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主要経済指標I

2018年第2四半期は、中国の GDP 成長率

が前年同期比で6.7%増となり、3年（12四半

期）連続で6.7%から6.9%の成長率を実現し

ました。結果として、2018年上半期までの

GDP 合計額は41.90 兆元に達しました。

全体的な経済パフォーマンスは市場の期待

を裏切らなかったものの、上海及び深セン

株価指数が上半期までにそれぞれ14%と

15%下落し、特に第2四半期に顕著な下落

が見られました。この原因は、金融政策によ

る流動性の引き締めや米中間の貿易摩擦

であると考えられます。これにより、投資家

の信頼や人民元の為替レート、企業マイン

ドに影響が及び、将来的に経済の押し下げ

要因になると予想されます。

さらに最近では、国際通貨基金（IMF）のラ

ガルド専務理事が、このところの貿易摩擦

による世界経済の成長鈍化に懸念を表明し

ています。最悪のシナリオでは、世界の

GDP を0.5%押し下げることが予測されてい

ます。

米中間での貿易摩擦が継続した場合、中
国政府が講じた様々な措置にもかかわら
ず、世界的な経済への影響は回避できな
い模様です。

一方で、中国では第2四半期において、都

市部の失業率が5%未満を維持したため、

雇用市場は好況を見せました。当該失業率

は、2016年以降で最も低い数値となってい

ます。

今後、中国政府は成長目標達成のために、

財政政策と金融政策の両方を調整していく

ことが予想されます。このような調整は、貿

易摩擦等に基因する経済成長鈍化に対す

るリスクヘッジとなることでしょう。具体的に

は、中国共産党中央委員会政治局の直近

の会合で、指導部は住宅価格の上昇を確

実に抑制することに加え、2018年下半期に

は積極的な財政政策と慎重な金融政策に

よる安定成長を維持することが決定されま

した。

データの出所: 特に明記しない限り、データは中国国家統計局、Wind及び中国人民銀行の情報に拠る。
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図表 1: 四半期毎 GDP 数値、並びに四半期及び年間 GDP 成長率
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2018年上半期は、1次、2次及び3次産業

の生産高はそれぞれ2.21兆元、16.93兆元

及び22.76 兆元を記録しました。

3次産業、すなわちサービスセクターは

GDPの54.3%を占めており、前年同期比

で7.6%増と高い成長率を実現しました。一

方で 1次産業（GDPの5.3%を占める）及び

2次産業（同40.4%を占める）の成長率は

それぞれ3.2%及び6.1%でした。

詳細を見ると、3次産業は上半期には経済

成長全体の60.05%に寄与し、前年同期比

で2.8%増加しました。同様に2次産業と1
次産業の経済成長への貢献度はそれぞ

れ36.7%及び2.8%でした。

上半期までに、最終消費支出は経済成長

の78.5%を占め、経済成長を牽引する最も

重要な要素であると言えます。一方で、総

資本形成（従来の国内投資総額）が経済

成長の31.4%を占め、財・サービスの純輸

出が経済成長に対しマイナス9.9%貢献し

ました。
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上半期には、固定資産投資総額が29.73
兆元に達し、前年同期比で6.0%増加し、前

