
 

 

コスター関西  

 

 ミニコミ紙  
コスト の 窓 

  小特集  

貿易戦争 

 

第４０号 ２０１８年 8 月  編集発行 AACE International, ＪＳＣＥ 関西グループ 

 

 

 

   巻頭のご挨拶  ：  大石  グループリーダー  

   

小特特集集：：  貿貿易易戦戦争争   

    メンバーの考えること：  

     大石  岡本  佐藤  荒木 増田  

     富阪  野口  恩田  奈良橋   

                      

 

 

 

巻 頭 の ご 挨 拶   

関西グループリーダー 大石 哲夫  

 

平成 30 年 6 月 18 日、北大阪で発生した地震、7 月 4 日の西日本での豪雨、その

後の例年にない猛暑、更に 7 月 28 日、東から西に逆走し、西日本を通過した台風

12 号、など異常気象を感じさせる昨今であります。 

今回のコストの窓の小特集のテーマは「貿易戦争」に決まりました。このテーマ

は 7 月度の例会で討議された、数多くのテーマの中から選ばれたものであり、わが

国の今後の経済展開に影響するものであります。会員の皆さんの幅広いご意見を戴

けるものと期待しております。 
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小特特集集：：  貿貿易易戦戦争争   

 

貿易戦争について 

大石 哲夫  

 

本年 7 月 6 日、米国、トランプ大統領が、中国製品に対する追加関税を発動し、世界の

二大経済大国による貿易摩擦に関し、貿易戦争の表現が使用される様になってきた。 

本年 7 月 7 日の朝日新聞の記事によれば、7 月 6 日、中国からの輸入品、ハイテク製品

や電子部品など 340 億ドル（約 3.8 兆円）分に 25％の追加関税をかける制裁を開始した。 

中国も同日、米国に対し、同規模の報復措置を開始した。対象は米国からの輸入が多い

大豆や綿花、食肉、自動車などである。 

これらの措置による日本への影響は、どの様なものになるかについては、明確な報道は

なされていないが、日本は、米中両国の経済政策の板ばさみになることが予測される。  

現在、日本は米国の同盟国であり、米国に全面的に協力する立場に立てば、中国から通

商面で攻撃される可能性が大きく、逆に、中国に接近すれば、米国は、鉄鋼、アルミの追

加関税が除外されなかった様に、米国に厳しい態度をとられることが予測される。 

また、米国に協力すれば、対中国貿易については、好調な収益を支えてきた、自動車や

電子材料事業に、大きなマイナスの影響が出るものと、予測される。 

このことは、日本だけでなく、米中以外の諸外国も同様であると考えられており、WTO

（世界貿易機関）の基本原則に立ち戻り、日本がリーダーとなり、自由貿易を推進する必

要がある、とも言われている。 

 

 

貿易戦争 

岡本 政義  

 

最近のトランプ外交は、第 2 次世界大戦後に米国が軸になって築いた貿易のルールを米

国自らが壊しているようにみえる。自国第一主義が広まれば各国が狭い権益に走りかねず

国際協調にもとづく国際秩序を守る機運が損なわれる。対中制裁をめぐり「貿易戦争」と

いわれる行動もその一つである。目的別に、貿易不均衡是正を理由に追加関税を迫る「保

護貿易」と、知財侵害が疑われる行為に関連し中国ハイテク企業へ制裁を行う「ハイテク

排除」の二つに分けて考えてみる。まず前者についてであるが、自由貿易によって資源の

最適配分が行われ、その結果として競争力の弱い産業が衰えても、より競争力のある産業

に資本や労働力がシフトされるのが経済原則であり、関税賦課により競争力の弱い国内企

業を保護することは成長を支えてきた人やモノの自由な往来を律するものがルールでなく
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力による取引に重点を移してゆくことになり成功するとは思えない。後者の「ハイテク排

