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「米中貿易戦争」の激化から1年
̶  米中関税競争の影響が顕在化。未だ落とし所の見えない
米中貿易戦争の行方̶

1．はじめに
　トランプ大統領は政権発足以来、中国に対して
強硬な通商政策スタンスを採用し、18 年以降は通
商交渉手段として中国からの輸入品に対して関税
強化策を相次いで実行してきた。
　特に、中国による知的財産権の侵害を理由に、
18 年 7 月から通商法 301 条に基づいて実施されて
いる関税強化策では、中国からの輸入品の半額相
当に追加関税を賦課し、年内にはほぼ全ての輸入
品に関税が賦課される見込みとなっている（8 月
30 日、本稿執筆時点）。これに対し、中国も対抗
措置として米国からの輸入品の 7 割程度に対して
制裁関税を賦課するなど、米中貿易戦争は関税競
争の様相を呈している。
　このような関税競争から 1 年が経過し、米中貿
易や家計負担など経済への影響が次第に明らかに

なってきた。また、トランプ大統領による予測不
能な通商政策や米中関税競争の長期化に伴い、企
業景況感が大幅に悪化しており、今後の企業設備
投資への影響も懸念されている。
　本稿では、2 章でこれまでの米中関税競争が米
経済に与えた影響を検証する。また、3 章では今
後の米経済への影響を見極める上で重要な米中貿
易戦争の行方について論じる。結論から言えば、
米中貿易戦争が関税競争の範疇

ちゅう

に収まっていれば、
経済への影響が限定的だが、安全保障に絡み米中
デカップリング（切り離し）を目指す場合には、
景気後退も含め米経済に大きな下振れリスクとな
ろうと言うものだ。ただし、米政府内で対中政策
に対するコンセンサスが欠如していることから、
米中貿易戦争の落とし所や経済への影響は非常に
不透明な状況と言わざるを得ない。

Point
❶  トランプ大統領による関税を多用する強硬な対中通商政策と、中国からの対抗措置による米中関税
競争から1年が経過。

❷  米中関税競争に伴い、貿易額の減少、家計負担の増加、企業景況感の悪化・設備投資の抑制など、
米経済への影響が顕在化。

❸  今後の米中貿易戦争の焦点は、関税競争から中国を念頭においた投資や輸出規制強化などの安全保
障分野に絡む議論へ。

❹  最終的に米中貿易戦争が通商交渉合意で終息するのか、米中デカップリング（切り離し）まで目指
すのか予断を許さない状況。
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2．  米中貿易戦争激化から1年。経済への影響
が顕在化

（米中関税競争）：18年以降に相次いで実施され
た関税強化策
　トランプ政権は 18 年以降中国に対する関税強
化策を相次いで実行してきた。通商法 201 条に基
づき、太陽光パネルや大型家庭用洗濯機などにセー
ブガード措置を発動したほか、安全保障を理由に
通商拡大法 232 条に基づき、鉄鋼製品に 25％、ア
ルミ製品に 10％の追加関税措置を決定した。
　さらに、不公正な貿易慣行に対して輸入制限措
置を認める通商法 301 条に基づき、中国による知
的財産権の侵害に対処するための一環として、中
国からの輸入品に対して追加関税措置を実施して
いる。
　特に、301 条に基づく措置では 18 年 7 月に対中
輸入 340 億ドルに対する 25％の追加関税（第 1 弾）
を皮切りに、第 3 弾となる 2,000 億ドルまで段階
的に関税策を強化してきた（図表 1）。この結果、
現在（8 月 30 日時点）では第 1 弾から第 3 弾まで
の合計で 18 年の対中輸入額（5,400 億ドル）のお
よそ半分に当たる 2,500 億ドルに対して 25％の追
加関税が賦課される状況となっている。

