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概要：米中貿易関係の緊張は、7月6日に米国が中国の対

米輸出製品340億米ドルに対する25％の追加関税措置を

発動したことに端を発しており、これに対して中国は米国へ

の報復措置をとっています。続いて7月11日、米国政府は中

国に対して2,000億米ドル相当の製品に対する約10％の追

加関税案を予告し、これについて約二カ月間のパブリックコ

メント期間を設けました。さらに7月20日、トランプ大統領は

CNBCインタビューにて、中国からの輸入品5,000億米ドル

に対する関税賦課の準備があることを明らかにしています。

8月1日にトランプ大統領は更に、2,000億米ドルの中国製

品に対する課税率を10％から25％に引き上げる意向を示し

ており、アメリカ合衆国通商代表部のライトハイザー代表が

これを確認しています。これに対して中国商務部は迅速に

応酬し、8月3日に米国産の5,207項目、約600米ドルの輸

入品に対する5％～25％の報復関税を公表しています。最

終的な実施期間は追って公表されることになっています。一

方、ブルームバーグの報道によれば、米中貿易協議が再開

される可能性も示唆されています。

米国及び中国の最終措置がどのようなものになるかは現時

点では不明ですが、米国が数千億ドル規模の中国製品に

対する追加関税を発動し、中国が一定程度の報復措置をと

ることになれば、下記のような影響が生じえます。

• IMFの予測では、中国経済成長率が今後約一年半にわ

たり最大で0.5ポイント失速する可能性があるとはいえ、

重大な打撃には至らないことが見込まれています。

• 貿易摩擦の拡大が中国経済に与える影響は非常に警戒

に値するものであり、人民元下落、株価下落、投資家の

信頼感及び消費者購買行為へのネガティブな影響、ま

た金融リスクへの警戒感の増大を招きえます。

• 中国資本、外国資本を問わず多くの企業、とりわけ米中

輸出入に関わる企業（食品飲料、化学製品、電子製品、

紡織品、金属、機械、家具、自動車、農業等の業界の企

業）の経営活動に大きな影響があります。また貿易への

影響に加え、米中相互間の投資及び合併吸収にも大き

な制約を与えることになります。

• ZTE事件は中国企業のコンプライアンス強化の必要性に

ついて警鐘を鳴らすものとなり、米国市場に依存する企

業に米国以外の市場の開拓と市場リスクの分散を促す結

果となりました。中長期的な観点からは、米国のコアテク

ノロジーに依存している中国企業は迅速に技術的代替

計画を策定し、自社研究開発を強化することの必要性が

明らかになりました。



7月11日、米国政府は中国の2,000億米ドル相当の製品に対する約10％の追加関

税案を公表しています。これには二カ月間のパブリックコメント募集期間が設けられ

ており、また米中の協議再開の可能性も報道されているとはいえ、先の米中間のハ

イレベル協議が紆余曲折を経て最終的には実りなく終わったことに鑑み、今回の貿

易摩擦が協議を通して解決される可能性は低いと思われます。先に米国政府は、当

初に予告していた500億米ドルではなく340億米ドル相当の中国製品に対する25％
の追加関税措置を賦課したことに鑑み、今回も実施段階になって製品範囲及び金

額が低減される可能性はあるとはいえ、依然として大きな影響がもたらされることには

相違ありません。

世界最大及び第二の経済体である米国と中国の相互の貿易依存度は相当高く、

2017年には中国はアメリカにとって、カナダ、メキシコに次ぐ第三の輸出相手国であ

り、また最大の輸入相手国でした。米中間の大規模な貿易摩擦の影響は大きく、二

国間に限らず多くの国の産業チェーンに波及する可能性があります。
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米国の輸出相手国上位15か国 (2017年)
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米国の輸入相手国上位15か国 (2017年)



