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「米 中貿易摩擦 の 影響 につい
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米国は7月 か ら9月 にかけて 、中国 による知的財産権侵害を理 由に、総計で年 間 2500億
ドル相 当の中国製品 に25%の 追加 関税 の適用を 開始 しま した。これ に対 して、中国も報復
措置 として、総計で年間 1100億 ドル相 当の米 国製品 に5〜 25%の 追加 関税を適用 しま し
た。こう した貿易摩擦激化等 による日本経済へ の影響 について 、 11月 1日 に日本銀行が公
表 しま した 「経済・ 物価情勢 の展望 (通 称 、展望 レポ ー ト)」 で取 り上げていますので 、
ご紹介 します。

まず、過去 に海外経済の不確実性が高ま り、海外経済 に関する リスクが顕在化 した、①

2008年 、2009年 の リーマ ンシ ョック前後 、② 2015年 、2016年 の新興国経済減速期 、に
お ける分析 をも とに、海外経済発の リス クシナ リオが実現 するか否かの判断 として以下の
点 に留意 し、チェ ックする ことが必要 としています。
第 一 に、企業のマイ ン ドを表す ビジネスサ ーベ イ、例えば、新規輸 出受注 PMI(購 買担
当者景気指数 )や 短観 (短 期経済観測調査 )の 業況判断 DIな どの企業マイ ン ドの動 きに何
らかの変調が来 していないか ということです。上述の過去 2回 の局面で は、最初 にこれ ら
企業マイ ン ドを表 す指標が大幅 に低下するな どの動 きがみ られ ま した。ただ し、 こう した
企業サ ーベ イが悪化 しても、必ず しも実体経済 に深刻な影響を与える とは限 りませんの
で、第二のチ ェックポ イン トとしては、実質輸 出の動向が重要 にな ります。実質輸 出が落
ち込む と、設備投資へ の波及等も含め、実体経済 に与えるマイナス 面の影響が大 き くな
り、そうなる と警戒感 を高め る ことが必 要 とな ります。
それで は、今 回の局面をみてみま しょう。全 国短観 (10月 1日 公表 )の 業況判断 DIは 、
改善傾 向にはやや 一服感がみ られますが、その水準 は比較的高 いレベル を維持 していま
す。また、新規輸出受注 PMIは 幾分低下 している うえ、実質輸 出も足 も と不冴えの動きが
み られていますが、 これ は自然災害 による供給制約の影響が大 きいことが主因 とみ られ る
うえ、2018年 度の設備投資 は旺盛な計画が 維持 されています。
こう したなか、 日本銀行 の全国の本店・ 支店か ら企業 へ の ヒア リング (10月 18日 公表
「さ くらレポ ー ト」 )に よ ります と、一部生産用機械 メーカーな どか らは 「米 中貿易摩擦
の影響か どうかは不 明なが らも、足 も と中国向け受注が鈍 化 している」 といつた声が聞か
れ ますが、多 くは 「米 中貿易摩擦 による顧 客 の設備投資マイ ン ドヘ の影 響が懸念 され る

が、現時点で投資を先送 りする動きはみられていない」とか、「グローバルな生産計画を
抜本的に見直すことは考えていない」としており、足もと、貿易摩擦の影響はさほど顕現
化 していないようです。こうしたヒアリングを踏まえましても、10月 時点では米中貿易摩
擦 による影響はまだ限定的と言えそうです。
ただし、先行きは、「サプライチェーンが多国間にまたがつて複雑化するもとで、貿易
摩擦の影響は見極め難 いが、今後の受注減少を懸念 している」 とか 「安価な中国製品の流
入による国内市況への影響を懸念する」など、懸念を深めている先が多くみられます。貿
易摩擦の影響の経路や規模は、実際に受注が変調をきたすまでわからない面もあります。
状況は時々刻々と変化 しますので、日本経済、県内経済への影響等を引き続き注視 したい
と思います。
(日 本銀行松山支店長・ 堂野敦司氏)

