファーウエイは、北京が明言 している7つの“
戦略的セクタールの1つのセクターに属してい

る。戦略的セクターは、国益と国家安全保障の核心であると考えられている。中国共産党

は、これらの戦略的セクターの中で、 「ナショナルチャンピオン」が、保護主義、低利ロ

ーン、税及び助成金プログラム、並びに外交的支援の組合せを通して、優位に立つことを

確実にしている。事実、政府の支援と承認なしで、中国の戦略的セクターの中で、成功す

ることは不可能である
66。

同様に、米中経済安全保障調査委員会 (以下、米中委員会とい う。)は 、中国企業に関

する
“
政府の役割は、必ず しも単純明快でなく又は公表されていない

ル
と説明した。いく

つかの改革にもかかわらず、 “中国の経済セクターの多くは、中国政府の様々な部門の所

有又は統制下に残っている
57。ル

米中委員会は、ファーウエイを比較的新しい市場に存在

する中国の企業の形としてリス トアップしている。つまり、政府は、ファーウエイに政策

面で手厚い支援を与える一方で、外国の競合企業に対しては困難を課 している
58。
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従つて、委員会は、中国政府とファーウエイの正確な関係を調査した。委員会とファー

ウエイの役員 とのミーティングの間及び2012年9月13日の公聴会の間に、ファーウエイ担当

者は、中国政府からの一般的な法令を越えた繋が り又は影響を一貫して否定した
59。

特に、
“
ファーウエイは、委員会に対して、ファーウエイは、産業情報技術省及び商務省を含む

FEl連する政府の監督機関との通常の商業的関係を保持 していると
"書

面により回答 した
60。

ファーウエイは、国防省、国家保安省、中央軍事委員会などの自社の商業活動と関連しな

い政府機関との繁がりはないと主張している
61。

 し かし、ファーウエイは、委員会がこれ

らの主張を評価することができる情報を提供しなかつた。また、ファーウエイは、これら

の政府機関による規制の正確なメカニズムについての委員会の具体的な質問に回答するこ

とを拒否 した。

委員会は、ファーウエイが政府との
“
繁がりがない

ル
ことを証明することを期待しなか

つた。むしろ、中国の国営資本主義体制 (state‐run capitalist system)に関する専門家の

不足を考慮して、委員会はファーウエイと中国政府との実際の関係を理解 しようとした。

そして、委員会は、ファーウエイに、この正式な関係の性質を説明する証拠と詳細を提供

することにより、通常の関係に関する自らの主張を証明することを求めた。何故ならば、

米国で営業しているどんな会社でも、その会社が関連する連邦機関 (監督機関の連絡窓口

を含む)に ついては簡単に説明できかつ証拠を提供することができるからである。

委員会の質問に対する書面による回答では、ファーウエイは、 “産業情報技術省及び商

務省を含む関連する監督省庁との通常の商業上の関係を保持 している
ル

と簡単に主張した
62。

会社が中国政府により、どのように正式に管理されているか、統制されているのか、

さもなければ管理されているか、を説明するより詳細な情報を、ファーウエイが提供でき

なかつたことは、中国政府の影響を受けていないというファーウエイの度重なる主張の信

憑性を弱めている。ファーウエイは、セキュリティ上の懸念を軽減するために必要な中国

政府 との関係を説明するより詳細な情報を提供する気がないように見える。

同様に、ファーウエイ担当者は、直近の取締役会のメンバーの背景について、詳細な回

答を提供 しなかつた。それに代わり、委員会は、取締役会及び監査役会の現在のメンバー

について以前に公開されている略歴を受け取つた
63。

直近の取締役会のメンバーは、党、

軍又は政府 とのより緊密な関係があるかもしれない。そして、直近の取締役会が現在の取

締役会のメンバーを指名する責任を有していることから、この情報は会社の歴史の変遷を

理解するために重要である。直近の取締役会のメンバーの略歴が、中国政府の軍又は情報

部門との関係の可能性を浮かび上がらせるかもしれないことを考慮すれば、ファーウエイ

がこの情報の提供を一
貫して拒否 したことは警戒に値する。
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(ウ)フ ァーウエイは、中国共産党が会社内に党委員会を保持 していることを認めている

が、党委員会が中国共産党のために何をするか、どの個人が委員会を構成するのか、

を説明することができなかつた。

中国共産党とファーウエイとの関係は、委員会の主要な懸念である。何故ならば、

それは、米国の重要インフラヘの事業を拡大しようとする会社の意思決定と運営に対して

影響力を及ぼす機会を意味するからである。この懸念は、中国の機関と団体との関係にお

いて遍在する中国共産党の特質と、中国共産党は中国の経済資産に対して圧力 ・指示を与

えているという合意見解 (consensus view)に基づいている
64。

中国共産党との関係に関する質問に回答する多くの機会があつたが、ファーウエイは、

会社は特段の繋がりを持つていないと述べた。たとえば、会社の業務における党の役割に

関する書面での質問に答えて、ファーウエイは、単に
“
会社は、その営業活動において中

国共産党との関係を有していない65"と
答えただけである。

しかし、ファーウエイは、会社内部に党委員会が存在することを認めている。ファーウ

エイは、すべての会社に党委員会が存在することは中国の法律で義務づけられていると述

べた
66。

しかし、これらの党委員会の存在には、特別の意義がある。ファーウエイは、中

国のすべての企業は会社内で共産党の組織を維持することが要求されていると弁明してい

る。 しかし、これは、重要インフラを米国に建設 しようとしている会社にとつて説得力の

ある弁明ではない。実際に、中国の政治経済の専門家は、中国共産党が、会社内部の党委

員会を通じて、会社の活動に影響を及ぼし、圧力をかけ、そして、監視 していることに意

見が一致している。要するに、これらの党委員会は、中国の経済資源の方向と動きに巧妙

に影響を及ぼし、監督するための隠れた手段となっている
67。

したがって、ファーウエイ

がその党委員会のメンバーについて議論すること又は説明することを拒否することは、委

員会に疑念を抱かせる行為である。ファーウエイは、会社のどんな決定が党委員会によっ

て見直されるのか、そして、どのように党委員会のメンバーが選ばれるのかを説明するこ

とを同様に拒否 している。

同様に、ファーウエイ担当者は、中国共産党での任氏の役割又は地位に関する情報を提

供 しなかった。彼の公式略歴では、任氏が1982年の中国共産党第12次全国代表大会の代表

に選ばれたことを認めている。全国代表大会は、中国政府の次の指導者が選挙される5年に

一度開催 される重要なフォーラムである。中国の指導者の交代に役割を果たす党員は、国

家機構における鍵となするプレーヤーと考えられる
68。

任氏は、彼がその全国大会に招待さ

れたことを誇 りをもつて認めている。 しかし、彼は彼の役害Jを説明していない。そのよう

な名誉な役害」を与えられた直後に、任氏はファーウエイを設立した。 しかし、彼は、政府
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又は党のいかなる支援も受けていないと主張している
69。

同様に、ファーウエイも、任氏

が以降の全国大会に招待されたか又はその時期から党のどんな割を演じたかどうかについ

て回答することを拒否している
70。

利用可能な情報によると、ファーウエイは、それが明らかにすることを拒否 している中

国指導部との関係があるようである。認知された党委員会の詳細を議論することを拒絶す

るファーウエイの姿勢を考慮すれば、委員会は、政府、軍又は中国共産党との関係につい

てのファーウエイの回答を疑わざるを得ない。

(工)フ ァーウエイの社史は中国軍との繋がりを示唆している。しかし、ファーウエイは、

それらの繁がりに関する質問に詳細な回答を提供することができない。

ファーウエイは、会社の創設と発展をファーウエイの倉」設者である任正非 (レン ・ツェ

ンフェイ)氏 の人生と歴史に焦点を当てて説明した。ファーウェイ担当者によると、任氏

は、遼陽化学繊維工場の設立を任務とする兵士として中国軍の工兵部隊に所属していた。

そして、副連隊長に相当する副所長 (Deputy Dttector)に昇任 した。 しかし軍の階級は持

たなかつた
71。

任氏は、工兵部隊が解体したあと、1983年に退役し、国有企業 (state,o、med

ent守:SOE)で 働いた。この説明書によると、公営企業での低賃金とキャリアパスに
“
不

満
"で

あった任氏は、1987年にファーウエイを設立した。ファーウエイ担当者は、彼がど

のように国営企業を辞めることができたのか又は彼がそうすることについてどのように国

の合意を得ることができたのか、を説明しなかった。ファーウエイ担当者は、任氏が軍の

上級メンバーであったことを否定した
72。

また、任氏の軍歴及び専門的背景に関する委員

会の質問に対して未回答であった。ファーウエイは、任氏の軍の背景を説明することを拒

絶 した。ファーウエイは、彼が軍隊にいた時の上司等についての説明を拒んだ。ファーウ

エイは、彼がどのように第12回全国大会に招待されたか、彼が党のためにどんな任務を果

たしたか、そして、彼が類似の会合への出席を求められたことがあるのか、についての質

問への回答を拒絶した。

同様に、ファーウエイは、ファーウエイの会長である孫亜芳 (スン ・ヤー ・ファン)女

史が以前国家保安省に属したという疑惑を否定した。丁氏は、公聴会の後の委員会の質問

に対し、彼の知る限りでは、新京報などの中国の出版物における孫女史に関する報道は誤

りであると答えた
73。

丁氏は、上記の出版物がどのようにしてそのような情報を得たのか、

又は同様にファーウエイのウェブサイ トの孫女史の以前の経歴がどうして誤 りだつたか、

にっいての質問には答えなかった。丁氏は、答える代 りに、単にファーウエイの2011年の

年次報告から孫女史の略歴を提供した
74。
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ファーウエイの倉J設者に関して、ファーウエイ担当者は、経済開発区の新会社には最低5