「千人の敵を討つのに八百人の兵士を

失う」、という中国の言葉が示すように、

貿易戦争は双方の経済、企業、人民に

不利な影響を与えることは周知の事実

であるにも関わらず、なぜ米国政府はこ

のような強硬な措置に出たのでしょう

か？

第一に、かつてエール大学で長年にわ

たり教鞭をとり、現在は香港大学アジア

経済研究所長である陳志武教授は、トラ

ンプ大統領及びその参謀は1920～

1930年代の貿易保護、関税引上げ政策

に回帰することにより米国産業の保護と

強い米国の再現を目指していると説明し

ています。これは、米国が中国以外の相

手国にも貿易戦争を起こしている理由

の説明ともなっています。

二番目に、大国間の競争という観点か

ら多くの専門家は、米中関係が古代ギ

リシャの著名な歴史家であるトゥキディ

デスが述べた、新興の大国は必ず既

存の大国に挑戦するものであり、その

結果として衝突が生じる、とするトゥキ

ディデスの罠に陥っている、と考えてい

ます。現在の貿易摩擦は、米中間の大

国間競争の序幕にすぎない可能性も

あります。
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第三の説明として、多くの兆候が示す

ように、米国は中国を「主要な戦略的

競争相手」に定めた可能性があります。

これは単にトランプ政権の政策にとど

まらず、米国の今後の長期的な国家政

策となる可能性があります。例えば

2017年12月18日公表のトランプ政権

の最初の『国家安全戦略報告』の中で

は、中国が米国の「戦略的競争相手」

として言及されています。

もし米中貿易戦争のエスカレートが避

けられないものであるならば、これは中

国経済及び企業にどれほどの影響を

及ぼすでしょうか？また企業はどのよう

な対応策をとるべきでしょうか？

米国政府はなぜ中国相手に
貿易戦争を起こしたのか？



米中貿易摩擦が中国経済に及ぼす影響
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米国政府が最終的に約2,000億米ドル

相当の中国製品に10％の追加関税を

課す場合、米中の貿易摩擦が過熱して

中国経済成長率の失速を招く可能性が

あるとはいえ、「稳中求進」（安定を保

ちつつ経済成長を進める）の大きな趨勢

に対する影響は微々たるものであり、中

国経済の衰退には至らないと考えられ

ます。とはいえ、貿易摩擦の拡大が中国

経済に与える影響、例えば、人民元安、

株価下落、投資家の信頼感及び消費者

購買行為への悪影響、また金融リスクへ

の警戒感、といった影響には十分な注

意が必要です。

米国が約2,000億米ドル相当の中国製

品に10％の追加関税を課す場合、輸出

企業には200億米ドル（人民元換算で

約1,300億元）の追加負担が生じること

になります。これに加えて第一弾の340
億米ドルの輸出製品に対する25％すな

わち85億米ドル（人民元換算で約560
億元）の追加関税を加えると、合計額は

1,900億人民元近くに達します。もっとも

2017年の中国の輸出入総額は27.79万
億人民元であり、そのうち輸出は15万
3,300億元ですから、米国関税賦課対

象の製品は中国輸出額の9.6％弱を占

めるにすぎず、仮に中国による報復措

置を考慮に入れたとしても、米中貿易摩

擦が輸出入貿易全体に与える直接的影

響規模は限定的であると予想されます。

IMFの最近の見積では、米国が複数

国に対して貿易措置を発動し、相手国

も同様の報復措置をとった場合、景況

感が影響を受け、グローバル経済は

2020年までの約一年半に0.5ポイント

下降する可能性があります。

複数の機関が米中貿易摩擦が中国の

GDPに与える影響を予測しており、

PwCでは、米国が約2,000億米ドル相

当の中国製品に10％の追加関税を課

す場合、向こう12カ月間の中国GDP成
長率が0.5%～0.3%減速すると予測し

ています。これは基本的にIMFの予測

と類似しています。2017年のGDP総額

を基に計算した場合、米中貿易摩擦

が中国に与える経済的損失は2,500
億～4,150億人民元となります。当該

金額は比較的合理的なものですが、

人民元レートの下落の影響、及びその

他の間接的影響が加味されていませ

ん。
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実際、米国が中国に対して発動した貿

易戦争により、ドル及びバスケット通貨

に対する人民元レートは既に影響を受

けて下落しています。過去約一カ月間

または三か月間に、人民元の対ドル

レートはそれぞれ4.4%及び6.1%下

がっています。米中貿易摩擦がエスカ

レートすれば、市場原理により人民元

安が更に進む可能性があります。人民

元安が進めば、米国による中国製品課

税の不利影響が緩和されるのみならず、

中国全体の輸出が促進され、貿易戦

争が輸出入に与える損失がかなりの程

度相殺される可能性があります。

人民元レート指数（週間）



米中貿易摩擦により影響を受ける領域
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中国税関の統計では、2017年の米中