　なお、関税対象となった主要な品目は、第 1 弾
では産業機械、第 2 弾では半導体、第 3 弾では産
業機械、電気機器に加え家具などの消費財が含ま
れている。
　一方、中国は対抗措置として、米国の第 1 弾と
第 2 弾に対応して、米国からの輸入品に米国と同
金額（合計 500 億ドル）、同関税率（25％）の追
加関税を賦課したほか、第 3 弾に対応して米国か
らの輸入 600 億ドルに対して最大 25％ 1 の複数の
関税率を適用している。この結果、中国からの対
抗措置は第 3 弾までの合計が 1,100 億ドルと 18 年
の対米輸入額（1,530 億ドル 2）の 7 割程度となっ
た。中国からの主要な関税対象品は第 1 弾が大豆、
自動車、第 2 弾が液化天然ガス（LNG）など、第
3 弾では一般機械、電気機器、木材などとなって
いる。
　なお、トランプ政権は第 4 弾として中国からの
輸入品 3,000 億ドルに対しても 9 月と 12 月の 2
回に分けて追加関税を賦課するほか、10 月 1 日か
ら既に関税策を実施している第 1 ～ 3 弾について
も関税率を 30％に引き上げる方針を示唆してい
る。
　これに対して、中国も 9 月と 12 月の 2 回に分

1    6 月 1 日から 600 億ドル（リスト 1 ～ 4）の関税率が、リスト 1 は 10％から 25％に、リスト 2 は 10％から 20％にリスト 3 が 5％
から 10％に引き上げられることが発表された。リスト 4 は 5％の関税率に据え置き。

2    中国政府発表、米国政府発表の対中輸出額（1,200 億ドル）とは齟
そ ご

齬がある。

図表 1　通商法 301 条に基づく米国の対中関税と中国の制裁措置

既
実
施

2018 年
7月 6日

米 【第 1弾】対中輸入額 340億ドル（818品目）に 25％

中 【第 1弾】対米輸入額 340億ドル（545品目）に 25％

8月23日
米 【第 2弾】対中輸入額 160億ドル（279品目）に 25％

中 【第 2弾】対米輸入額 160億ドル（333品目）に 25％

9月24日
米 【第 3弾】対中輸入額 2,000 億ドル（5,745 品目）に 10％

中 【第 3弾】対米輸入額 600億ドル（5,207 品目）に 5～ 10％

2019 年
5月10日

米 【第 3弾】の関税率を引き上げ（10％→ 25％）

6月1日 中 【第 3弾】の関税率を最大 25％に引き上げ

実
施
予
定

9月1日
米 【第 4弾 A】対中輸入額 1,120 億ドル（2,117 品目）に 15％

中 【第 4弾】対米輸入額 750億ドル（5,078 品目）のうち、1,717 品目の関税率を 5～ 10％引き上げ

10月 1日 米 【第 1～ 3弾】の関税率を引き上げ（25％→ 30％）

12月 15日
米 【第 4弾 B】対中輸入額 1,600 億ドル（555品目）に 15％

中 【第 4弾】対米輸入額 750億ドル（5,078 品目）のうち、3,361 品目の関税率を 5～ 10％引き上げ

（注）8月 30日時点
出所：USTR、CRS、各種報道よりニッセイ基礎研究所作成

「米中貿易戦争」の激化から1年
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けてすでに関税策を実施している品目を中心に
750 億ドルに対して関税率の引き上げる対抗措置
を示している。このため米中関税競争は依然とし
て流動的な状況となっている。