四半期から1.6%減少しました。政府及び企

業による借金投機の停止（レバレッジの解

消）が投資減速の主な要因となっています。

政策による後押しを受け、翌四半期以降は

固定資産投資総額が増加に転じ、現状の

水準よりも1から2パーセント高い成長率が

期待されます。

投資総額の増加率はGDP成長率をわずか

に下回っていますが、民間投資が前年同期

比1.2%増（2017年比で2.9%増）の8.4%の

成長となり、18.45 兆元の規模に達しました。

民間投資は重要な指標であり、投資総額

の58.9%を占め、上半期には投資成長の

81.5%に貢献しました。民間投資は経済予

測に敏感に反応し、市場への信頼がより如

実に反映されます。今年から、中国がより

多くの規制分野を民間に開放しているため、

下半期及びそれ以降も民間投資の伸びが

予測されます。

セクターごとでは、上半期に、1次産業の固

定資産投資総額が9.9億元、2次産業が

109.9億元、3次産業が177.6億元を記録し、

それぞれ13.5%、3.8%、6.8%増加しました。

2次産業の固定資産投資総額はわずか

3.8%増に留まりましたが、製造業の投資は

6.8%増（前四半期から3%増）を記録しまし

た。同時期における工業分野の投資は

3.9%増加し、鉱業は0.2%と微増し、電気・

ガス・水道分野の投資は10.3%減少しまし

た。政府の方針転換により、インフラ投資が

ペースダウンしましたが、翌四半期以降は

公益事業分野の投資が回復する見込みで

す。

一方、3次産業の固定資産投資総額は規模

が最大であり、投資全体の60%を占めてい

ます。このうち、製造業での投資が上半期

には7.3%増加し（前四半期から13.4%増）、

前年同期と比べると成長が鈍化しました。

特に民間消費の増加が顕著で、文化・ス

ポーツ・娯楽に対する支出が17.5%増加しま

した。コンピュータ、通信機器及びその他電

子機器製造の投資が19.7%増加し、教育へ

の投資が11.2%増加しました。これらの分野

では、全体的な固定資産の成長度合いと比

較すると、より高い成長率を実現しました。
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図表 3: 固定資産投資
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マクロコントロールと全国的な政策の引き

締めにもかかわらず、不動産価格の上昇

が続いています。例えば、上半期までに、

販売済み床面積が3.3%増の7億7143万
平方メートルに達し、商業ビルの販売価格

は13.2%増の6.69 兆元を記録し、住宅の

販売価格は14.8%上昇しました。

結果として、習近平指導部は住宅価格上

昇の引き締めに動いています。習国家主

席の就任以降、住宅市場の加熱に対する

明示的な引き締めに言及がなされたのは

初めてです。

6月までに、不動産投資額が前年同期比

で9.7%増加し、5.55 兆元（名目値）に達し

ました。このうち、3.90 兆元又は投資総額

の70.2%は住居用ビルへの投資です。

一方、不動産価格の上昇に伴い、土地購

入と調達資金の増加率がそれぞれ7.2%
増（前四半期から0.5%増）及び4.6%増

（前四半期から3.1%増）となりました。

第2四半期は、不動産ディベロッパーに

とって、資金調達がある程度柔軟になりま

した。1月から6月にかけて、調達資金が前

年同期比で4.6%増加（前四半期から3.1%
増加）し、7.93 兆元に達しました。資金全

体では、国内ローン（1.23 兆元）が15.5%
（第1四半期は18.9%）を占め、前年同期比

で7.9%減少しました。これは、マクロコント

ロール政策の下では、銀行融資はディベ

ロッパーにとって有利ではないことを意味

します。このトレンドは下半期も継続する

見通しです。

自己資金調達（2.55 兆元）は32.2%（第1
四半期は31.1%）を占め、前年同期比で

9.7%増加しました（第1四半期の成長率は

5.1%）。

その他の資金には預金及び前渡金（2.61 
兆元）が含まれ、12.5%増加しました。個人

住宅ローン（1.15 兆元）は前年同期比4.0%
減と、下落し続けています。

習近平指導部が不動産価格の加熱抑制に

動いているため、下半期は不動産関連の規

制が強化されるものと予想されます。従っ

て、投資額と販売床面積の伸びが抑えら

れ、不動産価格の下落も考えられます。
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図表 4: 不動産業の成長率
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中国 購買担当者景況指数（PMI）を見ると、