人の株主と20,000人民元の登記資本金がなければならないという、中国の法的要件を引用

した。委員会とのミーティングの間に、ファーウエイ担当者は、1987年に、任氏が個人貯

金の21,000人民元と他の5人の民間投資家を集めたと主張した。担当者の知る限りでは、5

人の投資家の誰も以前に任氏と仕事をしたことはなく、1人は以前政府 と親しい関係にあっ

た
75。

ファ_ゥ エイ担当者によると、実際に、5人の投資家は決してファーウエイで働かな

かつた。そして、数年後も彼らの投資を取りやめることはなかった
76。

委員会は、任氏がどのように個人投資家を知るようになつたのか、軍と彼のつながりが

会社の発展にとって重要だったかどうか、そして、党での彼の役害Jが彼と彼の会社の成功

の要因であつたのかどうか、を含む創設に関する詳細な回答を、ファーウエイから得るの

に苦労した。

(オ)委 員会は、ファーウエイが、中国政府が1999年に実施 したファーウエイの脱税の調

査に関する情報を提供 しなかったことは、ファーウエイに透明性がないことを実証

していると見ている。 ;フ ァーウエイの調査が簡単に終了したということは、中国

政府はファーウエイを中国に不都合な電気通信ソリューション ・プロバイダーであ

ると見ているというファーウエイの主張の信憑性を弱めている。

ファーウエイ担当者は、1990年代の中国農村地帯の発展の後に、中国政府は1998‐99年の

間、脱税容疑で会社を詳細に調査 したと主張した
77。

ファ_ゥ エイ担当者は、この調査は、

会社の競争を促進するため、特に、国有企業である他の電気通信企業との競争を促進する

という政治的に動機づけされ実行されたと述べた。胡氏は、調査が会社の歴史の分岐点で

あつたと説明した
78。

具体的には、胡氏は、ファーウエイが海外進出を開始したのは、こ

の調査の結果であると述べた。これらの担当者は、このエピノー ドにより、ファーウエイ

が
“
ナショナルチャンピオン

"又
は中国の好ましい会社ではなかつた、ということを説明

しょぅとした
79。

ファーウエイがこの脱税調査に置いている明白な重要性を考慮して、委員会は、その出

来事の説明を裏付ける文書と詳細な情報を求めた。特に、委員会は、中国政府の調査結果

に関する情報を求めた。一部の深り十1のファーウエイ担当者が、調査を終えるためにどのよ

うな関係をうまく使つたかについて述べるときに示す明らかな誇 りを考えると、この情報

は委員会にとって特に重要である。政治的に動機づけされた調査を終わらせた会社幹部の

能力は、会社幹部の政治力又は政府への影響力が欠如していなかったことを示唆している。

この出来事の重要性にもかかわらず、ファーウエイは委員会の質問に対 して書面による
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回答ができなかった
80。ファ_ウ エイは、調査が合法的に終了した又はフアーウエイには

付帯条件が課されなかったというファーウエイの主張を裏付けるどんな資料も提供するこ

とができなかった
81。

(力)フ ァーウエイは、西側のコンサルティング会社との関係を説明することができなか

つた。そのため、その成功が、中国政府による支援よりもむしろそれらとの関係の

おかげであるとい う主張は信用できない。

ファーウエイ担当者は、会社の成功の1つの理由は、西側のコンサルティング会社、例え

ばIBM、アクセンチュア、プライス ・ウォーターハウス ・クーパーの助言のおかげであると

述べた
82。ファ_ゥ エイは、近年のファーウエイの奇跡的な成長が中国政府による支援の

おかげでなく、これらの会社の助言によるものであるということを委員会に信 じさせよう

とした
83。

ファーウエイがこれらのコンサルティング会社から得た助言を強調するので、委員会は、

そのような助言が会社に大きな影響を及ぼしたことを示す情報と証拠を求めた。委員会は、

コンサルティング会社 との契約条件に関する情報でなく、むしろコンサルティング会社が

ファーウエイから受け取つた情報とファーウエイに提供された助言に関する情報を求めて

いることを明らかにした。委員会は、企業秘密の開示に関するファーウエイの懸念を回避

するために、そのような情報を秘密にしておくと申し出た。

ファーウエイは、これ らの会社から提供された助言に関して漠然と回答した。具体的に

は、 “1997年以降、ファーウエイは、その能力を向上し、そのプロセスを構築し、顧客要

求に基づく包括的な管理システムを開発するために、西側の経営コンサルティング会社に

依存した
"と

説明した。 し かし、ファーウエイは西側の経営ヨンサルティング会社が如何

にファーウエイを改革 したかについては、LTC(lead to cash、 :利 益率の改善)、 IPD

(integrated product developmenti統合製品開発)及びIFS(integrated inancial services、

統合財務サービス)を 含む標準的なビジネス慣行以外については詳細な説明ができなかつ

た。ファーウエイは、その助言に含まれるヨンサルティング会社の企業秘密についての懸

念を挙げて、 “コンサルティングに関するさらなる詳細を提供すること
ル

を拒否 した
84。

委員会は、それらの助言に応 じてファーウエイが何をしたかを明らかにする証拠、特に、

会社の効率化、成長及び市場拡大がこれらの助言のおかげであるという会社の主張を裏付

ける財政的な証拠又は他の証拠に関心を持っていると説明した
85。ファ_ゥ エイは、コン

サルティング会社の企業秘密を公開することなく、そのような質問に答えることができた

はずである
86。

委員会は、すべての関係者 と秘密保持契約を結ぶ用意があったが、ファー

ウエイはその申し出を拒否 した
87。
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ファーウエイは、その急速な成功の要因をコンサルティング会社の助言に帰することに

より、この調査に関する詳細な回答とした。 しかし、ファーウエイが、彼らの主張を評価

するために必要な情報を、委員会に提供 しなかつたことは合理的でない。もし、ファーウ

エイがこれらの会社の助言が自社の成功の鍵であったということを証明する情報と文書を

所有しているならば、ファーウエイは、それらの情報を提供すべきである
88。

委員会は、

企業秘密の公開に関する懸念を払 しょくするためにすべての関係者と秘密保持契約を結ぶ

用意があったし、現在もある。ファーウエイは、この申し出を受け入れることができなか

つた。そのことは、本調査を通して示されたファーウエイ側の協力の欠如を示している。

(キ)フ ァーウエイは、鍵となる質問に答えるか又は中国政府から財政的に独立している

という主張を裏付ける文書を提供することができなかつた。

中国にとつて戦略的に重要な企業としてのファーウエイの地位は、財政援助のレベル並

びにそれが中国政府及び党から受ける統制に反映されるであろう
89。

国から提供される支

援 と統制を調査する一つの方法は、同社が受け取る資金を調査することである。多くの業

界専門家と電気通信企業は、企業が受け取る資金は市場の価格設定以下であると説明する
9°

。 しかし、委員会は、顧客の資金調達を含むファーウエイの資金調達に関するさらなる

情報を求めた。そのような財務情報は、ほとんど不透明な会社の財政構造を理解するのを

手助けするかもしれない。

委員会の公聴会の間、丁氏は、 「ナショナルチャンピオン」とい う用語について理解し

ていないし、知識も有していないと述べた。 「ナショナルチャンピオン」は、中国の経済

文献では、特別待遇の中国企業を説明する時にしばしば用いられる91。委員会は、用語を

理解できないという丁氏の言葉を信用できないと判断した。ファーウエイ自体は、2011年

11月、連邦議会事務局 (Capitol Hi■0盤 ces)に数回 「ナショナルチャンピオン」という用

語を使用したスライ ド・プレゼンテーションを実施 した92。委員会の質問に対して、ファ

ーウエイは、その文書の中で 「ナショナルチャンピオン」という用語を使用したことを否

定 しなかつた93。むしろ、ファーウエイは、特定のスライ ドが第二者によって作成された

ので、ファーウエイの責任でないと述べた94。委員会は、委員会の代表との議論の中でフ

ァーウエイが、その文書について言及したことは、ファーウエイがその用語を理解 してい

ることを証明する十分な証拠であると判断した。どの会社が中国の電気通信セクターのナ

ショナルチャンピオンと考えられるかとい う質問に対する回答を一貫して拒否する丁氏の

姿勢は妨害者のようであった。実際、 “これまで、ファーウエイはナショナルチャンピオ

ンの意味に注意を払つてこなかった
"と

い う委員会の質問に対する彼の回答は、同社が以

前のプレゼンテーションでその用語を使用していることを考えれば、明らかに偽 りである
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95。 さらに、彼の回答は、ファーウエイが中国で第
一

位の電気通信プロバイダーであるこ

と及びファーウエイが世界で認められているような中国の戦略的に重要な会社であること

を、説明したくなかったことを示唆している。

また、ファーウエイ担当者は、彼らが中国政府から特別な財政的優通又は支援を受け取

ったことを否定している96。 ファ_ゥ エイは、同社は単に一般的な中国の銀行との取引を

うまく利用しているが、国営銀行である中国開発銀行や輸出入銀行などの銀行に影響を与

えようとはしていないと主張した。以前のプレゼンテーションで、ファーウエイは、自社

が、国が支援する金融機関とファーウエイの顧客との間の 「仲介者であり橋渡し」として

機能 していることを示唆 した97。 しかし、ファーウエイは、如何にこれらの融資限度額を

開拓 したかについて、より詳細な情報を提供することを拒否した。また、ファーウエイは、

中国の銀行との公式な関係について詳細に答えることを拒否した。そして、単に中国の輸

出入銀行と
“
通常のビジネス関係

ル
を維持 しているという回答を選んだ98。

2012年2月のミーティングの間の委員会へのプレゼンテーションで、ファーウエイは、顧

客の融資限度額のために中国の銀行が署名 したとする覚書 (MOU)の リス トを提出した99。

ファーウエイは、その顧客が1,00o億米 ドルの信用枠を持つていると認めているが、それに

もかかわらず、ファーウエイは、2005～2011年の期間に、わずか58億6700万 ドルが振 り出

されたと主張している。さらに、書面での回答で、ファーウエイは、それは
“
顧客が利用

できる融資であり、ファーウエイのものでない
つ
と述べた

1°°
。けれども、ファーウエイは、

2012年2月23日の委員会の調査官とのミーティングで、大きな利用可能な融資限度額の目的

は、中国を
“
堂々と見せる

"こ
とであったこと、そして、中国の銀行から

“
ファーウエイ

はもはや融資を受ける必要がなかつた
"と

説明した
1°1。

度重なる質問と文書要請に際して

も、ファーウエイは、これ らの資金調達から得られる利益に関する書面での説明を提供す

ることができなかったし、資金調達の範囲とプロセスに関する主張を裏付ける内部文書又

はどんな監査情報も提供 しなかつた。

同様に、ファーウエイは中国の国営銀行との関係の詳細を説明することを拒否 した。た

とえば、丁氏の公式な声明において、彼は、ファーウエイが10の中国の銀行からローンを

受取つていると説明した。 しかし、丁氏は、それらの10の金融機関うちのいくつが国営で

あるかを答えることを拒否 した102。既述 したように、ファーウエイは、秘密保持契約によ

る
“
高度な企業秘密を含んでいる

"と
の理由で、そのコンサルティング関係に関するさら

なる詳細な情報の提供を拒否 した
1°3。

ファ_ゥ エイの成功が中国政府からの支援によるも

のかどうかという委員会の質問に答えて、ファーウエイは、委員会に対して、コンサルタ

ン ト会社との関係及び彼 らから得た助言が会社の世界的な成功の源であることを説明した
104。ファ_ゥ エイは、それらとの関係及び与えられた助言に関する詳細の提供を拒否して
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いるので、委員会は、成功がこれらの関係によるというファーウエイの主張を評価するこ