（米中貿易への影響）：制裁対象品の貿易額が大幅
に減少
　米中関税競争に伴う米中貿易への影響をみると、
米国の対中貿易赤字（財のみ）は 301 条に基づく
関税強化策が開始された 18 年第 3 四半期が前年
同期比で +12.4％となったほか、第 4 四半期も同
+16.2％となっており、対中貿易赤字の縮小を狙っ
た当初の政策意図とは逆に対中貿易赤字は拡大し
たことが分かる（図表 2）。これは、関税強化策に
もかかわらず、一部関税賦課前の駆け込み需要で
対中輸入額が増加したほか、中国からの対抗措置
もあって中国向け輸出額が減少したことが大きい。
　もっとも、19 年第 1 四半期には対中輸入額が前
年同期比で▲ 13.9％と大幅な減少に転じたほか、
対中貿易赤字も同▲ 11.9％と減少に転じており、
関税競争が成果を上げてきた。
　また、制裁対象品の貿易動向を仔細にみると、
301 条に基づく第 1 弾の対象品目の輸入額は前年
同期比で 18 年第 3 四半期が▲ 15.3％と減少した
ほか、第 2 弾も第 4 四半期が▲ 26.6％、第 3 弾も
19 年第 1 四半期が▲ 29.7％と大幅な減少に転じて
おり、関税強化が制裁対象品目の貿易額を減少さ

せている状況が確認できる。さらに、中国からの
対抗措置の影響についても、第 1 弾で制裁対象と
なった米国産大豆の対中輸出額は前年同期比で
18 年第 3 四半期が▲ 92.3％、第 4 四半期も同
▲ 97.8％と 9 割を超える大幅な落ち込みとなった
ほか、19 年第 1 四半期も同▲ 29.2％と落ち込みが
続いており、対抗措置の効果が確認できる。米国
農産物輸出の大幅な減少はトランプ大統領の支持
基盤である米国農家にとって大打撃だろう。

（関税負担）：対中関税引き上げ分は最終価格に転
嫁、米国の家計負担は上昇
　対中関税の引き上げは、中国の輸出業者が関税
に見合う分の価格引き下げを行わない限り、輸入
者である米国の家計や企業が負担を負うことにな
る。18 年以降の対中関税強化策から 1 年以上経過
し、価格転嫁の状況が次第に明らかになってきた。
　ニューヨーク連銀の Amiti 氏らは 19 年 3 月に
発表した論文 3 で、制裁対象品の関税強化策実施
前後の価格データなどの分析を通じて、価格転嫁
の状況を推計した。この結果、同論文は輸入業者
が関税負担分を価格に転嫁しているほか、制裁対
象品を製造する米国業者が便乗値上げをすること
で、対中関税引き上げ分が、ほぼ完全に米国内物
価に転嫁されていると結論づけた。また、企業は
関税負担を回避するために、1,360 億ドル分の輸
入、290 億ドル分の輸出が失われたか、貿易相手

3    “THE IMPACT OF THE 2018 TRADE WAR ON U.S. PRICES AND WELFARE” https://www.nber.org/papers/w25672.pdf