製造業では4月から6月までそれぞれ

51.4%、51.9%、51.5%と推移しました。6月
のPMIは5月をわずかに下回りましたが、

第2四半期全体のPMIは前四半期を上回

りました。このことから、製造業が依然とし

て拡大していることが示唆されます。激化

する米中貿易摩擦により、今後PMIが影響

を受けることが予想されます。しかしながら、

製造業の発展を予測する上で、国内の経

済パフォーマンスは依然として重要な要素

であることには変わりはありません。

6月までに大企業のPMIは52.9%を維持し、

中・小企業のPMIはそれぞれ49.9% （3月
は50.4%）及び49.8%（同50.1%）に留まり

ました。通常、中小企業のPMIは大企業の

それよりも約3%小さい値となります。

製造指数と新規発注指数は6月までにそれ

ぞれ53.6%（3月は53.1%）及び53.2%（同

53.3%）となりました。これらの指数は、その

他の経済指標よりも高い結果となりました。

ただ、原材料在庫指数と雇用指数は6月ま

でに基準を下回り、それぞれ48.8%（3月は

49.3%）及び49.0%（同48.1%）となりました。

第1四半期同様に、製造業における原材料

在庫と被雇用者数は2017年末からそれほ

ど増加していないことが読み取れます。

一方で、非製造業PMIは製造業のそれを

上回り、事業活動指数は6月には55.0%（3
月は54.6%）を記録しました。

サービスセクターの非製造業PMIは6月に

は54.0%（3月は53.6%）と、前四半期から

わずかに回復しました。これは、サービスセ

クターの堅調な実績と一致しています。

鉄道、航空、電気通信、衛星通信サービス、

金融サービス、そして建設分野の事業活動

指数は6月に60%を記録し、3月の55.0%を

大幅に上回りました。

他方、陸運及び資本市場サービスの事業

活動指数は、上海と深センの株式市場に

おける株価の急落を受けて、6月には50%
を割り込みました。

下半期は製造業PMIが引き続き基準値を

超える見込みですが、上半期よりは勢いが

いくぶん弱まる見通しです。非製造業PMI

については、現状の好調さを維持すること

が予想されます。
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図表 5: 購買担当者景況指数
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本年上半期、特定の売上規模を有する企

業の工業付加価値は前年同期比で6.7%増

（第1四半期は実質ベースで6.8%増）を記録

しました。 しかし単月で見ると、6月は6.0%
増に留まり、5月と比較して0.8%減少しまし

た。成長率は堅調で、過去3年の同時期と

比較して大きな変動はありません。本年下

半期の工業付加価値の数値は引き続き同

様のペースで成長することが予想されます。

6月、製造業の工業付加価値は前年同期比

で6.0%増加し、公益事業セクターは同9.2%
増、鉱業セクターは同2.7%増となりました。

同様に41の主要産業のうち、37産業で前年

同期比での成長が見られました。このうち、

自動車産業（14.0%増）、機械（11.5%増）、

コンピュータ及び通信・その他電子機器製

造（10.9増）が2桁成長を記録しました。

なかでも、自動車産業全体の生産アウト

プットが上半期までに前年同期比10.1%増

加し、第1四半期よりも高い実績を残しまし

た。

具体的には、自動車生産台数（1430万台）

が全体で3.5%増加し、このうちセダン（583
万台）が5.6%増、そしてSUV（483万台）が

3.6%増を記録しました。

新エネ車の販売台数は第1四半期のペース

を下回るものの、上半期で前年同期比

88.1%増の47.6万台を記録しました。単月で

見ると、6月の販売は前月比36.6%増とペー

スダウンしました。

自動車産業における安定した生産から、上

半期の経済全体の安定性が示唆されます。

今後数ヶ月間はこのトレンドを維持するもの

とみられます。

一方で、特定の売上規模に達する企業の利

益率は上半期には前年同期比で17.2%と伸

びを見せました。これは主に、製造コストが

下落する中で価格が上昇したためです。さら

に、これらの企業のレバレッジ比率が継続し

て下落しています。

第1四半期と同様に、国内外の経済が好調

であるため、工業付加価値及び大企業利益

率が下半期も増加するものと見込まれます。
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図表 6: 工業付加価値
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民間消費が上半期における中国GDPの最