貿易総額は5,837億米ドルであり、その

うち対米輸出額が4,298億米ドル、また

対米輸入額が1,539億米ドルで、その

差額は2,758米ドルとなっています。中

国の対米輸出は輸出総額の約18％を

占めており、追加関税が既に賦課され

ている部分（340億米ドル）及び課税さ

れる可能性がある部分（2,000億米ド

ル）の製品総額は、中国の対米輸出総

額の54％を占めます。

10

貿易摩擦の第一弾として米国が7月6
日に25％の追加関税賦課を発動した

340億米ドル相当の中国製品には主

に、自動車、コンピューターディスクドラ

イバー、ポンプ部品、バルブ、プリン

ター及びその他の種々の工業用部品

が含まれています。

中国は報復措置として、米国の農産物、

水産物、自動車等の545項目に対する

同額の追加関税を課しました。商務部

スポークスマン高峰は「米国の公表し

た340億ドルの追加関税製品リストのう

ち約200億強つまり約59％の部分は

中国内の外資企業の生産する製品で

あり、そのうち米国企業も高い割合を

占めている。米国の措置は実際にはグ

ローバル産業チェーン及びバリュー

チェーンに対する打撃にほかならな

い」 とコメントしています。

第一弾として米国が追加関税を賦課した340億米ドル相当の中国製品の主要項目
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中国が関税を課す340億米ドル相当の米国製品の主要項目

米国と中国の商品貿易額(2008～2017年）



両国間の貿易

中国税関総署の統計では、昨年

の対米貿易黒字は記録的な2,758
億米ドルに達しています。一方、

米国商務部の統計では3,759億米

ドルとなっています。当該差異の

原因は統計方法、中継貿易、サー

ビス貿易等に起因しています。中

国の専門家の見解では、現行の

統計方法はグローバル時代に適し

たものではありません。
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出典：中国税関総署

加えて、貿易差額は米国によるハ

イテク技術の対中輸出制限とも関

連しています。

中国の対米貿易黒字（億米ドル）



中国の第二の貿易相手国である米国から中国への主な輸出商品は、輸送設備（航

空宇宙機、自動車）、電気機械製品、植物製品（大豆）及び化学製品です。
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出典：全米経済研究所

出典：全米経済研究所

米国から中国への製品輸出（2017年)

米国から中国へのサービスの輸出（2017年)



中国商務部の『2017年米国貨物貿易及

び米中二国間貿易概況』によれば、中

国から米国へ輸出商品の主要部分は

2,566億米ドル相当の電気機械製品で

あり、中国から米国への輸出総額の

50.8％を占めます。内訳は、電気機械

製品は 1,470億米ドル、機械設備が

1,096億米ドルとなっています。2017年
における家具・玩具、紡織品及び原料、

ならびに卑金属（金・銀・白金等の貴金

属以外の全ての金属）及びその製品は、

それぞれ606億米ドル、390億米ドル及

び254億米ドルです。
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出典：全米経済研究所

出典：全米経済研究所

中国からの米国への製品輸出（2017年)

中国からの米国へのサービスの輸出（2017年)



米中間の相互直接投資及びM&A

貿易摩擦は、貿易に対する直接的影響

に加え、中国の対米直接投資にも影響

を与える可能性があります。

米国は、中国企業の対米直接投資の規

制を検討中です。対米外国投資委員会

（CFIUS)は今後、中国資本による投資

に対して一層厳しい審査を課し、重要技

術の取得に関連する投資や合併吸収に

ついては特に、認可要件を顕著に引き

上げる可能性があります。
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米コンサルティング会社 Rhodium
Groupの統計によれば、2017年の米