除」についは、長期的なハイテク分野の覇権争いとして、ハイテク産業に巨額の補助金を

投じる「中国製造２０２５」の撤回を安全保障を脅かすことを名目に制裁を強化している

ことであり中国がこれに反発していることと理解しているが、このハイテク覇権争奪戦は

わが国にとっても対岸の火事ではすまされない。いずれにせよこれらの問題はＷＴＯ（世

界貿易機関）の場に取り上げ、この際貿易のルールを振り返る必要がある。我が国がこれ

らに存在価値を発揮する方策を持っているのか気になる。日本の強みは何かを考える次第

である。 

 

 

貿易戦争 

佐藤 克朗  

 

米国の貿易赤字の増大、国内企業保護のため打ち出された関税上乗せ、解決の糸口が見

えない状況の中で、赤字の顕著な相手国、中国に新たな追加関税の追い打ち、7 月 6 日に

340 億ドルを発令、中国はすぐ報復措置として、同じ金額で米国からの輸入品に対し発令、

米国は報復措置が行われれば、次の追加関税をと脅す、対象金額では中国は勝ち目がない

ので（米国の輸入額が約４倍多い為）、対象品目で対応か？、大豆などの農産品、これは共

和党の地盤で生産される品目の為より大きな政治的打撃を受ける。 

中国の大豆の生産高は 1500 万トンに対して米国からの輸入は 9600 万トン、中国がこれ

に関税を上乗せすれば、粕は豚の餌まで使用されていると言われる現状を考えれば、一部

は輸入先を変えるとしても、中国の食品の高騰、米国の大豆農家の打撃、双方に取って、

良いことは何もない気がする。 

11 月の中間選挙を有利に展開する目的で始まったこの戦争、米国は直接選挙民に影響が

及ばない、中間財を対象としているのに対し、中国は選挙民に直接影響を与える品目を対

象にしているようだ。 

関税対象が自動車に及べば、車社会の米国に取っては、致命的な打撃は避けて通れず、

政治的打撃は、とてつもなく大きくなる事が予想される。 

どんな形で収束するのか見えない状況のなかで、個人的に気になる事が 2 点、一つはこ

れだけ大量の大豆を米国に頼っていた中国、中国旅行の費用の UP に繋がらないかと、も

う一つは、世界経済の混乱で与える株価への影響、一般庶民のささやかな楽しみまで奪い

かねない。 

世界貿易戦争に突入しようかという状況にあって、余りにも小さな心配ごと、こんな年

代に陥ったのかと、苦笑することだった。 
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貿易戦争 

荒木 清士  

 