大の成長要因であり、GDPの78.5%（第1四
半期は61.6%）を占めており、前年同期比で

9.4%増加しました。民間消費は総資本形成

よりも47.1%多くGDP成長率に貢献していま

す（GDPに対する総資本形成は31.4%、財・

サービスの純輸出はマイナス9.9%）。

上半期の消費財の小売総売上高は前年同

期比で9.4%増（第1四半期は9.8%増、第2四
半期は9.0%増）の18.0 兆元を記録しました。

種類別では、ケータリング消費が前年同期

比9.9%増となり、財の小売売上高は同7.6%
増（第1四半期は9.8%増）となりました。化粧

品の売上高は前年同期比14.2%増（第1四半

期は16.1%増）、家電製品は同10.6%増（第1
四半期は11.4%増）でした。衣料、食料雑貨

類、食品（食用油を含む）はそれぞれ前年同

期比10.1%増、12.6%増、9.8%増となりまし

た。

Eコマースの総売上高は4.08（第1四半期は

1.93）兆元に達し、上半期の結果は前年同期

比で30.1%増となりました。

Eコマースの売上高は消費財売上高の

17.4%を占め、前年同期比で3.6%上昇してい

ます。

Eコマースの中でも、有形財が小売売上高の

17.4%を占め（前年同期比3.6%増）、3.12 （第
1四半期は1.46）兆元に達し、29.8%増加（第

1四半期は34.4%増加）しました。

一人当たり可処分所得（名目金額）は、前年

同期比8.7%増（インフレ調整後、実質的に

6.7%増）の14,063元に達しました。結果とし

て、一人当たり個人消費が前年同期比8.8%
増の 5,162元となりました。

民間消費の成長率（8.7%）は、個人消費の

成長率（8.8%）と連動していることがわかりま

す。第1四半期と比較して、消費者は所得額

をわずかに上回る金額を支出する傾向が見

られます。

消費財小売及び一人当たり可処分所得の水

準は中国経済のバックボーンであると考えら

れ、これらの指標は今年、さらにはそれ以降

も堅調な伸びが予測されます。
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図表 7: 消費財小売売上高の成長率
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激化する米中貿易摩擦による中国貿易全

体に対する影響はまだ限定的との見方が

大勢です。ですが依然として、上半期の輸

出入の成長は第1四半期よりも鈍くなりまし

た。

上半期の輸出入総額は14.12（第1四半期は

6.75）兆元となり、前年同期比で7.9%増（第

1四半期は9.4%増）となりました。具体的に

は、輸出が前年同期比4.9%増（第1四半期

は7.4%増）の7.51（第1四半期は3.54）兆元

に達し、輸入は同11.5%増（第1四半期は

11.7%増）の6.61（第1四半期は3.21）兆元を

記録しました。

結果として、上半期の貿易黒字は0.90（第1
四半期は0.33）兆元となり、前年同期比で

は26.7%減少しました。

これまでと同様に、一般貿易は全貿易の

59%を占め、上半期は12.2%増となり、前年

同期比で2.3%増加しました。機械製品が中

国の輸出の大半を占め（58.6%）、上半期に

は前年同期比7%増を記録しました。

しかし6月には、輸出入総額の成長率が

4.3%と前年同期に比べペースダウンしまし

た。

上半期の中国の主要貿易相手国・地域と

の実績を見ると、EU（貿易成長率5.3%）、

米国（同5.2%）及びASEAN（同11%）が貿易

総額の41%を占め、一帯一路沿線上の

国々との貿易額が大幅に増加しました。例

えば、中東欧16ヶ国との貿易額は14.7%増

加しました。

他方で、中国民間企業の輸出入は貿易総

額の39.1%を占め、前年同期比で1.2%増加

しました。さらに、民間企業は中国の輸出の

47.5%を担っており、貿易拡大の最大の原

動力です。

米国との貿易額は1.93 兆元（貿易総額の

約13.7%を占める）に達し、前年同期比で

5.2%増加しました。対米輸出は1.39 兆元と

5.7%増加し、対米輸入は0.54 兆元で4%増

加しました。

最近の米中貿易摩擦の懸念から、中国の

対米輸出入の動向には不確実性が伴いま

す。

中国の貿易に悪影響が出た場合、GDP成
長の抑制は避けられない状況です。しかし

長期的には中国経済へのダメージは限定

的であると考えられます。
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図表 9: 四半期ごとの貿易収支
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生産者物価指数（PPI）は上半期に前年同