中相互の直接投資規模は、政治的要

因により2016年度の三分の一近くまで

落ち込んでいます。このうち、中国の対

米直接投資は2016年度の460億米ド

ルから2017年の290億米ドルまで、約

37％減少しています。2018年の上半

期でみると、中国企業による米国での

企業買収及びグリーンフィールド投資

は過去7年で最低の18億米ドルにとど

まっており、前年同期比では92％減少

しています。1月～5月の中国投資家に

よる米国資産の売却額は96 億米ドル

にも達しています。中国商務部と米国

研究機関の統計には大きな食い違い

が存在しますが、中国の対米直接投

資が大幅に下降しているという趨勢に

おいては一致しています。貿易摩擦が

エスカレートした場合、中国の対米直

接投資及び米国企業の対中投資に引

き続き影響を及ぼす可能性があります。

商務部の『中国対外投資合作発展報

告』によれば、2016年の中国の対米直

接投資フローは過去最高の170億米ドル

であり、前年度の2.1倍となっています。

これは同年度の中国の対外直接投資フ

ロー総額の8.7％にあたります。このうち、

金融を除く対外投資フローは205億米ド

ル、また金融対外投資フローが -35億

米ドルとなっています。2016年末時点の

対米投資残高は606億米ドルであり、同

時点の中国の対外直接投資残高全体

の4.5%を占めます。2016年にCFIUSが
国家安全保障審査を実施した外国投資

プロジェクトはこれまでの最高記録で

あった2008年の155件を抜いて過去最

高数の170件に達しており、 そのうち中

国が最多数を占めています。

対米直接投資フロー 対米直接投資残高

出典：中国商务部

中国の対米直接投資金額

T単位：億ドル



貿易摩擦は、中国の対米直接投資に加

え、企業買収にも波及する可能性があり

ます。例えば、2016年は中国企業により、

件数にして162件、取引総額にして354億

米ドルの米国企業買収プロジェクトが実

施されていますが、これらは主に製造、交

通運輸、倉庫管理、ソフトウェア、ITサー

ビス、不動産、文化娯楽等の領域に属す

るものでした。近年来、中国企業による米

国技術型企業の多くの買収案件が実施

されてきましたが、買収対象企業の産業

が国防、航空、通信、半導体、金融等の

機密関連産業である場合は通常、プロ

ジェクトがCFIUSの審査を合格する確率は

低くなります。今後、技術型の、特に国有

企業が関係する買収案件に認可が下りな

い確率はさらに高まると思われます。トラ

ンプ大統領の就任以来、CFIUSの審査は

厳格化しており、不認可となるケースが増

加しています。2017年には中国企業によ

る米国企業買収の規模は既に大幅に下

降しており、米Dealogic社の統計では、

公表された買収取引金額は627億米ドル

から2017年の136億米ドルにまで下降し

ています。

一方、市場獲得を目的とした、消費財、

製造業、サービス業分野での対米直接

投資は大いに増加してきました。これら

の領域での買収においては中国企業は

統合的なサプライチェーンや米国市場

へのチャネルを重視しています。しかし

貿易戦争における追加関税により、これ

らの分野の投資も急降下する可能性が

あります。
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米中貿易摩擦から影響を受ける
産業及び企業
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貿易摩擦は、追加関税の賦課予定リスト

に挙げられている食品・飲料、化学、男

子、紡績、金属、機械、家具等の産業の

みならず、中国内の自動車、農業、航空

等の産業及び企業にも大きな影響を与

える可能性があります。一部の輸出企業

は米国市場に高度に依存しており、関

税コスト上乗せによる販売価格の上昇に

より製品競争力及び営業利益が低下す

る結果、
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失った顧客を埋め合わせる代わりの市

場を見出すことが出来なければ、企業

経営は重大な危機に面する可能性があ

ります。当資料の発行時点においては

米国政府の公表した2,000億ドル相当

の中国製品への10％の追加関税措置

は発効しておらず、中国政府の対応も

公表されていませんので、以下に続く分

析は当該状況を前提にしたものであるこ

とをお断りしておきます。

中国から米国への主な輸出（億米ドル）

米国で関税が課される中国製品の分類



機械

2017年、中国機械産業の対米輸出は

730億米ドルであり、当該産業の対外輸

出全体の19.2％を占めていました。電気

機械類製品、ボイラー、機器、車輛及び

自動車部品は中国から米国への輸出機

械製品における伝統的な貿易黒字の主

要因となっている領域です。企業が受け

る影響の程度は、米国市場への依存の

程度に左右されます。

米国は「2018年版スペシャル301条報告

書」において「中国製造2025」について

言及してはいますが、現段階では関連

産業は依然として研究開発及び応用の

段階にあり、対米輸出規模も大きくはな

いため、追加関税が実施されても中国

企業への大きな影響はありません。とは

いえ、米国市場を失うことは、業界の育

成に不利な影響を与えます。
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340億ドル相当の製品リストのうち