とができない。 し たがって、委員会は、これらのコンサルティング会社が演じた役害Jを信

用できないと考え、中国政府の支援から相当の利益を得ていたと判断している。

要するに、ファーウエイは、その顧客が中国の国営銀行から数十億 ドルの支援を受取り、

そして、自ら数年の間中国の銀行から有利なローンを受取つていたことを認めている。フ

ァーウエイは、この支援がどのように確保されたかという直接の質問に回答することを拒

否 した。また、ファーウエイは、それらの協定の条件は標準的な慣行及び国際貿易協定に

適合 しているとい うファーウエイの主張を評価するための内部文書又は監査記録も提供し

ていない。委員会は、同社が提供した財務情報に関する会社指導部の声明に関心を持って

いる。例えば、2007年 6月の芙国での従業員に対するスピーチで、任氏は、 “データが正確

であるかどうかにかかわらず
が

、財務諸表を作成 しようとする子会社の努力を評価すると

述べた
1°5。

利用可能な情報に基づき、委員会は、ファーウエイが中国政府及び中国の国営

銀行から相当な支援を受け取つている、そして、ファーウエイの世界市場におけるその地

位は、少なくとも部分的には中国政府及び国営銀行のおかげであると判断している。

(ク)フ ァーウエイは、米国での事業、資金調達及び管理に関する十分かつ詳細な文書を

提供することができなかった。 ;こ れらのことは、深切|の規会社から完全に独立し

た子会社であるというファーウエイの主張の信憑性を弱めている。

ファーウエイの機器によってもたらされるサプライチェーン脅威に対する米国の現在の

施弱性を理解するためには、米国のインフラにファーウエイの機器が既に使用されている

範囲を知ることが必要である。米国の電気通信インフラは主として民間セクターにより建

設 。所有されているので、米国政府は、インフラの中に使用されているものの全容を把握

していないし、重要インフラの保護政策を作成するために必要かつ十分な情報を知らされ

ていない1°6。

従つて、委員会は、ファーウエイに米国内の製品とサービスの契約に関する情報を求め

た。ファーウエイの機器が米国内にすでに存在する範囲を理解することは、国家に対する

現在のリスクを評価するためにも、米国での事業の規模と範囲に関するファーウエイの声

明を確かめるためにも、必須のものである。残念なことに、ファーウエイは、米国内のビ

ジネスに関する特定の情報を提供することができなかった。 しかし、ファーウエイは、委

員会に米国の主要な顧客のジス トを提供 した。 ;ク リケット通信 (Cricket

Communications;);ク リアフイヤ (Clearwtte);コックスTMI無 繰 (Cox TMI Wireless)、

ハイベルニア ・ア トランティック (Hibernia Atlantic)、レベル3/BTW装 置 (Leve1 3/BTW

Equipment)、 サ ドンリンク (Suddenlink);コ ムキャス ト&ベ ン ド・ブロー ドバンド
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(Comcast and Bend Broadband)。しかし、ファーウエイは、その運用の規模 と範囲、

インフラのどの部品を提供しているのか、どこで運用されているのか、に関する情報を提

供 しなかった107。

米国でのファーウエイの契約に関して委員会が要求 した情報は、製品及びサービス価格

に関してすべての法律及び取引上の義務を遵守しているというファーウエイの主張を評価

するためにも必要である
1°8。

現在まで、ファーウエイは、ファーウエイの製品の価格が市

場価格に基づくものであるという主張を検証するためのどんな情報も提供することができ

なかった。はっきり答えるか、又はその主張を裏付ける文書を提供することを拒否するフ

ァーウエイの姿勢は、必然的に委員会にファーウエイの説明が信頼できないと思わせた。

委員会は、少なくても一部の製品を生産コス トより安く米国市場に供給することができる

ように、ファーウエイは中国政府から相当な支援を受けている可能があると考えている。

同様に、米国のファーウエイの子会社が深う||の親会社から独立して営業している範囲は、

不明なままである。中国の規会社と中国政府とのどんな繁がりでも、米国の子会社の活動

と行動に影響するかもしれないので、そのような情報は重要である。 したがつて、委員会

は、米国ファーウエイの意思決定が親会社によって統制 ・影響 ・審査される範囲に関する

情報を要求した。

ファーウエイは、米国における最初の子会社は、テキサス州プラーノ (Plano)に本部と

ともに2005年に創設されたと説明した。ファーウエイは、親会社は米国における個々の契

約の承認を求めていないと述べた。むしろ、中国の取締役会は米国におけるビジネスの一

般取引条件を設定し、そして、親会社は、子会社が必要とする資源の供給及び戦略の策定

を手助けすることができると述べた
1°9。

委員会は、数人の米国ファーウエイの元従業員か

ら、ビジネス ・モデルについてファーウエイの説明と対立する話を聞いた。米国周辺の情

報源は、米国でのビジネスに関する意思決定について中国の親会社の承認を必要とする多

数の具体的な例を提供 した。1つの例では、米国の上級 レベルの幹部でも、中国の承認なし

では、サイバーセキュリティ ・サービスに関する契約に署名できないと、それを直接経験

した人物が説明した。実際に、1つの例では、以前、米国の幹部が署名 した契約が、親会社

によって拒否された
11°

。これらの従業員は、中国からの会社方針を議論した内部メモや電

子メールを含む証拠文書を提供 した。米国の子会社に関するこの記述は、他の子会社と中

国の親会社と関係に関するレポー トと一致している
111。

この疑問を解決するために、委員会は、深り||の親会社が米国市場への進出 ・拡大に関す

るファーウエイの戦略を統制する正確なメカニズムを理解するために、書面による質問に

より多くの情報を求めた。米国ファーウエイは必要に応 じて、一般的な指針と
“
資源

ル
を
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与えられているというファーウイエ幹部の声明は、米国ファーウエイに対する北京の支援

が、米国市場に影響を及ぼしているという懸念をさらに高めた
112。

しかし、ファーウエイ

は、その書面による回答で、委員会の詳細な質問に答えることも、米国ファーウェイと親

会社の間の調整のレベルに関する詳しい情報を提供することもできなかつた
118。

直接のアクセス権をもつファーウェイの従業員から提供された情報と資料は、ファーウ

エイが詳細な内部情報を提供することができなかったことと相まつて、ファーウエイの主

張の信憑性を弱めている。これらの理由から、委員会は、米国子会社が深り||のファーウエ

イ本部から独立して営業しているというファーウエイの主張を信用できないと判断してい

る。

(ケ)証 拠は、ファーウエイが米国において他の組織や会社の知的所有権を無視する行動

を取つていることを示している。

知的所有権を保護するファーウエイの能力は、米国の法律を守る会社の能力の重要な指

標である。従つて、委員会は、ファーウエイの知的所有権保護の歴史に関する多くの情報

を求めた。

委員会には、ファーウエイが知的所有権保護に熱心でないと信 じる理由がある。調査官

は、ファージエイには、他の組織の知的所有権保護について波乱に富んだ歴史があること

を多数の情報源から聴取している
114。

具体的には、ファーウエイの数人の元従業員は、フ

ァーウエイでは故意に他社の特許権のある材料を使 うことが知られていると述べた。元従

業員の目撃談は、従業員が使用するノフ トウェア ・アプリケーションを適切に購入 してい

ないことを示唆している
115。

同様に、委員会は、ファーウエイが故意に、他社の特許権の

ある製品を使用 して市場に出していることを業界専門家から聴取している
116。

最後に、委

員会は、連邦議会事務局に提供されたファーウエイのスライ ド・プレゼンテーションを受

け取つているが、そのスライ ドがコンサルティング会社から提供された知的財産であるこ

とを知 りながら、そのスライ ドには著作者が表示されていないなど、著作権表示義務に違

反 している
117。

ファーウエイ担当者は、これまでに他の会社の知的所有権の侵害を一
貫して否定してい

る。ファーウエイが市場から特定の製品を除去することに同意 したシスコとの訴訟に関し

てさえ、ファーウエイは、それがシスコの利益を侵害しなかったと主張している
118。

むし

ろ、ファーウエイは、専門家の調査では彼 らの機器がシスコの特許を侵害していないこと

が明らかになったと示唆した
119。

このファーウエイの弁明は信用できない。第1に、シスヨ訴訟に関するファーウエイの声

32



明は、ファーウエイが侵害している機器を除去するという訴訟の時の声明と適合 していな

v、120。第2に、シスコ訴訟の和解そのものは、 “著作権又は知的所有権の侵害で告訴され

た製品の全てを改修 ・改変すること
"を

ファーウエイに要求した
121。

最後に、2012年9月

13日の公聴会の間に、丁氏は、シスコ ・コー ドがこれまでにファーウエイの機器に入つて

いたかどうかについて明確な答えを拒否した
122。

公聴会の間の丁氏のこの態度は、シスコ

の特許を侵害していなかつたというファーウエイの主張の信憑性を弱めている。

委員会は、知的所有権侵害を否定するファーウエイの声明は信用できない又は利用でき

る証拠で裏付けされていないと判断している。何故ならば、ファーウエイは、その説明を

裏付けするどんな内部文書も提出することができなかつた。そして、委員会は、ファーウ

エイは他の組織の知的所有権を、控えめに言つても、 「未必の故意」により侵害している

と判断した。

(コ)フ ァーウエイは、イラン政府との取引を否定したが、イランでの営業の詳細を提供

することができなかつた。また、すべての国際制裁又は米国の輸出法を順守 してい

るとい う主張を裏付ける証拠を提供 しなかった。

国際制裁 レジームと米国の輸出管理規則を順守するファーウエイの能力は、企業活動の

国際基準を順守する及び中国の影響または利益にかかわりなく米国の法律に従う会社の能

力の重要な指標である。
一般報道は、これらの法律に対するファーウエイのコンプライア

ンスについて疑間を提起している。

委員会の質問に答えて、ファーウエイ担当者はすべての法律への彼 らの義務について、

漠然とした主張だけを提供 した。具体的には、ファーウエイは、同社はすべての法律上の

義務を順守しようとしており、そして、国際制裁レジームの順守を確実にするための活動

をより良く監視するために、外部のコンサルタントの助けを借 りて、そのビジネス慣行を

改善 したと主張した。ファーウエイは、意思決定に対する中国政府の影響がないことを強

調するために、イランでのビジネスを制限するというファーウエイの決定に在イラン中国

大使館が驚いたと述べた。また、ファーウエイは、イランのどこにおいても、従業員が、

集団モニタリング (pOpulation monitorttng)のようなサイバー活動に参力日することを許

可していないと述べた。

しかし、ファーウエイは、イラン又は他の経済制裁国での営業活動に関する詳細な質問

に答えることを拒否 した。委員会へ提出した書面で、ファーシエイは、制裁の強化とイラ

ンでの事業の支払金の徴収ができないため、イランでの将来の事業を制限すると繰 り返し

て述べた
123。

しかし、ファーウエイは、
“
顧客との署名された契約を尊重する

ル
、従つて、
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イランにおける現在の契約を継続することを強調した。ファーウエイは、
“
制裁に関して、