期比3.9%上昇し、昨年に比べてより合理

的な水準に戻ったと言えます。4月から6月
まで、PPIはそれぞれ前年同期比で3.4%、

4.1%、4.7%増加しました。

詳細を見ると、生産設備の価格が5.1%（6
月は6.1%）増加し、PPI全体が上昇しまし

た。例えば、鉱業及び採石業の価格が

5.1%（6月は11.5%）増加し、原材料価格が

6.7%（6月は8.8%）増加しました。一方、消

費財価格は0.3%（6月は0.4%）増とわずか

に上昇しました。

このような価格上昇は石油（石油及び天然

ガス採取）価格の上昇によるものであり、

石油価格は上半期までに17.0%（6月は

32.7%）増加しました。

現在の石油価格である1バレル70米ドル（人

民元換算で476 元*）は合理的であり、一部

のアナリストの間では米国による対イランの

制裁により、下半期には石油価格が押し上

げられるとの見方があります。そうなった場

合、中国のPPIは高水準を維持することが

予想されます。

比較的高水準なPPIと比較して、消費者物

価指数（CPI）の成長率は安定しています。

上半期にCPIは前年同期比で2.0%上昇しま

した。6月は、CPIが同1.9%伸び、前月比で

は0.1%減とわずかに下落しました。

輸送用燃料価格が石油価格上昇の影響を

受け前年同期比で9.4%上昇し、ヘルスケア

（健康管理）価格が5.5%上昇しました。

一方、豚肉価格が12.5%下落しました。中国

では豚肉が最も人気の高い食品であること

から、下半期にはこの影響により食品価格、

さらにはCPIが全体的に上昇するものと予

想されます。他方、卵の価格が前年同期比

で17.5%の上昇に留まり、結果として、食品

全体の価格は1.2%の上昇と限定的でした。

消費財の価格は1.5%上昇し、このうちサー

ビスの価格は2.7%増加しました。

総括すると、全体的なCPIは下半期も現行

水準を維持するものと見られ、同時に燃料

価格は再度上昇する可能性があります。ヘ

ルスケア価格の継続的な伸びを見ると、将

来的には持続不可能な水準に達するものと

予想されます。
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図表 10: 生産者物価指数（PPI）及び消費者物価指数（CPI）