トランプ政権の貿易政策に関する基本姿勢は、選挙期間中に公表した「トランプ通商ド

クトリン」が、その起源となっている。 

掲げた貿易政策の 3 つの目標は、 

①GDP 成長率の向上 

②貿易赤字の削減 

③製造業の基盤強化…..である。 

＊先ず、2016 年米国の貿易赤字（通関ベース）の実態をみると、総額:7,488 億$の中 

WORST5 ｹ国は、                     ＜主要対象品目＞ 

  *中国  ……………..3,470 億$ (46.3%).. PC 等、携帯電話、自動車部品 

  *日本 …………….. 689 ”  (  9.2”).. 乗用車、自動車部品、航空機器 

  *ドイツ…………….. 648 ”  (  8.7”).. 乗用車、自動車部品、医薬品 

  *メキシコ…………..  644 ”  (  8.5”).. 乗用車、自動車部品、貨物車 

  *アイルランド……..  360 ”  (  4.8”).. 医薬品、ワクチン、複素環式化合品 

  である。 

＊一目でわかる様に、対中国貿易赤字が突出している事から、トランプ大統領は、7 月 6

日、第一弾として、対中国 340 億ドルの制裁関税を適用すると共に、中国企業の米国ハ

イテク企業への投資を禁じた。又、対中国、1,000 億ドル台への赤字削減を要求した。

…中国は直ちに報復を明言。 

＊その根拠は、中国がここまで経済的に台頭出来たのは、米国のお陰である。米国の中国

に対する経常赤字は、ここ 10 年間、ほぼ対 GDP 比 2%弱で推移している。米国全体の

経常赤字/GDP は、2.4％なので、ほとんどの赤字は、中国によるものだ。……というの

である。 

＊一方、日本と EU に対しては、自動車税を 20%とする旨通告してきている。日本の場合、

現在 2.5%であるから、その影響は非常に大きい。そこで、日本としては、現在日本の自

動車の輸出は、TOTAL:470 万台、対米国向けは、その中 170 万台（36%）を占める。

米国国内での自動車産業に於ける雇用者は、150 万人以上で、このままでいくと、その

中約 62 万人の失業につながるという意見書を米国に提出した。 

＊トランプ大統領の貿易政策については、米国内でも、農家、メディア、経済学者（アー

ウイン、カンパネラ等）の批判も高まっているが、貿易不均衡と、グローバリズムの行

きつく先が産業の空洞化、国内雇用機会の喪失、国家安全保障をも危機に陥れると主張

する［DEATH BY CHINA」の著者：ピーター・ナバロ国家通商会議委員長の意見にし

か耳を貸そうとはしない。….というのが実情である。 

＊最終的には、二国間交渉により、妥協点を見出す事になると思われる。  
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貿易摩擦に思う 

増田 寿男  

 

1960 年代のわが国は、高度成長と国威発揚の時期であった。東京オリンピック、東海道

新幹線、大阪万博など。国内の大型設備投資が一巡し、世界的な経済成長もあり、各社は

世界中へのプラント輸出を指向する。 

1970 年代に、世界の政治経済の環境が変わる。1971 年のニクソンショック：ニクソン

大統領の訪中宣言とドル兌換停止、1973 年と 1979 年のオイルショックが起こる。 

この間、日米で貿易摩擦が拡大し、アメリカの貿易赤字の膨張から、1985 年のプラザ合

意に至る。日米の貿易摩擦の場合は、レーガン大統領がサッチャー首相と語らい中曽根首

相と交渉して、仏独を含む５Ｇの場で為替レートを調整した。 

私は 1968 年に就職し、重機械のプラント輸出で受注前業務を担当していたが、プラザ

合意で、突然にドルが 240 円から 120 円に下がり売掛の延払代金が半減した。会社はプラ

ント輸出ができなくなり、コストエンジニアリング業務も消えてしまう、強烈な経験であ

った。また日本にとりプラザ合意は、その後の円高とバブル、バブル崩壊と金融危機を経

て、デフレ経済を招いて現在に至る。 

この度の米中の貿易摩擦は、どの様な展開になるのであろうか。アメリカは、戦後のパ

ックスアメリカーナを築いた、覇権国家であり、中国は、独善的な中華思想を持ちつつ、

新興の超大国への道を歩んでいる。 

アメリカでは、一般の企業にとり貿易や関税や為替という意識はなく、自らのテリトリ

ーにおいて自国通貨で商取引をしているだけであり、国の統計結果としての貿易を、学者

が分析し解釈して為政者が選挙のために騒いでいる。中国は、共産党指導の社会主義市場

経済であり、あらゆる業界の取引に当局の援助と規制の網がかかり、企業人は、親方五星

紅旗の下で利得と蓄財に励み、為政者だけが治安を心配して騒いでいる。米中共に、一般

国民の貿易に対する関心は薄く、為政者が政権維持のため対外的なプロパガンダを応酬し

ている。問題解決の積極的な必要性は感じられず、事態は長期化するだろう。  

人間社会に国がある限り、貿易に不均衡は避けられず紛争は発生する。折角立ち上げた

世界貿易機関ＷＴＯは機能不全に陥っている。アメリカは、多角的交渉や紛争裁定機能を

拒否してバイ・ラテラルな交渉を好み、トランプ大統領は、独善的な発信で世界に混乱を

拡げている。中国は、ＷＴＯに加盟しても、理念やルールに無関心で独自の主義主張を通

している。 

国という枠組みは、政治的に育ったものであり、経済的な問題には歴史が浅い。今回の

貿易摩擦は、貿易紛争を通り越して、世界的な貿易戦争の状態を招く様相である。日本と

しては、国力を涵養しつつ対処せざるを得ない。 
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貿易戦争 