国連、米国、EU及 び他の国 ・地域の法規を守っている
“
と主張している

124。
また、ファ

ーウエイは、これらの問題を管理するためのベス トプラクティスを含む貿易に関する法令

順守の内部プログラムを制定したと主張した
125。

しかし、ファーウエイは、イランでの事

業縮小に関する決定、さもなければ米国の法令順守を確実にすることに関する内部文書の

提出を拒否した。

そのような文書は、その決定が法令順守要件に基づいておりかつ中国政府の圧力に影響

されていないというファーウエイの主張を立証できたであろう。

(サ)フ ァーウエイは、研究開発計画に関する詳細を提供することを拒否 した。そ して、

他の文書は、中国軍又は情報機関のための研究開発を実施 していないとい うファー

ウエイの主張の信憑性を弱めている。

ファーウエイが実施 している中国軍又は情報機関のための研究開発の範囲を理解するた

めに、委員会は、中国政府又は軍隊のための活動に関する情報を要求した。具体的には、

委員会は、中国政府からの資金又は補助金により開発された技術、機器又は能力に関する

情報を要求した。ファーウェィは、政府に後援された研究開発の詳細についての委員会の

質問に対する回答を提供することができなかつた
126。

むしろ、ファーウエイは、他の企業

にも公開された研究開発計画に入札するだけであると主張した
127。

同様に、ファーウエイ

は、中国軍または国のセキュリティ ・サービスに特別なサービスを提供 していないと、委

員会とのミーティングで主張した
128。

公聴会の後の委員会の質問に対する回答で、ファーウエイは、 “どんな人民解放軍のネ

ットワークも管理していない、
"そ

して、 “軍システムの研究開発計画のために中国政府

から決して資金提供を受けていない
“
と再び主張した。 しかし、ファーウエイは、ファー

ウエイの総売上高の1%を 占める、中国軍の
“
伝送網製品、データ製品、テレビ会議製品及

びすべての指揮所並びにIP電話製品
"を

開発 したことを認めた
129。

さらに、ハーウエイは、

民間で使用する目的だけの通信機器を開発 ・研究 ・生産
“
していると主張した

130。

また、委員会は、ファーウエイの元従業員から内部文書を受け取つた。その内部文書は、

人民解放軍内の選 り抜きのサイバー戦部隊と思われる組織に特別なネットワーク ・サービ

スを提供していることを示している
131。

その文書は本物で公式のファーウエイの資料と思

われる。そして、元従業員は、その資料をファーウエイの従業員として受け取つたと述べ

た
132。これらの文書の存在は、またしても、ファーウイエ担当者が人民解放軍のための研

究開発又は活動に関する情報公開に前向きでなかったことを示唆している。



委員会は、中国軍への販売に関するファーウエイの声明が本質的に矛盾 していると判断

している。また、委員会は、研究開発の詳細についての質問に回答できないこと、中国軍

へ製品を提供 していることを認めたこと、及び元従業員から受け取った文書から判断して、

ファーウエイが中国政府又は軍隊のために研究開発を行つていないとい う主張は信用でき

ないと判断している。

(シ)フ ァーウエイの元及び現従業員は、ファーウエイ幹部社員による潜在的な不法行為

の慣行の証拠を提供した。

調査中に、数人のファーウエイの元及び現従業員が、米国におけるファーウエイの活動

について声明と申し立てを提供するために名乗 り出た。問題の複雑 さを考慮し、さらに、

これらの証人を報復又は解雇から保護するために、委員会は、これらの個人の身元を秘匿

することに決定した。委員会は、これらの個人から、ファーウエイ幹部社員のいくつかの

潜在的な違反行為に関する複数の信頼できるレポー トを受け取つた。

それらの申し立てには以下が含まれる。

●移民法違反

●贈収賄と汚職

●差別的な行為

●著作権侵害

具体的には、委員会は、観光又は会議ビザで中国から訪れているファーウエイ従業員が、

米国の移民法に違反して、実はファーウエイ施設においてフルタイムで働いていることを

多数の従業員から聴取した。同様に、ファーウエイ従業員は、特定のビザ、例えば、エン

ジエアリング専門知識を必要する仕事のためのビザで米国に来ている個人が実際にはファ

ーウエイにエンジエアとし雇用されていないという信用できる証拠を提供 した。これらの

移民法の違反行為は、調査と捜査のために国土安全保障省に付託される。

第2に、従業員は、米国で契約を求めるときの詐欺と贈収賄の例を申し立てた
133。

それ

らの申し立ては、更なる調査と捜査のために司法省に付託される。

第 3に 、委員会と従業員は、ファーウエイ幹部社員による広範な差別的行為に関する申

し立てについて議論 した。これらの個人は、中国国籍でない者が、米国のファーウエイの

事務所で昇任することは不可能でないにしても非常に難 しいことを主張している。さらに、

これらの従業員は、中国国籍でない者が、中国から短期ビザで来た者に替わるだけのため
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に解雇されていると主張している134。これらの申し立ては、調査 ・検討するために行政

府の適切な機関に付託される。

最後に、委員会は、米国の施設で海賊版ノフトを使用 しているファーウエイの慣行につ

いて元従業員から聴取 した。既述のとおり、委員会は、ファーウエイのロゴが、他の会社

の著作権を、故意に、そして、明らかに侵害しているとい う情報を受け取っていた135。

従って、委員会は、ファーウエイが他の企業の著作権を軽率に無視 していると判断してい

る。これらの従業員の申し立てには信憑性があるとおもわれるので、委員会は、調査のた

めにこれらの申し立てを司法省に付託する。

イ.ZTEは 、鍵となる質問への回答又はその主張を裏付ける資料を提供することができ

なかつた。Zl岡 は、内部の企業活動について委員会の質問に答えると、中国の国家

秘密法により会社に刑事責任が負わされると主張した。

ZTEは 、調査を通して、委員会に提出資料をタイムリーに提出し、協力的であるように

装った。 しかし、ZTEは 、具体的な質問には答えず、さらに、同社は多くの主張を立証す

る内部文書を提供しなかった。ファーウエイと同様に、委員会は、ZTEの 調査において会

社の歴史、管理、金融、研究開発及び会社構造だけでなく、中国政府と会社の関係に焦点

を当てた。委員会は、以下に述べるいくつかの論点についての詳細な回答を受け取らなか

つた。ZTEは 、中国政府 との公式な関係を説明しなかつた。ZTEは 、一般公開されている

以上の財務情報を提供 しなかった。ZTEは 、会社内の党委員会の公式な役割について説明

しなかったが、最近、党委員会の個人に関する情報だけを提供 した。委員会は、イラン及

び他の被制裁国におけるZTEの 営業活動に関する詳細を受け取らなかった。最終的に、ZTE

は、米国での営業活動に関する詳細な情報を提供することを拒否 した。

同様に重要なことは、ZTEは 、情報提供等が中国の国家機密法違反となり、ZTE担 当者

が当局に刑事告発を受ける恐れがあるので、内部文書を提供できない又は委員会の質問に

回答できないとくどくどと説明したことである136。実際、ZTEは 、2012年4月のミーティ

ングの間に、委員会スタンフに見せたスライ ドさえ、それらが国家機密法の適用を受ける

かもしれないことを恐れて、提供することを拒否 L/た。中国の法律を理由に、ZTEが 委員

会の質問に詳細な回答ができない限り、米国インフラにおけるZl阿 (製品)の 存在が国家

安全保障上のリスクを意味するという委員会の懸念は大きくなるであろう。

委員会は、ZTEの 多くの提出文書が、公式の法的プロセスのように特定の質問と文書請

求と生致するように番号がつけられていないことに注目している。委員会は、ZTEが 、こ

の方法によってどの質問の回答を拒否 したかについて明らかになることを回避 しようとし
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ていたと考えている。さらに、ZTEの 回答は、しばしば繰 り返しか、文書あるいは他に証

拠となるものが欠如 しているか、さもなければ不完全であつた。

また、委員会は、ZTEが 単に世界的な電気通信サプライチェーンから生じている国家安

全保障上の懸念を否定していないことに注目した。ZTEは 、 “信用された配送モデルに基

づく
"一

つの解決策を主唱した。そこでは、承認 された
“
独立した第二者の審査官

"が
、

“
機器のハー ドウェア、ソフ トウェア、ファームウェア及び他の部品

"を
(配送先の)審

査官へ移管する137。zTEが 提唱するそのようなモデルには、特に
“
ソフ トウェア ・コー ド

の徹底的な審査と分析
"、

 “施弱性スキャンと侵入テス ト
" “ハー ドウェア設計審査と概

略システム図の審査
"、

 “物理的な施設審査及びベンダーの製造 ・保管 ・処理 ・配送活動

の独立した包括的監査
"、

並びに
“
定期的な評価

ル
が含まれる。

ZTEは 、以前ファーウエイ及び他の会社によって提案され、そして英国で導入されている

モデルといくつかの点で類似しているこのモデルが様々な電気通信機器プロバイダで実行

されていることを示唆 している。既述したように、委員会は、このモデルが軽減対策にい

くらか役に立つとはいえ、電気通信装置の特性を評価することができないことを、引き続

き懸念している。

(ア)ZTEは 、ZTEの ビジネス上の意思決定と事業に対する中国国有企業による統制に関

する委員会の懸念を軽減できなかった。

ファーウエイと同様に、委員会は、zTEの 事業に対する中国政府の影響力に懸念を有して

いる。そのようなアクセスまたは影響力は、中国政府に、ZTEの機器を含む電気通信基盤に

工作するための手つ取 り早い手段を提供する。政府 との繋がりを評価するために、委員会

は、会社の歴史、構造及び管理に注目した。多くのコメンテイターは、ZTEの創設には中国

の国有企業による相当の投資と関与が関係 していることを指摘した。そして、委員会は、

中国政府 との繁がりが残つているかどうかを理解する目的で、現在の活動と所有構造を解

明しようとした。

ZTEは 、自らを、140カ国で活動している電気通信機器 とネットワーク ・ノリューション

の世界的なプロバイダであると述べている。ZTEは 1985年にell立された。2011年の収益は

24%増加の187億ドルで業界1位であったとZTEは 述べている。 i海 外営業収益は30%増加

し、米国での収益は74億2000万ドルで、それは営業収益全体の54.2%を占めた138。zTE

は、システムと機器を市場に出しており、そのシステムと機器が世界市場で トップクラス

の事業者に使用されていると説明している。重要なことに、ZTEが 、2011年の年次報告の

中で、中国の第12次5か年計画がZTEの最近の国内成功に相当貢献したことを強調している
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ことである139。