* 換算率は2018年8月27日現在の為替レートに基づく。



政策アップデート
Ⅱ

●中国はより多くの産業への外資参入を

開放しており、特に金融と自動車製造の規

制緩和に注力。今後、これらの政策の実施

細則が公布される予定。

2018年6月、中国発展改革委員会（発改

委）と商務部は共同で、外資参入を規制す

る最新のスリム化されたネガティブリストを

公布し、当該ネガティブリストは7月28日に

発効しました。発改委によると、ネガティブ

リスト方式では、当該リストに該当しない分

野の外資参入が「届出」方式により管理さ

れます。最新のネガティブリストは63の分

野から48の分野へ簡素化され、同時に金

融、運輸、プロフェッショナルサービス、イン

フラ、エネルギー、資源及び農業を含む22
の分野が部分的又は全面的に外資に開放

されています。

詳細を見ると、金融、インフラ建設、運輸、

流通、文化娯楽を含むサービスセクターが

以前にも増して開放されています。例えば、

中国政府は銀行業を完全に開放（外資出

資比率の制限を撤廃）し、同時に証券会社、

投資ファンド運営会社（ミューチュアル・ファ

ンド）、先物会社、生命保険会社及びプロ

フェッショナルサービス会社における外資

出資比率の上限を51%に引き上げました。

2021年には、中国政府は金融セクターの

外資への完全開放（外資出資比率制限の

完全撤廃）を予定しています。このタイミン

グで、多数の外資系銀行が支店又は拠点

を中国、特に上海に設立することが予想さ

れます。中国国内で運営される外資系銀

行は市場シェア拡大と事業規模拡大を目

的として、より多くの投資を行うことが予測

されます。
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また、中国政府は工業分野をまるごと外資

に開放することを決定しました。主な分野

には自動車、造船、そして航空産業が含ま

れます。特に自動車生産に関しては、新エ

ネ車と特別車両の生産に対する外資参入

の規制を撤廃（外資出資比率の制限を撤

廃）し、さらに2020年までに商用車の規制

を完全に撤廃し、同様に2022年までに乗

用車の規制を完全に取り消す考えを中国

政府が発表しています。従って、2022年ま

でに全ての自動車生産分野において外資

に対する規制が完全に取り払われることに

なります。そのため、直近ではTeslaが、米

国外で最大規模となるギガファクトリー3と
称する工場を上海に設立し、年間50万台

の電気自動車を生産する方針を打ち出し

ました。

さらに、中国政府は農業とエネルギー分野

における外資参入規制を緩和しました。具

体的には、小麦とトウモロコシを除く農作物

の種子に対する投資制限が撤廃され、貴

金属及び希少鉱物の探査・採掘、並びに

グラファイトの探査・採掘、レアアース（希

土類）の精錬及び分離、タングステンの精

錬の規制が撤廃されています。

● 中国の積極的財政政策及び慎重な金

融政策はより前向きで、柔軟かつ有効にな

る模様。

7月31日、習近平指導部は、経済の安定化

と健全な成長を確保するために、中国共産

党政治局中央委員会の会議にてより強力

な政策的支援を要求しました。

具体的には、財政政策により内需喚起と

構造改革をこれまで以上に推進し、金融政

策により流動性を合理的かつ十分な水準

で維持することが掲げられました。

さらに注目すべきは、「安定化」という表現

が新華社通信公表による議事録から、6回
登場している点であり、具体的には雇用の

安定化、並びに金融・貿易・外国直接投資

（FDI）・国内投資・期待の安定化に言及が

なされました。会議の中で強調されたその

他の経済政策には以下が含まれます: 

• サプライサイド構造改革の推進

• 余剰生産能力の削減

• インフラ改善（インフラ投資の拡大）

• 企業コストの削減

• レバレッジ比率の継続的な引下げ、並

びにその水準と速度の慎重なモニタリ

ング（経済成長への悪影響回避のた

め）

• 有効な改革施策・措置の打ち出し

• 上昇し続ける住宅価格の確実な抑制

（不動産セクターに対するマクロ・プ

ルーデンスの強化）

結果として、政府による政策は経済発展に

大きく影響しますが、今後の政策では第3
及び第4四半期のGDP成長率の維持を最

優先とするものと予想されます。
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重要トピックの分析
Ⅲ

● 2018年下半期の人民元為替レートの

展望

対米ドルの人民元為替レートは、米国連邦

準備制度理事会による利上げの決定やド

ル高、米中貿易摩擦、中国株式市場の乱高

下等の要因により、6月中旬から急激に下

落しました。7月初旬には人民元相場は対

米ドルでいくぶん上昇したものの、人民元の

動向が市場関係者の注目を再び集めてい

ます。以下に、2018年下半期の人民元為替

レートの展望をご紹介します。

6.0
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6.2
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6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

図表 1: 対米ドルでの人民元為替レートの推移 (2017年7月6日～2018年7月6日) (日次)

直近での人民元安（対米ドル）にもかかわら

ず、6月15日から7月4日までの間に人民元

が対米ドルで最大で3.95%値を下げました。

1ヶ月間と3ヶ月間の間隔で見ると、7月9日現

在、対米ドルでの人民元安の最大幅はそれ

ぞれ3.2%と4.7%でした。ですが、6ヶ月と

12ヶ月間隔で見てみると、人民元の値下げ

幅は前者では1.28%と小幅で、後者では

2.79%値上げしています。さらに期間を長く

し、3年、5年、10年間隔で見ると、人民元は

対米ドルでそれぞれ8%安、5%安、4%高と

なっています。
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図表 2:対米ドルでの人民元為替レートの推移 (2017年7月6日～2018年7月6日) (年次)