図表 2　米国の対中貿易額（財のみ）

対中輸出 対中輸入 対中貿易収支
うち大豆 うち第 1弾 うち第 2弾 うち第３弾

金額
（億ドル）

前年
同期比
（％）

金額
（億ドル）

前年
同期比
（％）

金額
（億ドル）

前年
同期比
（％）

金額
（億ドル）

前年
同期比
（％）

金額
（億ドル）

前年
同期比
（％）

金額
（億ドル）

前年
同期比
（％）

金額
（億ドル）

前年
同期比
（％）

2018Q1 323 9.9 24 ▲ 27.4 1,231 13.7 58 6.9 37 27.5 486 15.2 ▲ 908 15.1

2018Q2 318 8.1 5 ▲ 15.5 1,269 4.5 64 6.7 39 14.9 516 8.4 ▲ 951 3.3

2018Q3 292 ▲ 8.0 1 ▲ 92.3 1,450 7.6 50 ▲ 15.3 42 20.7 568 16.8 ▲ 1,159 12.4

2018Q4 269 ▲ 31.6 1 ▲ 97.8 1,447 2.8 43 ▲ 28.6 29 ▲ 26.6 499 0.9 ▲ 1,178 16.2

2019Q1 260 ▲ 19.6 17 ▲ 29.2 1,060 ▲ 13.9 42 ▲ 27.6 23 ▲ 37.6 341 ▲ 29.7 ▲ 800 ▲ 11.9

（注）センサスベース。対中制裁品に関する輸入額は米国国際貿易委員会（ITC）データベースなどからジェトロが試算
出所：センサスベース、ジェトロよりニッセイ基礎研究所が作成
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先の変更を余儀なくされたと試算した。
　さらに、Amiti 氏は同論文の成果を踏まえて、米
中関税競争に伴う家計負担への影響を試算し、第
3 弾の 25％関税が賦課された現状で、家計の年間
負担増加額は 1,060 億ドル、1 世帯当たりおよそ
830 ドルに上るとした 4。これには、関税分の価格
転嫁に伴う米国内の関税負担増の 210 ドルに加
え、関税回避のために輸入先を中国より非効率的
な先に移すことで失われる経済損失の 620 ドルが
含まれる。同氏は関税率が高くなると輸入先変更
に伴う損失額が大きくなるとしている。
　ちなみに、トランプ大統領が 18 年から実施し
ている税制改革に伴う世帯平均の減税額は 1,600
ドル 5 と試算されており、対中関税強化に伴う家
計負担増加額は現状で減税額の半分程度に上るこ
とが分かる。仮に、トランプ大統領が第 4 弾まで
追加関税を賦課する場合には、関税対象額が現状
から倍近くになるため、家計負担増加額が個人向
け減税の効果を完全に相殺する可能性が高い。
　
（企業景況感）：企業景況感悪化に伴う設備投資抑
制の可能性
　米国企業には製造業を中心に関税を多用するト
ランプ大統領の予測不能な通商政策に対する懸念
が強まっている。製造業の業界団体である全米製
造業協会（NAM）による企業景況感調査では、08
年第 2 四半期に 97 年の統計開始以来最高となる
63.6 をつけた後、19 年第 2 四半期には 53.2 と大
統領選挙直後の 16 年第 4 四半期以来の水準まで
低下している（図表 3）。
　また、今後 1 年間の設備投資計画も昨年第 2 四
半期に +4.1％の統計開始以来最高となった後、足
元の +2.2％まで大幅に下方修正されてきた。さら
に、経営優先課題に関する調査では、「貿易の不透
明感」が「熟練労働力の確保」に次いで 2 番目と
これまでで最も高い順位となった。このような結

果を踏まえて NAM は、景況感の悪化や設備投資
の計画の下方修正の要因として海外需要に対する
懸念に加えて、通商政策の不透明感を指摘してい
る。
　一方、7 月 8 日付けの日経新聞が、米中貿易戦
争の長期化に伴い、中国からインドやベトナムな
ど中国外への生産移管を表明したり、検討したり
する主要なグローバル企業が 50 社を超えたと報
道した。同記事では米中貿易戦争が企業の経営戦
略に影響している状況が指摘されている。
　生産拠点の変更も含めた設備投資計画は長期的
な視点から判断する必要があるが、トランプ大統
領の通商政策が予測不能なことや、20 年の大統領
選挙の結果次第では、中国に対する通商政策など
が大幅に変更される可能性もあり、企業は設備投
資などで難しい経営判断を求められているといえ
よう。
　
3．米中貿易戦争の行方
（米中通商交渉）：米中関税競争が再燃
　6 月下旬の米中首脳会談では、米中貿易交渉の
再開、対中関税第 4 弾の先送り、中国が大量の米
国産農産物・食料を購入すること、安全保障に問

4    https://libertystreeteconomics.newyorkfed.org/2019/05/new-china-tariffs-increase-costs-to-us-households.html?mod=article_inline
5    https://www.npr.org/2017/12/19/571754894/charts-see-how-much-of-gop-tax-cuts-will-go-to-the-middle-class

図表 3　  製造業センチメント、設備投資計画
（NAM調査）
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（注）  全米製造業協会（NAM）が420社に対して四半期ごとに
実施している景況感調査。