約59%は在中国外資企業の製品

米中貿易摩擦の影響を受けるのは中国

企業のみにとどまりません。前述の通り、

中国商務部の統計によれば、米国の公

表した340億ドルの追加関税製品リストの

うち約200億ドル余り、つまり約59％の部

分は中国内の外資企業の生産する製品

です。『環球時報』7月23日総合報道によ

れば、汎用電器に関しては、中国からの

輸入部品への関税が引き上げられれば

米国企業の原価は4億米ドル増加するこ

とになります。米国のアルミニウム大手で

あるAlcoaは関税により生産コストが1,500
万米ドル増加するとコメントしています。

フォード、ボーイング等の企業は、トランプ

政権が3月に鋼鉄、アルミニウムに対する

関税賦課を公表して以来、収益が前年同

期比で2％近く減少しています。英国の

ファイナンシャルタイムズ紙によれば、

ボーイング社の受注のうち20～25％が中

国顧客からのものであり、これらの注文が

米国の数千人の雇用を支えています。

米中相互間の輸出入：原子炉、ボイラー、機器及び部品



自動車

自動車貿易は米中貿易摩擦における主

要な争点領域です。現在、中国は170億
米ドルの自動車部品を米国に輸出して

おり、米国市場を主な市場としている一

部のサプライヤーは深刻な問題に直面

する可能性があります。他方、2017年に

中国が米国から輸入した自動車製品総

額は159億米ドル（うち完成車は131億米

ドル）です。中国の対抗措置により25％
の関税が課税されるならば、中国におけ

る米国製輸入車の販売は大きな打撃を

受けます。一方、中国の高級車メーカー

にとってはむしろ、多くの機会が創出さ

れる可能性があります。

かくして貿易摩擦が過熱する様相を呈

するさなか、テスラは上海に研究開発・

製造・販売等の一体化機能を備えた独

資のスーパー工場の建設を承認し、年

間50万台の純電気自動車生産を計画し

ており、上海における史上最大の外資

製造業プロジェクトとなる予定です。これ

は、中国が貿易摩擦について再三表明

してきた「戦いを望まないが戦いを恐れ

ることもせず、必要時には戦いを厭わな

い」の原則の踏襲の反映であり、自動車

産業、金融等領域における開放拡大は

貿易摩擦によって妨げられることはない、

という中国の姿勢を示すものでもありま

す。

電子

2017年、中国の電子産業による対米輸

出額は1463億米ドルであり、当該産業

の対外輸出総額の20.4%を占めていま

す。301条調査（米通商法301条に基づ

く調査）で対象となった中国電子産業製

品は主に、回路基板(PCB)、LED、キャ

パシタ、抵抗器、個別半導体部品、圧電

性結晶、カラーテレビ用セラミック基板等

です。携帯電話産業チェーンは課税リス

トに含まれていないため、中国の携帯電

話産業やApple社の産業チェーンは影

響を受けていません。

米中貿易摩擦は、米国市場への依存度

の高い電子企業には大きな影響を与え

ますが、産業全体としては悪影響は限

定的です。目下のところ、中国は電子製

造分野で韓国、日本、台湾等との緊密

な連携を強めており、米国への依存度を

漸進的に低減しています。貿易摩擦が

むしろ国内のハイエンド製品に発展機

会をもたらし、先端技術へのニーズが中

国企業の技術発展を促進する可能性も

あります。
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米中相互間の輸出入：自動車及びそのパーツ(2006-2017)

米中相互間の輸出入：電気機械、電気製品、オーディオ機器及び関連部品(2006-2017)