出所: Wind

従って、米ドルに対する人民元の変動を長

期的に見ると、現在の為替レートである1ド
ル6.6元は驚くべき数値ではなく、多くのア

ナリストが人民元は依然として高値で推移

していると見ています。例えば、人民元は

過去2年間で米ドルに対し3.46%値を下げ

ましたが、同期間においてユーロに対し

10.80%値上がりしました。人民元の為替

レートは日本円、英ポンド、カナダドル及び

その他主要先進国の通貨に対しわずかに

値下がりしましたが、全体的な為替レート

は基本的に安定を維持してきました。
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中国外国為替取引システム（CFETS）が2015
年12月11日に正式にリリースしたCFETS 
RMB Exchange Rate Index（人民元為替

レート指数）は今年6月中旬から下旬にかけ

て下落したものの、通貨バスケットに対する人

民元の為替レートは上昇基調にあることが示

されています。過去の米ドルに対する人民元

の値下げによる全体的な人民元為替レートへ

の影響は限定的であり、長期的な人民元高

のトレンドが維持されています。

図表 3: 人民元対主要通貨 (2006年7月6日～2018年7月6日) (日次)
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図表 4: 中国外国為替取引システム（CFETS）人民元為替レート指数 (週次)

出所: Wind

第一に、変動為替相場制に基づく人民元為

替レート形成メカニズムの改革は依然として

初期段階にあり、これは一定期間における一

方的な人民元の上昇又は下落は過去のもの

となり、主要先進国通貨に対する人民元為替

レートは定期的に双方向の変動が確保される

ことを意味します。さらに、改革の初期段階の

結果から、市場メカニズムに基づく人民元為

替レート形成メカニズムの構築にはさらに長

い時間を必要とすることが示され、投機筋に

よる利益目的の市場操作に直面した場合に

は、政策当局による介入の可能性は残されて

います。加えて、市場動向により為替レートが

重大な影響を受け、それに対する市場メカニ

ズムが不十分又は対応不可能な場合には、

市場ベースの相場形成メカニズムの安定化と

醸成がより重要性を増すことが示されていま

す。過去40年間の改革開放を振り返ると、中

国経済の発展に対する偉大な貢献は場当た

り的な施策ではなく、時間をかけて洗練され

た先進的施策によってもたらされてきたことが

明らかです。これは、為替レート改革にも同様

のことが言えます。

出所: Wind
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図表 5: 月次米ドル指数（実績値）:主要通貨 (1973年3月 = 100) (2006年6月～2018年6月)

第二に、米国経済の予想を超えた回復と、連

邦準備制度理事会による利上げを背景とした

米ドル指数の上昇が、人民元の米ドルに対す

る値下げの主な要因となっています。米ドル

指数が既に過去最高水準に達しているため、

下半期におけるさらなる上昇は限定的である

と考えられます。さらに、米国のトランプ大統

領が、過度のドル高は米国経済の回復の足

かせになると主張しています。加えて、米国政

府は以前にも増して貿易赤字に敏感になって

おり、複数の国に対して同時に保護主義的政

策を発動しています。ドル高は、米国政府に

よる貿易赤字削減の障害となり、米国製品の

価格面での競争力を削ぐことになります。換

言すると、トランプ政権によるこれ以上のドル

高は容認されず、為替レートはドル安に転じ

ることが予想されます。しかし、市場ベースの

米ドルの購買力は依然として強く（往々にし

て、米国政府が意図するよりも強くなる傾向

にある）、この動きをあなどることはできませ

ん。

出所: Wind

図表 6: 米国フェデラルファンド金利及び同時期の米ドル指数 (日次) (2014年7月6日～2018年7月6日)
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市場関係者の予測では、2018年下半期に