2012年4月と5月のZTE担 当者 とのインタビューの間、ZTE担 当者は、ZTEが 株式公開企

業であり、1997年に深り|1証券取引所に上場し、2004年に香港証券取引所に上場したことを

強調した。ZTEは 、政府の援助も技術移転も財政援助もなく創業したと主張した。むしろ、

ZTEは 、中国政府が1997年の株式公募の間に株主になつたと述べた。また、ZTEは 、国有

企業株主には会社の戦略的方針に対する影響力がないと主張した140。zTE担 当者は、ファ

ーウエイの名前には言及しなかったが、しばしば自分自身をファーウエイと対比した。特

に、ZTE担 当者は、ファーウエイがZTEの 主な競争相手であることを示唆したが、ZTEが

株式公開企業であるので、より透明性があるとしばしば述べた。

これらの担当者は、zTEの財務が透明であり、資産公開に関して中国及び香港の法規を順

守 していることを主張するために、この株式公開を引き合いに出した。担当者は、年次報

告に、要求された情報、例えば政府借款、補助金及び債務の額と限度の詳細が記載されて

いるという事実にしばしば言及 した。しかし、zi岡は、ZTEが ニユーヨーク株式取引所のよ

うな西側の証券取引所の報告及び透明性条件を満足させる気があるかどうかについての説

明を拒否 した
141。ファ_ウ エイと同じように、委員会が主要な政府機関との関係に関して

より詳細な答えを求めたとき、zTEは回答を拒否した。

ZTEが 委員会へ提出した資料が認めているように、zTEの 歴史と構造は、現在も中国政府

及び主要な軍の研究所との間に繋がりがあることを示 している。質問に答えて、Zi岡担当者

は、ZTEが 最初は政府機関である航空宇宙省から生まれたことを示唆している彼ら自身の公

式声明を無視 し、表面上はこれを否定した。事実、深り叫でのミーティングの間の展示では、

ZTEと 国営の691工場及び他の国営企業との吉い時期の協働を強調していた。zTEは 、この

ミーティングで発表されたスライ ドのコピーを委員会へ提供することを拒否 した。

その代わりに、ZTE担 当者は、候為貴 (ホウ・ウェイ ・グゥイ :HOu Weigui)氏 が5人

の他の“
先駆者

"エンジエアと共に1985年にZTEを 設立したことを示唆した。彼ら全員が以

前国有企業で働いたが、ZTEの 創設が政府との関係からも生まれたものでないことをZTE

担当者は強く主張した。ZTEが 委員会へ提出した書面は、同社は古くは中国政府が設立し

た第691工場との繋が りがあったことを認めている142。zTEの 説明によると、現在、691

工場は西安微電子有限公司 (Xittn Microelectronics Company)として知 られており、国営

の研究所である中国航空工業集団公司 (China Aerospace Electronics Technology

Research lnstitute)の子会社となつている。その提出資料によると、ZTEの 株主である西

安微電子有限公司が中興信 (ZhOngxingxin)の株の34%を 所有していることを認めている



143。中国政府及び軍との繁がりのある研究所からのZTEの 発展は、中国の情報技術 (IT)

セクターの特徴を示している。事実、歴史と所有構造に関するZTEの 提出資料が本当だと

して、ZTEの 発展は、中国のITセクターを研究しているアナリス トの疑惑を裏付けるもの

である。アナリス トは、それを民間と軍隊両方のニーズを満たしているハイブリッドであ

ると説明している144。

1997年、ZTEは 、深り,証券取引所に初めて上場 した。ZTEの 役員は、その時、他の国有

企業がZTEに 投資し始めたと主張している。

現在、ZTEの 株の30%は 中興信 (ZHONGXINGXIN)グ ループが所有し、残 りの70%は 様々

な公的株主 (public shareholders)カミ所有している。委員会は、特に中興信による30%

の所有が支配的利権を構成するのか、又はさもなければ国有企業にZTEに 対する影響力を

及ぼす機会を提供するのか、に興味を持った。2つの国有企業が中興信の株の51%を 所有 し

ているので、この質問は委員会の興味と関連がある。ZTEの 役員は、ZTEの 国有化は中興

信がその保有株を売り出した時から進展したと述べている。 (たとえば、2004年に、中興

信はZTEの 44%を 所有 していたが、現在中興信はわずか30%を 保有している。)ZT回 の7月

3日の委員会への提出資料の中でZTEは 、 “中国の非常に少数の知識人は、ZTEを 国有企業

(SOE)又 は政府にコントロールされた企業と見ている
"と

述べている145。しかし、委員

会は、特にZTEの 株主に対する説明責任はどうなっているのか、この所有構造から考えて

筆頭株主による支配又は影響はないのか、について質問した。委員会への提出資料では、

ZTEは 、株式の30%保 有が、香港と中国の法律が株保有者を 「支配株主」であると考える

分岐点であることを認めた146。zTEは 、会社の多数の株主に対する受託者義務は、支配株

主が会社に対して多くの影響力を行使 しないことを意味すると述べた147。しかし、ZTE

は、どうして役員会のメンバーが会社の意思決定に対 してどんな影響力も及ぼさないかに

ついて、より詳細な説明をしなかった。役員会のメンバーは、国有企業によって選ばれた5

人とZTEの 内部の党委員会のメンバーと認知された何人かで構成されている。

ZTEの 筆頭株主である中興信は、西安微電子有限公司 (XPan MicrOelectronics Company)

とエアロースペイス ・グゥァン ・ユー (航天廣宇 :Aerospace Guangyu)の2つの国有企

業によって株式の一部が所有されている。そして、その両社は、中国政府との所有関係が

あるだけでなく、伝えられるところでは中国政府 と軍隊のためにセンシティブな技術研究

開発に参カロしている。ZTEは 、これらの2社の歴史と使命の詳細に関する委員会の質問に答

えることができなかった。また、ZTEは 、これらの会社と、ZTE内 の主要なリーダー、特

に侯為貴 (ホウ・ウェイ ・グゥィ)氏 及び主要な株主であるズホンジング恥硬T(Zhongzing

恥XT)と の関係について答えることができなかった。
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ZTEが その歴史と政府機関との関係に関する主要な質問に答えることができなかった

ので、委員会は、国家の影響力、特に主要な株主と委員会メンバーを通じた影響がないと

いうことを信 じることができない。

(イ)ZTEは 、会社内に党委員会を維持 しているが、その委員会について、如何に機能す

るのか、誰がメンバーを選定するのか、より大きな中国共産党とどのような関係を

有しているのか、ということを十分に明らかにしなかった。

ファーウエイと同様に、zTEと 中国共産党との繋がりは、委員会の主要な懸念である。そ

のような繋がりは、中国共産党に対して、米国の重要インフラに製品を提供している会社

の意思決定と活動に影響を与える機会を提供する。既述したように、近代中国の国家資本

主義経済は、共産党に支配されていなくとも、大部分は個々の企業の中の党委員会を通 じ

て、影響を受けている。

ZTE担 当者とのインタビューの間、zTEは 、取締役会のメンバーが中国共産党のメンバー

であるかどうかについて答えることを拒否した。ZTEは 、ZTEの 中の党委員会の存在を矮小

化 した。そして、会社の代表は、党委員会のメンバーが中国共産党のメンバーであるかど

うか答えることができなかった。その後、継続的な委員会の質問に答えて、zTEは 、会社内

部に党委員会が存在することを認めた。そして、それは中国の法律によって必要とされて

いることを示唆した
148。

しかし、委員会の書面による質問に対して、ZTEは 、党委員会メ

ンバーの名前と役割に関する情報の提供を再び拒否 した。

2012年9月13日の公聴会で、朱氏は、ZTEが 党委員会の個人名を提供するということを宣

誓して証言 した149。この公聴会での質問に答えて、ZTEは 、ZTEの 中の党委員会で勤務す

る19人のソス トを委員会に提出した。そのメンバーの少なくとも2人は、ZTEの 取締役会に

所属しているように見える。他のメンバーは、ZTEの 大株主である。ZTEは 、これらの個

人の名前を公表 しないことを要請 し、そして、委員会はこれに同意 した。ZTEは 、これら

の個人の会社への影響力を無視している。ZTEは 、会社又は個人が中国政府または共産党

の報復に直面するかもしれないことを恐れて、委員会が個人の名前を公表 しないよう求め

た。委員会は、それらのメンバーの名前をこの公的報告書の中に入れないことに決めた。

しかし、単にZTE内 部の委員会のメンバーの名前を提供することで、会社が直面する政府

からの潜在的な報復に対する会社の懸念は、中国政府が会社の活動に対して責任を有して

いるか、又は有 しているかもしれないという懸念を強くした。中国は、明らかに、中国の

経済セクターとの深い繁がりを維持 しようとするとともに、その繁がりを秘密にしようと

する。その会社が米国の重要インフラを建設 しようとするとき、その会社の行動に対する

中国政府の統制と透明性のレベルは特に懸念される。
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また、zTEは、党委員会の役割を詳細に説明しなかつた。その代わりに、ZTEは、単に党

委員会が会社経営陣によって管理されていると述べた。この主張は、ZTEの首脳部 と取締役

会のメンバーは本当のところ
“
中国共産党

ル
のメンバーで、その活動の範囲が定められて

いるというzTE自身の声明と矛盾 している
150。これらの経営陣と取締役会のメンバーは、

党委員会を通して、株主と政府の両者に対する義務を負つている範囲で、彼らの任務にお

いて固有の利害対立がある。そして、この声明は、中国共産党は、これらの個人を通じて、

おそらく会社の営業活動に影響を及ぼしているという確証を提供している。

独立役員のティモシー ・シュタイナー ト (Timothy Steinert)による宣誓供述書は、以

下に述べることによつて、政府又は党の影響に関する懸念を軽減 しようとしている。

私の経験と私の知る限りでは、zTEの取締役会のメンバーは、中国政府、人民解放軍

又は中国共産党の利益を考慮しなかった
151。

この声明は、委員会の懸念を解消していない。第1に、取締役会で決定されない又は審査

されない会社内で日常的になされている作戦的及び戦略的な決定がある。シュタイナー ト

氏の宣誓供述書は、取締役会にかける前又は取締役会には全くかからないこれらの決定に

おける党委員会の役割については何も述べていない。第2には、ZTEの 党委員会を通 じての

中国共産党の影響は、取締役会に審査のために出された決定文書では表面的には明らかで

ない場合がある。何故ならば、取締役会の少なくとも2人のメンバーが中国共産党のメンバ

ーでもあるので、取締役会の投票が中国共産党の影響なしで行われるかどうかについて知

ることは不可能である。zTEの活動を検討する時又は特定の対策を採決する時、それ らの取

締役会のメンバーは、国の利益のため又は国の利益を追求するために行動するのであり、

あえて党に言及する必要はない。これらの理由から、委員会は、シュタイナー ト氏の宣誓

供述書が
“
ZTEの ビジネス意思決定には政府又は共産党による影響がないことを裏付けてい

る
"と

いうZTEの主張には説得力がないと判断している
152。

最近、ZTEは、党委員会が
“
儀礼及び社交的機能だけを実行する

"こ
とを示唆した。6ヵ

月間、委員会は、zTEに党委員会の役割について尋ねた、しかし、ZTEは全く回答を提供 し

なかった。zTEの事業における党委員会の役割と影響に関するさらなる詳紳な情報がないの

で、委員会は、米国の重要インフラを建設 しようとしている会社内に存在 している内部の

党組織に対する懸念を簡単に軽減することができない。

(ウ)ZTEは 、米国での活動に関する情報を開示することができなかった。
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ZTEは 、140カ国での広範な活動を説明したが、米国の売り上げの95%が 送受話器である