21

農業

7月6日以降の米国による340億米ドル

相当の対米輸出製品への25%関税に

対する報復措置として中国が米国から

の輸入大豆に対する追加関税を課し

た結果、短期的には大豆原価が上昇

し、続いて川下の脱脂大豆や大豆油

の価格が上昇します。企業への影響は、

仕入原価を川下の消費者に転嫁でき

るかどうかにかかっています。国産大

豆を主要原料とする食品企業及び養

殖企業には利点があるとはいえ、国内

大豆価格も需要の高まりに伴って更に

上昇する可能性があります。

航空

中国航空産業に対する米中貿易摩擦

の影響は限定的です。中国商務部が

現時点で公表している課税リストでは、

ボーイング等の米国航空機メーカーが

課税対象となっています。中国航空会

社による航空機購入がエアバス社に切

り替えられる可能性もありますが、エア

バス社の受注数は既に限界に達して

いることから、中国の航空産業におけ

る輸送能力面での資金投入は一定期

間にわたり減速し、供給が縮小する可

能性があります。これにより民間航空産

業の需要と供給のギャップが縮小され、

航空代金及び航空会社の利益が引き

上げられる可能性があります。とはいえ

将来的に米中協議が成功をおさめ、

中国へのボーイング機の輸入が増加

すれば、国内航空機メーカーには打

撃となります。

米中相互間の輸出入：食品、飲料及びタバコ(2006-2017)

米中相互間の輸出入：航空機、航宙機及び関連部品(2006-2017)



結び：企業の取るべき対応
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まとめ：

米国政府が約2,000億米ドルの中国製

品に対する10％の追加関税を発動する

可能性は非常に高く、中国も報復措置

を講じることが予想されます。米中協議

が進展し、米国政府による中国製品へ

の関税が最終的には部分的縮小または

関税率引き下げという結果につながるか

どうかについては、現時点での判断は

困難です。貿易摩擦が中国経済全体に

与える影響は限定的ではありますが、人

民元レートの安定性や、国内資本市場、

投資家の信頼感や景況感、消費者心理

等の面でのネガティブな影響は免れず、

とりわけ米国との貿易関係のある企業や

関税リスト上の企業には大きな心理的、

物理的打撃を与えます。

それでは、企業はいかにして米中貿易

に対処するべきでしょうか？
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1) 米国の市場及び技術への依存度

が高い企業は、自社の市場開拓、

技術戦略及び運営プロセスを見

直す必要があります。市場の面で

は、欧州、アジア、国内市場の

ニーズを積極的に開拓し、顧客の

複数国分散を図る必要があります。

技術面では、自社研究開発や代

替技術研究を強化し、米国の措置

に備える必要があります。

2) 企業はグローバル産業チェーンに

おける自社のポジショニングを見

直し、コア技術の自社研究開発、

グローバル資源の利用、コスト削

減、競争力向上に取り組む必要が

あります。貿易摩擦の影響を恐れ

て海外業務を縮小するのではなく、

むしろ一帯一路に調和して対外経

済進出を積極的に推進すること、

多様な方法で種々のグローバル

企業との間に互恵関係を構築する

ことが必要です。今回の貿易摩擦

の重要ポイントは中国ハイエンド

製造業及び新経済分野の迅速な

発展の抑制にあります。米国は知

的財産権保護の強化を要求し、中

国企業による技術型米国企業の

買収を抑制しています。よって、自

社研究開発強化の必要性は、今

回の貿易摩擦の最大の教訓と

なっています。

3) 「ZTE事件」は企業、とりわけ輸出

業務に従事する企業及び対外経

済進出を果たしている企業に、コ

ンプライアンス教育の強化の必要

性や、業務上のコンプライアンス

不備に対する自社調査、自主規

制、自主改善の必要性、またコン

プライアンス管理体制の速やかな

構築の必要性について注意喚起

するものとなりました。コンプライア

ンスを強化することにより、企業は

国際市場におけるコアコンピタン

スを強化でき、国際貿易の変動に

面しても持続可能な発展力を備え

ることが可能になります。
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The outlook of RMB exchange 
rate in the second half of 2018
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Figure 1: Central Parity Rate : USD to RMB  (July 6, 2017 to July 6 2018) (Daily)

The RMB exchange rate against the USD has declined sharply since mid-June due to 
factors such as the interest rate hike by the US Federal Reserve (FED), the strong USD 
Index, China-US trade friction and the volatility on the Chinese stock market. Although 
the RMB exchange rate against the USD rebounded over several business days at the 
beginning of July, the RMB has become a market focus again. So what is the outlook of 
RMB exchange rate in the second half of 2018?