は、米連邦準備制度理事会が2度の利上げ

に踏み切るとの見方が主流です。これによ

り、米ドルの為替レートが対人民元で上昇し、

人民元の対米ドル相場が乱高下する可能性

があります。それでも、中長期的な為替レート

の変動は経済成長の度合いに連動します。

実際、米国での直近の利上げは米ドル指数

の上昇の引き金とはなっていません。

第三に、米政府が中国製品に対し追加で関

税を適用すると公表した時点で、人民元の対

米ドルでの下落を引き起こし、中国株式市場

の低迷に拍車をかけ、結果として人民元安を

さらに進めることとなりました。仮にトランプ政

権が今後、2000億ドル（人民元換算で約1.63 
兆元 *）相当の中国製品にさらなる関税を課す

ことを決定した場合、米ドルに対する人民元の

さらなる継続的下落が予想されます。同様に

中国政府が報復関税を発動した場合、米中

貿易摩擦の激化により、人民元相場の重大

な変動は避けられません。

市場メカニズムと人民元相場形成メカニズム

により、大規模な人民元安は、米政府による

中国製品に対する追加の関税の効果を相殺

することになるでしょう。人民元指数が全体的

に（つまり、通貨バスケットに対し）下落するな

らば、米政府による中国製品に対する関税の

影響は軽減されることになります。

出所: Wind

米国フェデラルファンド金利 (日次) 米ドル指数
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上海総合指数 対米ドル人民元為替レート

図表 7: 対米ドル人民元為替レート及び同時期の上海総合指数の動向 (日次) (1996年7月1日～2018年7月1日)

出所: Wind
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総括すると、米ドル指数の実績のほか

に、米中貿易摩擦の規模と程度によ

り、対米ドルの人民元為替レートは大

きく左右されることになります。米政府

が追加で2000億ドル（人民元換算で

1.63 兆元 *）相当の中国製品に関税

を課し、中国政府がこれに報復関税で

応酬するならば、人民元為替レートは

より大きく変動することでしょう。さら

に、米国経済の好況と継続的な利上げ

により、国際資本が米国市場に集中

し、中国資本の流出が加速し、人民元

安が加速することが考えられます。こ

の場合、対米ドルの人民元為替レート

は本年下半期も下落する可能性が否

定できません。人民元安に歯止めがか

からなければ、CFETS人民元為替レー

ト指数が下落基調に転じる可能性があ

ります。

一方で、米中貿易摩擦が中国経済の

成長を阻害することが懸念されます

が、これだけでは一国の経済の全体的

方向性を決定づけるには不十分であ

り、貿易摩擦が単独で中国経済の後

退を引き起こすことは考えられないで

しょう。しかしながら、米中貿易摩擦は

中国株式市場の下落を招いただけで

なく、投資家心理や消費者の購買行動

にも悪影響を及ぼし、金融リスクへの

懸念が広がったことから、今後も貿易

摩擦の動向から目が離せません。

このほか、民間消費が経済成長の主

要な原動力となります。例えば、民間

消費支出は本年第1四半期の経済成

長の77.8%を占めています。また、中

国が改革を進め、金融セクター及びそ

の他の分野への外資参入の規制撤廃

を推進することで、現状では時価の小

さい中国株式市場により多くの資本を

呼び込むことが可能になると考えられ

ます。これらは全て、人民元為替レート

の安定化を支える要因となります。

従って、米ドルを含む主要通貨に対す

る人民元の為替レートがより頻繁に双

方向で変動することが常態化し、一方

で米中貿易摩擦は中長期的には市場

ベースの人民元為替レート形成メカニ

ズムの妥当性を問う試金石となること

が予想されます。例を挙げると、人民

元が対米ドルで10日間続落した時でも

中国人民銀行は介入を見送ったことか

ら、中国は人民元相場の市場メカニズ

ムの導入の大きな一歩を踏み出したと

言えるでしょう。
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