富阪 泰   

 

2018 年は世界貿易戦争勃発の年として後の世に記憶されるかもしれない。3 月、米国大

統領トランプ氏は、米国が輸入する様々な物品に多額の関税を課し、一部物品の輸入を禁

止するなどきわめて強引に輸入量削減政策を実行に移した。標的とされた国々は、それぞ

れにその不当性をＷＴＯに提訴するとともに対抗上、米国からの輸入品に相当額の課税を

する旨を宣言した。それに加えて、カナダ、オーストラリア、日本までを巻き込んで、今

では米国対世界の対決が懸念される状態である。このようなアクションに対するトランプ

氏の思惑はさまざまに論評されているが、それがなんであれ、その底流に恒常化している

米国の巨額な貿易赤字が影を落としていることは容易に推察できる。ちなみに 2017 年度、

米国の経常収支は約マイナス 4700 億ドル、貿易収支は約マイナス 8000 億ドルである。こ

の赤字はいかに巨額であるとはいえ、これは基軸通貨の中の基軸通貨である米ドルを発行

する国のそれであって、他の国の赤字と同列に扱うことはできない。米ドルには基軸通貨

としての役割が求められており、これが赤字の一因である。ここでは、この問題について

戦後の日本復興の経過に照らして考えてみたい。 

わが国の復興初期にはあらゆる分野で設備の再建が求められ、それを可能とする旺盛な

外貨の需要があったが、輸出できたのは繊維、衣料、雑貨など軽工業品のみで、貿易収支

は赤字、乏しい外貨のやりくりが続いた。当時、わが国の外貨保有高は常に紙上に開示さ

れており、その増減が景気を一進一退させるほどであった。70 年代に入り、ようやく生産

設備の再建も一段落し、そこから産まれる製品の輸出によって外貨保有高にゆとりができ

てきた。国内設備需要が一巡したプラント、機械メーカは海外志向を強め、その結果 70

年代をとおして空前のプラント、機械輸出ブームとなり、やがてそれが米国からみて目障

りとなってきた。８０年代に入りさまざまな形で輸出抑制、日本円の切り上げなどを求め

られるようになってきた。数次にわたる日本円の切り上げにもかかわらず、わが国の輸出

志向は衰えず外貨は増え続け、一部は無用の海外不動産投資に使われたものの、大部分は

タンス預金同様に日銀の金庫内に死蔵されることとなった。一方、国内では日本円が溢れ、

不動産バブルに突入していったのである。今、わが国にかつての勢いはないが、それでも

2017 年度の経常収支は 10 兆円あまりの黒字である。換言すれば、わが国は毎年 10 兆円

あまりの米国の赤字を負担しているといえるかもしれない。わが国の西方には、中国、タ

イ、インド、ベトナムなど高度成長を続ける国々がひしめいている。これらの国々は、日

本の事例が示すようなパターンで、次第に外貨を必要とし、積み上げていく。その潜在的

需要は莫大であり、それらへの外貨提供国は、多大な恩恵にあずかることになる。 

米ドル切り下げ圧力もなくインフレの懸念もない現在、貿易赤字圧縮は基軸通貨マーケ

ットにおける米ドルの比率が低下し、他の国の通貨がこれにとって代わることになる。こ

れが長期にわたって続けば、世界がどのように変わるかあまり考えたくないものである。  
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貿易戦争 

野口 一彦  

 