Source: Wind

To begin with, despite the recent drop in the RMB exchange rate against the USD, the 
RMB depreciated against USD by as much as 3.95% for a dozen days between June 15 
and July 4. Over a longer timeframe of one month to three months, as of July 9, the 
depreciation of the RMB exchange rate against USD remained at a high point at 3.2% and 
4.7% respectively. But if we judge from a six to 12-month timeframe, the RMB exchange 
rate against the USD only devalued mildly by 1.28% and appreciated by 2.79% 
respectively. Over even longer time periods of three years, five years and 10 years, the 
RMB exchange rate against USD devalued by about 8%, about 5% and appreciated by 
about 4% respectively.
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Therefore, if we consider the recent fluctuation of the RMB exchange rate against the 
USD in the context of a longer time frame, the current central parity rate of about 6.6:1 
is not surprising, and many analysts even believe the overall RMB exchange rate is still 
on the high side. For instance, although the RMB devalued by 3.46% against the USD 
over a 2-year period, it appreciated by 10.80% against the Euro over the same time. The 
exchange rate dropped slightly against the JPY, GBP, CAD, and the currencies of other 
key developed economies, but the overall exchange rate remained basically stable.
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Figure 2: Central Parity Rate: USD to RMB  (July 6, 2006 to July 6 2018) (Daily)

Source: Wind
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Despite the decline in mid and late-June, the CFETS RMB Exchange Rate Index, officially released by the China Foreign Exchange 
Trade System (CFETS) on December 11 2015,  showed that the exchange rate of the RMB to a basket of currencies was on a general 
rise in the past year. The small-scale depreciation of the RMB against USD in the past year and the recent larger devaluation has not
altered the upward trend of the RMB Exchange Rate Index .

Firstly, it is important to correctly understand that the reform in the market-based RMB exchange rate formation mechanism is still at 
its initial stage, which means that the previous market expectation on the unilateral appreciation or unilateral depreciation of the 
RMB exchange rate over  a certain period of time will become a thing of the past, and that the RMB exchange rate against the 
currencies of major developed economies will demonstrate two-way fluctuations on a regular basis. In the meantime, the initial stage 
of the reform has defined that it needs to take a longer time to improve the market-based RMB exchange rate formation mechanism,
and policy intervention remains rather necessary at a time when speculators try to manipulate the market to profit. Furthermore,
when market events significantly shock the exchange rate and the market mechanism is insufficient or not responsive, stabilising and 
cultivating the market-based formation mechanism appears more important than the reform process. What has happened in the 40 
years of reform and opening-up tells us that the great achievements of China’s economic development can be attributed to key 
progressive measures rather than measures undertaken overnight. This is also true for the exchange rate reform.

Figure 3: Central Parity Rate: Major Currencies to RMB (July 6, 2006 to July 6, 2018) (Daily)

Source: Wind
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Figure 4: CFETS RMB Exchange Rate Index (Weekly)

Source: Wind
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Figure 6: US Federal Funds Rate and the USD Index in the same period (Daily) (July 6, 2014 to July 6, 2018)

Secondly, the higher-than-expected economic growth of the US and the increase in the USD Index once again driven by the FED 
interest rate hike are some of the key factors behind the depreciation of RMB against the USD. As the USD Index has been at its 
historical high, the likelihood of a further rise in the second half of the year is rather limited. In addition, US President Donald Trump 
has previously emphasised that an ultra-high USD exchange rate does not help the continuous recovery of the US economy. 
Moreover, against the backdrop where the US government is paying more attention to trade deficit and even initiating protectionist 
measures against several countries simultaneously. The stronger USD exchange rate not only goes against the effort to reduce their 
trade deficit, but also undermines the price competitiveness of US exports. In other words, it is unlikely for the Trump administration 
to support the further appreciation of USD; rather, it is more likely to expect the depreciation of the currency. However, the market-
based pricing power of the USD is still very strong (it is often more powerful than US government policy) and should not be 
underestimated.
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The market predicts that the FED may increase the interest rate two times in the second half of the year, which may drive up the USD 
exchange rate against the RMB, thus leading to the larger fluctuation of the RMB exchange rate against USD. That said, the basis of 
mid-to-long-term exchange rate volatility still lies in economic growth. In fact, the recent interest rate hikes of the FED have not 
pushed up the USD Index.