ことを示唆することによって、米国に対する潜在的脅威を矮小化した。ZTE担 当者は、米

国に5つの研究開発センターを保有し、およそ300人を雇用していることを強調した。ZTE

担当者は、地方のインフラとネットワークにおける会社の存在は、地方のブロー ドバン ド

計画という米国の努力を支援していることを示唆しようとした。委員会のスタッフは、こ

の論理を疑つた。そして、ZTE担 当者は、これらのプロジェクトでのZTEの 役割が、彼 ら

がはじめに示唆したように慈善事業又は公共奉仕のためでなく、米国内で
“
足場

ル
を得て、米

国の技術を学ぶためであることを認めた。ZTE担 当者は、彼らが米国市場を学ぶために原

価以下で機器を米国に提供する気があるとさえ認めた。具体的には、委員会と深り|十のZTE

担当者とのミーティングの間に、朱氏は、同社は、米国における足場を得て、米国の技術

と標準規格を理解するために、米国でのプロジェク トで損することをいとわなかつたと述

べた。

現在の米国の活動に関するZTEの 説明は、単に特定の時期の話である。委員会は、委員会

の文書要請に対する回答がないため、会社の契約の範囲又は米国市場へのアクセスについ

て確認することができなかった
153。

度かさなる要請にもかかわらず、zTEは 、米国におけ

るインフラ・プロジェクトに関する詳細な情報を提出しなかつた
154。

また、ZTEは 、故意

に原価以下で入札 したのか、そして如何にその損失に耐えることができたのか、とい うフ

ォローアップ質問に答えることができなかつた。さらに、9月13日の下院 ・情報常設特別委

員会の公聴会で、朱氏は、彼の以前の答えを翻 し、ZTEが これまでに米国で原価以下の入札

をしたことを認めることを拒否した
155。

(工)ZTEは 、知的所有権又は米国の輸出規制法の順守についてどんな回答又証拠も提出

することができなかった。

知的所有権の保護 と米国の輸出規制法の順守は、米国の利益に関連する中心的な懸念で

ある。これらの法律を順守する会社の能力は、ビジネス上の国際行動規範を順守し、国の

影響を受けないという会社の能力を評価する指標 となる。

会社の代表は、ZTEが イランに対して輸出規制品目を売却したという最近の報道について

コメントするのを一
貫して拒絶した

156。
2012年9月18日の公聴会で、ZTEは 、同社がイラ

ンでの活動に関連 した文書又は他の証拠を隠滅 したかどうかを究明する内部調査を実行 し

ていることを認めた
157。

朱氏は、委員会に対 して、それらの活動の範囲、米国の法律の順

守又は文書と証拠の破棄への首脳部の関与を評価するための情報を提供しなかった。zTE

は、何故、ZTEは イランの事業を制限しようとしたか ;zTEは 、イランでの現在の契約を履

行するのか :それ らの契約には監視装置の訓練又は整備を含んでいるか、という委員会か
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らの具体的な書面での質問に答えなかった。さらに、zTEは、ZTEは どんな製品をイランで

売却 したのかという質問に答えることを拒否した。また、zTEは 、イランにおける活動に関

するどんな文書も提供することを拒否 した。

(オ)ZTEは 、研究開発活動、特に軍隊又は政府プロジェク トに関する委員会の質問に対

して、明確な回答を提供することができなかった。

ZTEの背景を考慮すれば、委員会は、zTEの研究開発、特に中国軍又は保安機関のための

研究開発に興味を持っている。これらの情報は、米国において重要インフラを建設 しよう

とする会社が、それらのシステムの脆弱性を発見又は利用する目的を持った研究開発を中

国政府と協力することができるかどうかを、委員会が評価するのを手助けする。

委員会は、特に、中国の政府関連の研究所とZTEとの既知の繋がりに興味がある。たとえ

ば、ZTEの主要な株主の一つである中興信は、西安微電子によつて一部が所有され、その西

安微電子は、国営の研究所である中国航空工業集団公司の子会社であることを、ZTEは認め

ている
158。

中興信の株の170/0は、航天慶宇 (Aerospace Guangyu)によつて所有されている。

航天慶宇は、航空宇宙技術製品等を生産 している国有企業の子会社である
159。

zTEは、こ

れ らの研究所が中国政府のために生産している製品の範囲に関する詳細な情報を求める委

員会の質問に答えることができなかった。そのため、委員会は、それらの技術が軍隊又は

インテリジェンスロ的のために生み出されたものかどうか、を評価することができなかつ

た
160。

中国政府の研究所及び製造会社との繋がりに関連し、委員会は、ZTEの 研究開発活動、

とりわけ、政府、軍隊、保安機関のための活動に関する詳細な情報を求めた。ZTEは 、中

国、フランス及びインドに18の最新技術の研究開発センターを設立し、30,000人以上の研

究者を雇用していると誇らしげに説明した。さらに、ZTEは 、会社の収益の10%が研究開発

に投資されていると主張している。しかし、ZTEは 、ZTEが 開発又は中国政府と軍隊に売

却するかもしれない技術に関する質問に答えることができなかった。委員会と会社担当者

との2012年4月12日のミーティングの間に、独立取締役シュタイナー ト氏は、たまたま国有

企業である中国の電気通信プロバイダのためにZTEが 仕事をすることは、ZTEが 軍隊又は

情報機関のために働いていることを意味しないと述べた。書面での回答を提供する時、ZTE

は、中国軍及び保安機関のための仕事の性質と範囲について、明確な答えを提供すること

を拒否した。むしろ、ZTEが 過去数年の間に政府又はコンノーシアムから受け取つた資金

は、通常の調達プロセスを通 じて、研究開発に携わつている会社が世界中で利用できる類

似資金と区別がつかないと、ZTEは 述べている161。
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ZTEの 研究開発が単に標準的な政府調達プロセスに対応 している限り、委員会は、ZTE

がそれらのプロジェクトの詳細について直接質問に答えることを何故拒否するのかが理解

できない。このために、委員会は、ZTEが 中国軍及び情報部隊又は研究所と連携している

という懸念を軽減することができない。

3.結 論及び提言

委員会は、中国の電気通信機器会社であるフアーウエイとZTE両社の中国政府との繁がり

に関する幾つかの疑義に関する答えを得るために本調査を開始した。数力月の調査を通し

て、ファーウエイとzTEは 、違 う言葉を使いながら、どちらの会社もなぜ米国の国家安全保

障上の利益に対する脅威になるのかという不満を述べようとした。残念なことに、zTEも フ

ァーウエイも完全には調査に協力しなかった。そして、両社は彼らの主張を立証する又は

彼 らの物語を裏付ける文書若 しくは他の証拠を提供 しなかつた。

特に、ファーウエイは、提起されたセキュリティ問題の核心の質問に対 して、回避する

か、国答しないか、又は不完全な回答を提供 した。そして、中国政府との関係及び政府に

よる支援についての質問に直接的な回答を提供しないとい うこれらの会社の怠慢な態度は、

国際的な規則 ・慣行を守る彼らの能力について更なる疑念を抱かせた。

本調査に基づき、委員会は以下の提言を行 う

提言 1:米 国は、中国の電気通信企業による米国の電気通信市場への継続的な進出を問題

視 しなければならない。

o米 国情報コミュニティ (IC)は 、この脅威に対する警戒を怠らず、注視しなければ

ならない。情報コミュニティ (IC)は 、民間企業に対して、脅威情報を出来る限り

提供しなければならない。

o外 国投資委員会 (cFIUS)は、米国の国家安全保障上の利益に対して脅威を与えるフ

ァーウエイとzTEに 関連する取得、買収又は合併を阻止しなければならない。外国投

資委員会 (cFttS)の権限拡大を求める立法上の提案は、関連した議会の委員会によ

る十分な審議を受けなければならない。

o米 国政府のシステム、特にセンシティブなシステムには、ファーウエイ又は ZTE

の機器 (部品を含む)を 使用してはいけない。同様に、政府契約者、特にセンシテ
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ィブな米国プログラムの契約に関係する契約者は、彼らのシステムから ZTE又 は

ファーウエイの機器を除外しなければならない。

提言 2:米 国の民間企業には、ZTE又 はファーウエイと機器又はサービスの取引すること

に関連する長期的なセキュリティ・リスクを考慮することが強く求められている。

米国のネットワーク ・プロバイダとシステム開発者には、彼らのプロジェクトの

ために、ZTEや ハーウエイ以外のベンダーを探すことが強く求められている。利

用可能な機密及び非機密情報に基づけば、ファーウエイとZTEが 外国政府の影響

を受けないということは信用できない。従って、ファーウエイとZTEは 、米国及

び我々のシステムに対 してセキュリティ上の脅威をもたらしている。

提言 3:米 国議会内の本件に関する管轄権を有する委員会と政府内の執行機関は、中国の

電気通信セクターの不正な商慣行を調査しなければならない。そして、主要な企

業に対する中国政府の継続的な財政支援に特別の注意を払わなければならない。

提言 4:中 国企業は、迅速に公開性と透明性を高めなければならない。そして、透明性の

要件を満たし、西側の証券取引所に上場し、彼らの財務情報とサイバーセキュリ

ティ ・プロセスに関する独立した第二者の一貫した調査結果を公表 し、情報と証

拠の開示に関する米国の法的基準を順守 し、そしてすべての知的財産法と国際標

準に従わなければならない。特に、ファーウエイは、より透明性を高め米国の法

的義務に敏感にならなければならない。

提言 5i米 国議会の本件に関する管轄権を有する委員会は、国家と結びついた電気通信企

業又は重要インフラの建設をまかせられない企業がもたらす リスクに対応するた

めの法律を考慮しなければならない。そのような法律は、民間企業間の情報共有

と外国投資委員会 (CFIUS)の 役割を増大するであろう。(了)

1胡、「ファーゥェィ 公開状」onttneowsJ.com/pubhcたesources/documents
Huawei20110205.p弧アクセス 2012年 8月 2日 )

2先進のコンピュータ技術を開発 した米国のスリーリーフ社 (3LeaOと の 2010年 の取引により受領
した資産を、ファーウエイは意図的に売却する提言を外国投資委員会 (CFIUS)が 提出した時、フ
ァーウエイの手紙は 2011年 2月 に発簡された。シンディ ・ライス (Shayntt Raice)「委員会はフ

ァークエイの取引に反対する提言をする構えである。」ウオール ・ス トリー ト・ジャーナル (2011
年 2月 1 1日)

3この報告書の秘密の付属文書は、情報源及びインテ リジェンスコミュニティの優先順位に関する情報
だけでない、議論に関する秘密情報の両方を提供 している。

4スティ_ブ ンM.ツナルディ、ジェームズ Rピ ーレン及びテレンス K.クリー 「重大なインフラの相互

依存を特定 ・理解。分析する。」米電気電子技術者協会 (IEEE)コ ン トロールシステム誌、2001年
12月
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5元国家対情報局長のロバー ト・.ブ ライアント氏は、次のことを最近指摘 した。「インサイダー脅威

は我々のコミュニティによつて トップの課題であり続けている。米国政府の人員、施設、情報、機

器、ネットワーク及びシステムを含む資源への、合法的なアクセス権を持った個人が、米国のセキ
ュリティを害するためにそのアクセス権を使用する時にインサイダーの脅威は生起する。悪意のあ

るインサイダーは、計り知れない損害を与えることができる。彼 らは、我々の前線後方にマルウエ

アを植え付けることができ、我が国の最も重要な努力を危 うくすることができる。過去の 100年 間

で、最も被害の大きかった米国カウンターインテリジェンスの失敗は、隠された動機を持ったイン

サイダーに実行された。」http7/巾 nC破・govAssues/ithreat/index.php
6FBI、 インテブジェンス紀要、「サプライチェーン中毒 :信頼できるソフトウェアとハー ドウェアの