アメリカ大統領のトランプ氏は、日本を含む自動車輸出国への追加関税や中国との貿易

戦争を一方的に開始している。また、パックスアメリカーナを否定している。彼は全ての

問題に対してよく考えず反射的に動くと評されているが、根底には一貫したアメリカの経

済ナショナリズムと次期大統領獲得がある。つまり、国際主義とグローバリズムの否定と

確たる中間選挙対策である。 

アメリカ社会には、世界の流れから見て、常識から逸脱した言動を厚く支持する堅牢な

有権者層がいるわけで、貧困白人層と裕福白人層および福音派キリスト教徒とユダヤ系白

人である。トランプ信者は、国際秩序に対する認識の欠如に加えて、白人至上主義が強く

影を落としているといわれる。 

アメリカ経済ナショナリズムとは、中国との貿易戦争、ＥＵと日本への法外な通商交渉

要求、アメリカの保護貿易傾注からくる無理難題である。 

これに対し、中国とＥＵは、ＷＴＯが認めている報復関税を武器に戦争に入ろうとして

いる。日本は、貿易戦争には及び腰で、ＴＰＰ、ＲＣＥＰを立ち上げたり、ＥＵとＥＰＡ

を結び、なんとか日本経済の低下を防ごうとしている。 

中国とアメリカは、互いに強硬で勝手なことを言い合っている。今言えることは、アメ

リカによる中国貿易戦争とイラン経済封鎖は、日本の経済、とりわけ自動車部品メーカー

やエネルギー業界に、相当影響が出てくるものと思われる。 

アメリカの貿易赤字は、06 年の 7636 億ドルから 17 年では 5660 億ドルに減っている。

なのに、トランプ大統領は重商主義的考えで、継続的に貿易黒字を出すことだけが貿易で

富を生む唯一の方法なので、保護主義を進めて、自分の支持基盤にこたえると、あっちこ

っちに貿易戦争を仕掛けている。 

世界中の多くの政治家や経済学者は、トランプ大統領の経済顧問たちを含めて、貿易戦

争の結果は、経済成長を鈍化させ、物価を上昇させ、経済を弱体化させると言い続けてい

るが、トランプ大統領は、これらの忠告を完全に無視し、無思慮な行動を続けている。 

確かに、アメリカの製造現場の工員は、00 年から 10 年で 560 万人失われた。トランプ

大統領は、これを外国との不平等な競争によるものと勘違いしている。調査によると、こ

れはテクノロジーの進化によるもので、貿易が原因なのはわずか 13％であり、どれだけ関

税をかけても、効率的な製造現場から技術革新を無くすことはできない。 

トランプ大統領のこの勘違いは、アメリカの物価上昇や世界経済の混乱にとどまらず、

ＷＴＯを葬り去る可能性を秘めている。標的国がＷＴＯに訴えれば、アメリカはＷＴＯを

無視する可能性が大きいとみられている。 
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貿易戦争―民主主義国家の限界― 

恩田 隆   

 