Thirdly, when the US government announced to impose additional tariffs on Chinese goods, it has triggered the depreciation of the 
RMB exchange rate against USD, exacerbated the slump in the Chinese stock market, and in turn stimulated the RMB exchange rate. 
If the Trump administration insists on imposing additional tariffs on US $200 billion worth of Chinese goods in the near future, the 
continuous downtrend of the RMB exchange rate against the USD will be expected. If the Chinese government steps up efforts to
retaliate, the RMB exchange rate against the USD may be subject to larger volatility in the second half of the year as the China-US 
trade friction intensifies.

Of course, driven by market forces and the RMB exchange rate formation mechanism, the large-scale depreciation of RMB to USD 
will relieve the additional burden of the tariffs imposed by the US on Chinese products. If the RMB Index demonstrates a large 
decline on the whole, i.e., the depreciation of RMB to a basket of currencies, this may alleviate the shock of the US imposition of 
tariffs on the Chinese products.

Source: Wind
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Figure 5: Actual Monthly USD Index: Major Currencies (March 1973 = 100) (June 2006 to June 2018)

Source: Wind
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In summary, in addition to the performance of the 
USD Index, the degree and scale of the China-US 
trade conflict represents an important factor that 
affects the RMB exchange rate against the USD. If 
the US government collects additional tariffs on 
US $200 billion worth of Chinese products and if 
China retaliates to a greater degree the exchange 
rate may fluctuate on a larger scale. Furthermore, 
the strong performance of the US economy and 
the continuous interest rate hikes from the FED 
will attract more capital to flow to the US and may 
stimulate the outflow of the Chinese capital, which 
may also lead to the depreciation of RMB. In this 
case, the RMB exchange rate against the USD still 
has room to decline in the second half of the year 
due to the said factors; if the depreciation case 
intensifies, it is likely to see a sharp decline, thus 
causing the scenario that the CFETS RMB 
Exchange Rate Index may shift from an upward 
trend in the past year to a downward one.

On the other hand, the China-US trade friction 
may drag down China’s economic growth rate, but 
this is not enough to affect the general growing 
trend of the overall economy and is unlikely to 
lead to a recession in the Chinese economy. 
Meanwhile, besides the RMB exchange rates, the 
effect of the China-US trade friction on the 
Chinese economy calls for greater vigilance as it 

has accelerated the level and speed of the stock 
market decline, shaken the confidence of 
investors, affected the purchasing behavior of 
consumers, and added to the pressure of guarding 
against financial risks.

Beyond that, consumption is, after all, a key 
driving force that boosts economic growth. For 
example, consumption expenditure contributed to 
77.8% economic growth in the first quarter of this 
year. And as China deepens reform and opening 
up and further opens financial services and other 
sectors to foreign capital, the current lower 
valuation of the Chinese stock market will attract 
international capital to enter into China on a large 
scale. Together, these factors will underpin the 
relative stability of RMB exchange rate. Therefore, 
we believe that the frequent two-way fluctuation 
of the RMB exchange rates against the currencies 
of key developed economies including the USD 
will become more regular, and the China-US trade 
conflict will also evolve into an important point 
that tests the market-based RMB exchange rate 
formation mechanism in the medium and long 
run. For example, the People’s Bank of China did 
not intervene when the RMB depreciated against 
USD for more than 10 days, pointing to the bigger 
step taken towards the market-based process of 
the RMB exchange rate.
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Figure 7: Central Parity Rate of USD to RMB and the trend of the Shanghai Composite Index in the same period (Daily) (July 1, 1996 to July 1, 
2018)

Source: Wind
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（注）日本語訳文のご利用にあたって

日本語訳文は英語版を基にした翻訳であり、参考資料としてご提供するものには正確を期しておりますが、英語版と解釈の相違がある場合は、
英語版に依拠してください。
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