完全性に対する脅威」2011年 6月 27日
7国家対情報局、外国の経済収集及び産業スパイに関する議会報告、「サイバー空間で米国の経済秘密

を窃取 している外国のスパイ」(2011年 10月 ワシン トンDC)
8米国議会、米中経済及びセキュツティ調査 2011年 年次報告 (2011年 ワシン トンDC)
9米国標準技術院 (■lIST)SIISTER7622草 案 「連邦情報システムのためのサプライチェーンリスク管

理の試験」
10共 同記者会見、2012年 3月 29日 、シ ドニー、オース トラリア。httpi〃wttpm、 宮o立aぜpressottce/

transcript・jOht‐press‐conference'sydBeン
11エ ヨニミス ト誌 「ファーシエイ :世界を怯えさす会社、エコノミス ト誌、2012年 8月 4日
12米国議会、米中経済セキュリティ調査 2011年の年次報告 (2011年ワシン トンDC)
13国家対情報局、外国の経済収集及び産業スパイに関する議会報告、「サイバー空間で米国の経済秘密
を窃取している外国のスパイ」(2011年 10月 ワシントンDC)

〕45と 同じ 情報委員会スタッフのサイバーセキュリティ専門家とのインタビュー

155と 同じ
16国 防科学委員会、国防総省ノフ トウェアに対 して外国の影響がもたらす任務への影響に関する報告

書 2007年 9月
17国家のセキュリティ上の要求により、国家のセキュリティ組織は、どんな組織または個人が所有 し

ている電子通信器具、機器、及び他の同様な器材を査察する。中華人民共和国の国家保安法 (第 11

条)
18国 防科学委員会、国防総省ソフ トウェアヘの外国の影響がもたらす任務への影響に関する報告書、

2007年 9月
19ノ ースロップ ・グラマン、米中経済 ・安全保障調査委員会に提出された 「情報優位の獲得 :中国の

コンピュータ 。ネットワーク作戦とサイバースパイ行為」2012年 3月 7日
20「顔の見えない任氏の長い行進」エコノミス ト詰、2011年 6月 2日
21FBI、 インテリジェンス紀要 「サプライチェーン中毒 :信頼できるソフ トウェアとハー ドウェアの

完全性に対する脅威」2011年 6月 27日
22zTE、 情報委員会への提出、2012年 7月 3日 、ZTE、 情報委員会への提出、2012年 8月 3日 、胡
氏、ファーウエイ 公 開書簡 http:〃onhne,wsJ.com/pubhc/resowces/

documents/Huawei20110205,pdf(アクセス 2012年 8月 2日 )

英国がサイバーセキュリティ評価センター (CSEC)の 建設についてファーウエイと契約を締結 した
時、元英国政府の CIOで あったジョン・サフォーク氏が、ファーウエイのグローバルセキュリティ ・

オフィサーであった。ジョン ・サフォーク氏は、サイバーセキュリティとサプライチェーンを国際
的な懸念であることを認め、出来るならば、国際標準設立機関ですべての製品が審査されるという
問題の解決を主唱した。サフォーク氏は、今の時代は、技術が、制度を適応させる我々の能力より

速く進歩していることを強調 した。鍵 となる前提は、セキュリティが全部のシステム ・アプローチ
を必要とするということで、そして、すべてのシステムが幾つかのポイン トで破壊 されるというこ

とである。従って、サフォーク氏の見解は電気通信会社と政府は、最も懸念される分野のリスク管
理をし、多様性と適応性を植え付け、そして結果に対応することを学ばなければならない。サフォ
ーク氏は、すべてのネットワーク ・ノリューションのエン ドツーエン ドのプロバイダでありたいと
いうファーウエイの願望が、サプライチェーン懸念に対する彼の提案 した供給の多様性に依存する
解決策と一致しないことを認めた。サフォーク氏と情報委員会とのミーティング 2012年 2月 23日

23ァ ンダーソンR,とフローリア S、証明と評価 :セキュリティ経済学の展望、未来技術と工場オー ト
メーション(2009年)

24ヶ ン ・トンプソン、信用を信用することについての考祭、チュー リング賞講義 (1984年)
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25ゲ ルウィン ・クライン、OSカ ーヽネルの正式な検証、オペレーティングシステムの原理に関するシ

ンポジウム、ビッグスカー、MT、 USA:計 算機学会 (2009年 )
26ダ ニェル ・ジャクノン、マーティン ・トーマス、 リネットI.ミレット、信頼できるシステムのため

のソフ トウェア :十分な証拠 ?正 真正銘信頼できるソフ トウェアシステム委員会、国家研究会議 (全

米アカデミー ・プレス、2007年 )
27下 院規則、112回議会、規貝」10(3)
28中 国のサイバースパイ活動から米国を保護するために戦略を理解 ,開発することは、米国のカウン

ターインテリジェンスの義務の 1つ である。多くのレポー トは、インテツジェンスコミュニティが、

カウンターインテリジェンス任務の遂行に苦闘し続けていることを示唆している。元国家対情報局

長ミシェル・ヴァン・クリーブ氏は、
“
米国政府は外国のインテリジェンス活動を評価するのが遅く、

米国の外交政策の目標又は国家安全保障上の利益に対する脅威に対応できていない
"と

説明した。
“
ミシェル ・ヴァン ・クリーブ

"“
第 2章 、国家対情報局長と国家カウンターインテリジェンスの任

務 :何ができて、何ができないか、それは何故、何がそうしないで、そlンて、なぜか
“
21世 紀のセ

キュリティ材も戦、62
29国 家対情報局、外国の経済収集及び産業スパイに関する議会報告、「サイバー空間で米国の経済秘密

を窃取 している外国のスパイ」(2011年 10月 ワシン トンDC)
302012年 6月 12日 、委員会の文書要請に対して ZTEは 、1つ の文書を提供した。:そのサイバーセ

キュリティ対策の概要。ファーウエイは、会社のウェブサイ トで公開された資料又は既に公開され

た資料以外の文書を提供 しなかった。2012年 9月 13日 のとアリングの後、「内部のコンプライアン

ス ロプログラム (ICP)」 という題名の文書と2012年 3月 に日付が入つている文書を提供した。そ
の文書は、取引管理方針に関してファーウエイの内部の方針をまとめものであった。 フ ァーウエイ

は、委員会が彼 らの法令順守又は方針の実行を評価できる材料を提供しなかつた。また、ファーウ
エイは、ジョン ・サフォークによって準備された 「サイバーセキュリティの展望」及びイランでの

その営業に関するファーウエイの公式声明のコピーを提供した。
3い情報常設特別委員会、中国の電気通信機器会社ファーウエイとZTEに よりもたらされるセキュソテ

ィ脅威の調査に関係するとアリング、112回議会、第 2回 セッション (2012年 9月 13日 )
32関 連する事柄のセンシティブと報復と解雇からこれ らの証人を保護するために、委員会はこれ らの

個人の身元を秘密にしておくことに決めた。
33米 中委員会が強調 したように、インシデン トは国家が後援 していると見られる状況証拠により、ア

クターが、民間でなく国家にとつて重要な国防及び外交4情報を標的にしているとい うことには説得

力がある。米国議会、2011年 米中経済セキュリティ調査委員会報告 (2011年 ワシン トンDC59)
34(原 文に記載なし)
35米 国議会、2011年 米中経済セキュリティ調査委員会報告 (2011年 ワシントンDC 59・60)
36zTE、 情報委員会への提出文書 2012年 7月 3日 ,3
37人 民解放軍との討議、2012年 7月 、ファーウエイは、2012年 9月 13日 のヒア リングの後の記録

のための質問に答えて、国家機密への懸念を否定した。委員会は、ファーウエイがその主張を立証

することができる内部文書の提供をなぜ拒否したかについて疑間を持っている。 さらに、ファーウ
エイが党委員会に所属する個人のリス トを提供することができなかったことは、委員会が国家機密

に対する懸念を信 じている一つの例である。さもなければ、そのような情報を提供することができ

なかったファーウエイの怠慢は、説明できない。
38フ ァ_ゥ ェイ投資&ホ ールディングス、2011年 年次報告、7
39胡 “

ファーシエイ公開書簡 http!〃Onhne,wsJ.coII1/pubttcたesources
/documents/Huawei20110205 pdf(ア クセス 2012年 8月 2日 )

40そ のレポー トは、ファーウェイは、人民解放軍参謀本部の総参謀本部の情報工学院 (中国軍の電気

通信研究に対 して責任を有する)の 部長であつた任正非 (レン ・ツェンフェイ)氏 により倉」設され

た。ファーウエイは、中国軍との深い繋がりを維持 している。中国軍は、ファーウエイの政治的後

援者及び研究開発のパー トナーとしてだけでなく、重要な顧客として多面的な役割を果たしている。

政府 と軍隊は、ファーシエイをナショナルチャンピオンとして宣伝 している。そして、同社は、現

在中国の最大手の、最も成長の早い、最も印象的な電気通信装置メーカーである。中国国防企業の

新 しい方向、ランドコーポラション、218‐219、http 7/ww.rand.org/pubs/111onographs/

2005月孔Ar嘔D_ 生ヽG334 pd二
4】「尋_と、 217・219
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42ェ コノミス ト誌
"フ

ァーウエイ i世界を怯えさせる会社
"エ ヨノミス ト誌、2012年 8月 4日

httpふヽ MeconOmist,com/node/21559929(アクセス 2012年 9月 30日)
43ュハ .サ_リ ネン

“
分析 :実際は誰がファーウエイを所有しているのか

わ
ITニ ュース、2012年 5

月 28日

44胡 "フ
ァー ウエイ公開書簡、http7/onlhe ws3‐COm/publicたesources/

dOcuments/Huawe120110205.pdf(アクセス 2012年 8月 2日 )
45リ チャー ド・マグレガー、党 : 中国の共産主義の統治者の秘密の世界、2010:204

46フ ァ_ゥ ェイ、情報委員会への提出 2012年 7月 3日
47情 報常設特別委員会、中国の電気通信機器会社 ファーウエイと ZTEに よりもた らされるセキュ リテ

ィ脅威の調査に関関す るヒア リング、112回議会、第 2回 セ ッシ ョン (2012年 9月 13日 )
48フ ァ_ゥ ェイ、投資 とホールデ ィングス、2011年 の年次報告、2

49フ ァ_ゥ エイ、2012年 9月 25日、記録のための質問への回答
50フ ァ_ゥ エイ、2012年 9月 25日 、記録のための質問への回答、6‐7
51フ ァ_ゥ エイ担当者 とのインタビュー、2012年 2月 23日
52フ ァ_ゥ ェイ担当者 とのインタビュー、2012年 2月 23日
53フ ァ_ゥ ェイ担当者 とのインタビュー、2012年 2月 23日
54マ イク ・ロジャーズとダッチ ・ルペースブーグ、ファー ウエイヘの書簡 2012年 6月 12日 、

“
2012

年 6月 12日 の書簡への回答
"2012年

7月 3日
55フ ァ_ゥ ェイ、2012年 2月 23日 に先立って提供 された株主協定 と題す る文書
50ジ ョン ・リー、「ファー ゥェィの向こう側」、 ビジネス ・スペクテイター、2012年 3