１．制裁関税のミクロ経済的考察－輸出側は痛くもかゆくも無い- 

輸入関税の実際のお金の流れは 

①輸入者は政府に関税を支払う 

②輸入業者は価格に関税を上乗せする 

③一般消費者は関税を含めた価格で商品を購入する 

つまり関税は最終的に輸入した側の国民が政府に税金を支払うことになる。つまり増税

と同じことになる。 

また米国では中国製の製品は一般に米国製よりかなり安価である。追加関税をそのまま

製品価格に転嫁してもそれでも中国製の方が安価であり米国民は中国製品を購入するであ

ろう。要するに輸出側は痛くもかゆくも無い。貿易不均衡是正策の手段としては追加関税

効果は有効とは思えない。 

２．知的財産防衛は遅きに逸した 

米国が制裁関税の拠り所とする「中国の知的財産の侵害」は誰も反対する人はいない。

米国民も表面的にはこの大義名分に対して反対しにくい。ＥＵ、日本もこの点に関しては

本音では大賛成である。 

しかしもはや遅い。知的財産はもう中国にかすめ取られてしまった。知的財産を保護す

るならば鄧小平が 40 年前に開放政策を開始した時に徹底的にその重要性を中国に知らし

めねばならなかった。もう遅い。重厚長大、軽薄短小製造業からＩＴ産業まで中国はトッ

プクラスである。 

スマホは台数ベースでは中国のサーウエイ社はアップル社を追い越している。ＡＩ企業

はベンチャー企業がどんどん中国で起業している。もはやシリコンバレーも形無しである。 

7月に経産省は 2018年通商白書を公表したが例えば中国のベンチャー企業への投資額は

2.2 兆円で米国の 7.5 兆円に次ぐ世界第二位である。日本はグラフから数字を読み取れない

ほど極小である。また国際特許出願数は米国 56,518 件、中国は 48,869 件、日本は 48,207

件でついに日本を追い越した。もはや中国は安価労働力だけを武器にしている時代から脱

却している。 

３．民主化無き経済大国の出現 

中国は共産党一党支配の非民主主義国家である。古典的共産主義の様にプロレタリアー

ト独裁国家とは言い難いが共産党特権階級独裁国家とでも言うべきかもしれない。かつて

の様な露骨な国民抑圧、言論封殺は弱まっているように見える。また、頑張ったものが報

われる仕組みはある様に見える。しかし現在の中国を礼賛するのが本意で無い。 

本意は要は民主義国家でなくとも経済的に発展し一般国民がある程度豊かになる国家モ

デルが有るということである。後進国で中国モデルを取入れる国は増加するであろう。  

民主主義は不便な制度と言われて久しい。言論の自由の名のもとのマスコミ帝国主義、
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リベラルの名のもとの国会を 18 日もずる休みする政党、少数意見の尊重の名のもとの反対

した者の勝ち、これでは中国に勝つのは難しい。トランプ大統領であっても貿易戦争に勝

つのは難しいと思われる。粘り強く交渉するしかない。 

 

 

貿易戦争 

奈良橋 辰郎  

 

『貿易戦争？ 武力をもって血を流し、殺し合うような“戦争”でなくて良かったね。』

と言うのが私たち庶民の実感ではないでしょうか。尤も武力を伴わない争いを戦争と呼ぶ

ことの是非は別としてですが・・・。そしてもう一つ、この“貿易”ということに関する

マスコミの論調を見ておりますと 私の世代が子供の頃から繰り返し、繰り返し叩き込ま

れました「日本は資源も何もない貧しい国です。資源を輸入して加工し、製品輸出をして

お金を稼がないと食べていくことができません。」という言葉が未だに現在においてもまだ

脈々と受け継がれているんだなと感じます。 

確かに“貿易”も勿論重要ですが、超少子高齢化や人口減少の時代を迎える今の日本の

中で、少しでも自分たちで対応可能なエネルギー、知的資源、相変わらずのサービス残業

や有給取得０で成立している産業構造・意識に目を向けることが最重要なのではとも思い

ます。 

いずれにしましても、マスコミの言うこの“貿易戦争”に対して、私たちは荒天の船上

にいる様なもので、何もできないことだけは感じています。 

本当久し振りに投稿させていただきました。今回、首題のようなテーマということで思

うところ少し書かせていただきました。投稿のお誘いありがとうございました。 

 

 

 

 

 

小特集のテーマを、「財政問題」、「消費税」、「アベノミクス」、「ガバナンス」、「グローバ

ル化」、「わが国の労働問題」に続けて、今回は「貿易戦争」であります。 

夏と冬の年 2 回、小特集のテーマについて考え、原稿を作成しています。新聞や資料を

読む際の、頭の体操によいと思います。今後とも、テーマの選択について、みなさまと楽

しく頭をひねりたいと考えます。 

今回、久し振りに、奈良橋さんの投稿がありました。 

 

組織の変更について、このたび、「関西支部」を「関西グループ」に、「関西支部長」を

「関西グループリーダー」に、それぞれ名称を変更しています。 

 

編 集 後 記 
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