出所：NAMよりニッセイ基礎研究所作成
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題がない範囲で米国製品をファーウェイに売却す
ること、などが合意されたようだ。
　しかしながら、トランプ大統領は前述のように
8 月上旬に第 4 弾の先送り方針を撤回し、追加関
税を実施する方針に転換したほか、すでに実施し
ている関税策の関税率の引き上げを示唆している
ため、関税競争が再燃再燃している。
　一方、米経済は 20 兆ドルを超える規模があり、
外需の依存度も低いため、仮に中国からの輸入全
額に 25％程度の関税が賦課される場合でも GDP
への影響は年間▲ 0.2％～▲ 0.3％程度とみられて
いる。このため、米中貿易戦争が関税競争の範疇
に収まっている限り、マクロでみた経済の影響は
限定的といえる。
　ただし、米中貿易戦争が通商交渉の範疇を超え
て、「米中覇権争い」とも呼ばれる安全保障分野の
議論に発展してきており、その動向次第では米中
経済がデカップリング状態となる可能性も一部で
指摘されている。これは懸念材料だ。
　
（米中覇権争い）：米中貿易戦争の最終合意に関す
る政府内のコンセンサスはない
　米国では、17 年 12 月に「国家安全保障戦略」6

が発表され、中国がロシアと並び「技術、宣伝お
よび強制力を用い、米国の国益や価値観と対極に
ある世界を形成しようとする修正主義勢力」と位
置づけられたほか、「米国の知的財産を盗用し自由
な社会の技術を不当に利用する者から、自国の安
全保障の基盤技術を守る」ことが明記された。
　また、国家安全保障戦略を踏まえ、18 年 8 月に
成立した 2019 会計年度国防授権法（NDAA）では、
企業買収や投資による重要技術の流出を防ぐため
の対米投資規制強化の仕組みとして外国投資リス
ク審査現代化法（FIRRMA）、重要技術の国外流
出を防ぐための輸出管理規制強化の仕組みとして
輸出管理改革法（ECRA）が盛り込まれた。さらに、
ファーウェイや ZTE など、中国製通信機器など

の政府調達を禁止することも盛り込まれた。
　現状、これら投資規制や輸出規制については具
体的な運用方法も含めて完全施行に向けた準備が
進められている状況であり、どの程度厳格な規制
となるか未だ流動的である。仮に安全保障を優先
させて、これらの規制が厳格に適用される場合に
は最終的に米中経済がデカップリングまで行き着
く可能性も指摘されている。また、安全保障優先
で経済コストが犠牲にされる結果、米景気後退に
陥るリスクを指摘する声も一部にある。
　一方、最終的に米国が米中貿易戦争を通商交渉
の範疇で終息させるのか、安全保障を理由に米中
経済のデカップリングまで目指すのか、政府内に
コンセンサスはないようだ。米国のシンクタンク
である外交問題評議会（CFR）の中国担当シニア
フェローのエリザベス・エコノミー氏は「より多
くの米製品の輸入、より大きな市場アクセス、そ
して IT 技術の保護等で良しとする立場から、米
中経済のデカップリング（切り離し）を求める立
場にいたるまで、アメリカ側にはさまざまな意見
がある」と指摘し、「米中間に合意がないだけでな
く、それぞれの国内においても、何をもって成功
とみなすかの合意は存在しない」と外交雑誌

『フォーリン・アフェアーズ』（19 年 7 月号）に見
解を示している。
　前述の米中首脳会談後に行われたトランプ大統
領の記者会見では、中国を有益なパートナーと明
言し、ファーウェイに米製品販売を認めるなど一
連の輸出規制の流れとは異なる考えを示した。こ
のため、短期的に関税競争が再燃するとしても、
同大統領が 20 年の大統領選挙に向けた成果とす
るためにも、中国が米製品の輸入を増加させるな
どの通商合意で手打ちする可能性は高いとみられ
る。一方、米政権内や議会からの圧力で米中デカッ
プリングに政策の舵がきられる可能性も残されて
おり、米中貿易戦争の米経済への影響は非常に不
透明である。

6    https://jp.usembassy.gov/ja/national-security-strategy-factsheet-ja/
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