月 3 0日
57米 国議会、米中経済及びセキュ リテ ィ調査 2011年 年次報告 (2011年 ワシン トン DC)
58同 上
59情 報常設特別委員会、中国の電気通信機器会社 ファー ウエイと ZTEに よりもた らされるセキュ リテ

ィ脅威の調査に関係す るヒア リング、112回 議会、第 2回 セ ッション (2012年 9月 13日 )
60フ ァ_ゥ エイ、情報常任特別委員会への提出、2012年 6月 3日 、1
61同 上

62同 上
63フ ァ_ゥ ェイ、2012年 7月 2日 に提出、7‐15
64中国が 1990年代に統制経済から移行した時、中国企業は外国の資本市場から資本を

集めることに特別な困難を経験したことを強調している。それには、最もセンシティブ

なことは、長い間会社を運営している社内の党委員会の役割を如何に説明するかが含ま

れる。 リ チャー ド・マグレガー、党 :中国の共産主義の統治者の秘密の世界、2010

年 :47:ジ ョン・リー、「ファーゥェィの向こう側」、ビジネス ・スペクテイター、2012

年 3月 30日
65フ ァ_ゥ ェイ、情報常設特別委員会への提出、2012年、7月 3日 、2
66同 上
G7ジ ョン ・リー、「ファーゥェィの向こう側」、ビジネス ・スペクテイター、2012年 3月 30日 ;リチ

ャー ド・マグレガー、党 :中国の共産主義の統治者の秘密の世界、2010年
68リチャ_ド ・マグレガー、党 i中国の共産主義の統治者の秘密の世界、2010年 :72

69任 氏 との ミーテ ィング、2012年 5月 23日
70フ ァ_ゥ エイ、情報常設特別委員会への提出、2012年、7月 3日
7]フ ァ_ゥ エイ担当者は、中国がその時に序列シテムを中止 したと述べた。ファーウエイ担当者との

インタビュー (2012年 2月 23日 )
72フ ァ_ゥ ェイの担当者は、任氏が元人民解放軍の将軍であるという噂は、ユーロン (」ulong)と混

同した結果であると示唆 した。ユーロンは、中国の国有企業の電気通信会社で、その会長が人民解
放軍の少将である。情報常設特別委員会とファーウエイの担当者とのインタビュー2012年 2月 13

日
73フ ァ_ゥ ェイ、2012年 9月 25日 、記録のために情報委員会の質問に対す る回答、8
74フ ァ_ゥ ェイ、2012年 9月 25日 、記録のために情報委員会の質問に対す る回答、8
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75フ ァ_ゥ ェイは、3)500RM□を投資したチェン ・ジャンヤン (Chen」inyang)は、中国通商部の

26歳 のマネージャーであると主張した。
76フ ァ_ゥ ェイ担当者とのインタビュー、2012年 2月 13日
77フ ァ_ゥ ェイ担当者とのインタビュー、2012年 2月 13日
78朝氏とのインタビュー、2012年 2月 23日
79中国の政治経済学の学者は、ナショナルチャンピオンは、セクターの戦略的重要性と中国の国益の

ために選定され、財政的に支援され、さもなければ国により支えられることを示唆した。ジョン ・

リー (」ohn Lee)“ファーウエイの他の一面
"ビ

ジネス ・スペクタイター 2012年 3月 30日
80情報常設特別委員会への提出、2012年 7月 3日 、19
81同上
82フ ァ_ゥ ェイ担当者とのインタビュー2012年 2月 23日 ;ファーウエイの説明、2012年 2月 23目
83フ ァ_ゥ ェイ担当者とのインタビュー、2012年 2月 23日
84フ ァ_ゥ ェイ、情報常設特別委員会への提出、2012年 7月 3日 、19・20
86マイク ・ロジャーズとダッチ ・ルペースブーグ、ファーウエイヘの書衝 2012年 6月 12日、6
86フ ァ_ゥ ェイ、情報常設特別委員会への提出 2012年 7月 3日 、19 2ヽ0
87フ ァ_ゥ ェイ代表との電話会談、2012年 6月
88フ ァ_ゥ ェイ、情報常設特別委員会への提出 2012年 7月 3日 、20。21
89ジ ョン 。リー (JOhn Lee)“ファーウエイの他の一面

ル
ビジネス ・スペクテイター 2012年 3月 30

日
90エ コニミス ト誌 フ ァーウエイ :世界を怯えさす会社、エコノミス ト誌、2012年 8月 4日 、

http7wwwieconomist.coコ/node/21559929(アクセス 2012年 9月 30日 )
91情報常設特別委員会、中国の電気通信会社ファーウエイとZTEに よりもたらされるセキュリティ脅

威の調査に関関するヒアリング、112回議会、第 2回 セッション (2012年9月 13日)
92フ ァ_ゥ ェイ、2011年 11月 8日 のスライ ドによる説明
93フ ァ_ゥ ェイ、記録のための情報委員会の質問に対する回答、2012年 9月 25日 、1
94同上
95同上
96フ ァ_ゥ ェイ担当者とのインタビュー、2012年 2月 23日
97フ ァ_ゥ ェイ、企業説明、2012年 2月 23日 、26
98フ ァ_ゥ ェイ、情報常設特別委員会への提出 2012年 7月 3日 、2
99フ ァーウエイ、企業説明、2012年 2月 23日 、27
100フ ァーウエイ、記録のための情報委員会の質問に対する回答、2012年 9月 25日 、2
101フ ァーウエイ担当者 とのインタビュー、2012年 2月 23日
102情報常設特別委員会、中国の電気通信会社ファーウエイとZTEに よりもたらされるセキュリティ
脅威の調査に関関するとア リング、112回議会、第 2回 セッション (2012年 9月 13日)

103フ ァ_ゥ ェイ、情報常設特別委員会への提出 2012年 7月 3日 、21
104フ ァーウエイ担当者 とのインタビュー、2012年 2月 23日
105任 正非氏、ファーウエイ BT部 及びファーウエイ英国におけるスピーチ、2007年 6月 30日 、フ

ァーウエイ詰改善第 58号 の引用
106商務省は、国防総省 と協力 し、国の重要な電気通信基盤が直面しているサイバー リスクの全ての

範囲を理解するために、民間部門から情報を求めた。商務省は、彼 らのネットワークのセキュリ
ティに関するより良い情報を集めるために、米国に拠点を置く会社の多数に、国防製造法に基づ

く調査を行つた。この情報の調査は現在実施中である。
107委 員会は、ファーシエイに、非公開会議で又は提供された情報を非公開とする合意の下で、米国

のネットワークのセキュリティを評価するために必要な情報を提供する多数の機会を与えた。フ

ァーウエイは、そのような申tン出を拒否し、その代わ りに単にそのような情報は秘密であると主
張した。委員会は、これ らの会社によってもたらされるリスクを評価するという委員会の義務を
果たすために、これ らの情報を入手し続けるつもりである。

108外 交委員会、米国に対する不公正な貿易慣行に関するヒアリング、第 112議会、第 2セ ッション

(2012年7月 19日 )
109フ ァーウエイ担当者 とのインタビュー、2012年 2月 23日
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1 1 0従 業 員 とのイ ンタ ビュー

111ジ ョン ・リー “
ファーウエイの他の一面

"ビ
ジネス ,スペクテイター、2012年 3月 30日

112フ ァ_ゥ ェイ担当者とのインタビュー、2012年 2月 23日
113フ ァ_ゥ ェイ、情報常設特別委員会への提出 2012年 7月 3日
〕14フ ァ_ゥ ェイの従業員とのインタビュー

115フ ァ_ゥ ェイの従業員とのインタビュー

116産 業専門家とのインタビュー

117フ ァ_ゥ ェイの代表者は、委員会スタッフに、このプレゼンテーションを使 うことがマッキンゼ
ーの著作権保護に違反することを認めた。ファーウエイ、スライ ド、(マッキンゼー社の使用を使

用 した)2011年 11月の説明資料、ファーウエイの担当者とのインタビュー、2012年 2月 13日
118フ ァ_ゥ ェイ担当者とのインタビュー、2012年 2月 13日
119同 上
120マ ーガライ ト・リア ドン、

“
ファーウエイはコピーを認める。

カ
ライ トリーディング、2003年 3月

25日 httpふヽ Mlightrea tt cOm/docuElent.asp?doc id=30269(アクセス 2012年 3月 13日
121同 上

122情 報常設特別委員会、中国の電気通信会社 ファー ウエイ とZTEに よりもた らされ るセキュ リティ

脅威の調査に関関す るヒア リング、112回議会、第 2回 セ ッション (2012年 9月 13日 )
123フ ァ_ゥ ェイ、情報常設特別委員会への提出 2012年 7月 3日 、6
124同 上
1 2 5同 上、5‐6

126同 上、3‐4
127同 上、3
128フ ァ_ゥ ェイ担当者 とのインタビュー、2012年 2月 23日
129フ ァ_ゥ エイ、2012年 9月 25日 、記録のための情報委員会の質問に対す る回答、12
130同 上

131フ ァ_ゥ エイ内部の Eメ ール、 日付 2011年 7月 1日
132同 上

133フ ァ_ゥ ェイの元従業員 とのインタビュー

134フ ァ_ゥ ェイの元従業員 とのインタビュー

135フ ァ_ゥ ェイ、スライ ド説明、 日付 2011年 11月 、8
136zTE、  2012を F8月 3日 t是出、 12‐17
137zTE、 情報常設特別委員会への提出、2012年 8月 3日 、23
138zTE、  2011年 年報、 68‐69
139国家

“
第 12次5か年計画』は、国内の電気通信業の更なる発達に推進力を提供した。

"ZTE、
2011

年年報、69
140zTEの 担当者とのミーティング、2012年 4月 12日 、深り||、中国
141zTE、 情報常設特別委員会への提出、2012年 7月 3日
142同 上、4
143同 上
144米 中委員会によって委任されたレポー トは次のように述べている。:“中国の ITセ クターは複合型

防衛産業と考えられることができる。そして、軍顧客の需要に適合することにより、商業市場に
おいて成功することができる。中国の電気通信市場は、その国内最大のメンバー、例えばハー ド

ウェアとネットワークの巨人ファーウエイ、ZTE及 びダータンによつて、かなり影響される。こ

れ らの会社 と一
部のより小型の会社は、彼 らの強い国内及び国外の商業指向のため、必ず しも直

接人民解放章又は C41SR近 代化との関連があるわけでない。しかし、彼 らは、このデジタル三角
形モデルにより、国の研究所及び政府資金提供プログラムから直接利益を得ることができる。

“
ノ

ースロップ ・グラマン、米中経済 ・安全保障調査委員会に提出された 「情報優位の獲得 :中国の
コンピュータ ・ネットワーク作戦とサイバースパイ行為」2012年 3月 7日

]45zTE、 情報常設特別委員会への提出、2012年 7月 3日 、2
146同 上、9
]47同 上
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シン トンポス ト、2012年 7月 13日
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