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五十嵐レポート 2018 年 9 月 28 日 

 

安倍政権、あと 3年 

 

１． 日米貿易問題 

見送られた自動車への追加関税 

9 月 26 日、国連総会出席を機に行われた日米首脳会談が終わった。懸念されていた日本

の自動車への 25％の追加関税は当面実施されないことになった。日米間で TAG（物品貿易

協定）の締結に向けた交渉を開始することが合意され、その交渉中は「声明の精神に反す

る行動を取らない」ことが共同声明に書き込まれたのだ。安倍首相は会談後の記者会見で、

「日本の自動車に対して米通商拡大法 232 条に基づく追加関税が課されることはないこと

を確認した」と言明している。 

しかし、これで安心というわけではない。米国が望む 2 国間協議に応じるわけだから、

今後、様々な要求を突きつけられる可能性はある。通商代表部（USTR）のライトハイザー

代表は、韓国や EU との交渉では必ず数量制限を持ち出している。米国の貿易赤字を問題視

している人物でもあり、赤字を減らすために高関税の代わりに数量制限を要求してきても

不思議ではない。今回の共同声明は我が国の関係者に当面の安堵をもたらしたに過ぎない。 

 

追加関税は自動車産業に大打撃か 

ところで、仮に 25％もの高い追加関税をかけられたら、裾野の広い自動車産業が大きな

打撃を受けて、日本経済は深刻な不況に陥るのだろうか。そうとも限らないと思う。米国

に輸出する自動車の価格が、米国民から見て 25％も上昇すれば、当然販売台数は激減して

しまうだろう。それがわかっていれば、現実には値上げはできないとみられるからだ。 

例えば日本から輸出した車が 1 台 1 万ドルで販売されているとしよう。25％の追加関税

を販売価格に上乗せすれば 12,500 ドルになってしまう。しかし、ドル円レートが 1 ドル＝

100 円だとして、輸出価格を 100 万円から 80 万円に引き下げれば、ドルでみて 8,000 ドル

の輸入価格に 25％の関税を乗せると 1 万ドルだ。つまり輸出価格を 2 割値下げすれば米国

での販売価格を変えなくて済むわけだ。 

この時、ドル円レートが 1 ドル＝125 円と大幅な円安に振れると、米国への輸出価格を

8,000 ドルに引き下げても、日本のメーカーの受取額は 100 万円のままで済む。追加関税が

課されることで為替レートが円安に振れれば、日本が受ける打撃は緩和されるのである。 

では為替レートは本当に円安になるのか。貿易問題と為替レートの関係は一概には結論

付けられないが、私は追加関税は円安要因だと思う。米国が貿易赤字削減のためにドル安・

円高を望むのは自然で、例えばトランプ大統領がそうした発言をすれば、相場は間違いな

く円高方向に反応するだろう。しかし、追加関税は「リスクオフの円高」とは性格を異に

する要因だ。日本経済に大打撃を与えかねないものであり、日本株も円も同時に売られる
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筋合いだ。だから、追加関税の影響を重く見れば見るほど、実際に導入されたときの円安

への振れは大きくなると考えられるのだ。 

また、今回の日米首脳会談を行うにあたって日本側は、追加関税だけでなく、米国側が

「為替条項」の設定を要求していることも懸念していたという。ただし、これに関して日

本政府は「（為替レートは）通貨当局間での議論に任せ、貿易交渉では議論しない」とい

う姿勢を堅持していると、27 日の日経電子版が報じている。その姿勢を貫けるなら、介入

して円安誘導でもしない限り、市場で相場が円安に振れて米国から非難されることがあっ

ても突っぱねることができるだろう。 

 

輸出数量制限の方がむしろ問題 

もっとも、だから追加関税を課されても問題ない、と言いたいのではない。大幅な円安

になれば、輸入価格、とくにエネルギーの輸入価格が大幅に上昇する。これは日本経済に

とっては大変な痛手だ。円安が輸出サイドにもたらす為替差益と、輸入サイドにもたらす

為替差損は、1 ドルあたりの大きさはもちろん同じだ。ただし、差益や差損をもたらす外貨

建て貿易額については、我が国は常に輸入超過である。したがって、円安で自動車産業の

痛手は緩和されるとしても、輸入コストの上昇で日本経済全体が被る痛手の方が大きいと

いうことになる。 

しかし、我が国の景気に、より大きな打撃を与えるのは輸出数量制限のほうだ。生産の

減少に直結して、裾野産業にまで広範な悪影響が及ぶからだ。景気の波を作りだし、雇用

を左右するのは「数量」である。追加関税は為替に影響し、数量制限は生産に影響すると

いうことだ。 

 

２． 高まる米国景気への楽観論 

米連銀（FRB）は 26 日、大方の予想通り利上げを実施した。15 年末に始まった利上げは

今回で 8 回目（15 年：1 回、16 年：1 回、17 年：3 回、18 年：3 回）、0～0.25％だった FF

レートは 2.0～2.25％にまで上昇してきた。FOMC メンバー自身の見通しでは、年内にあと

1 回（12 月）、19 年にさらに 3 回利上げし、20 年にも 1 回の利上げがあることになってい

る。そうなると 終的には 3.25～3.5％あたりで打ち止めということのようだ。潜在成長率

に見合った中立的な FF 金利の水準は 3％弱だと言われているから、このシナリオ通りなら

米国の金融政策は来年のうちに引き締め局面に入ることになる。 

9 月 17 日に、1 日だけだがニューヨークに立ち寄る機会があった。有力金融機関 3 社の

エコノミストたちと面談したが、揃って 19 年は利上げが 4 回行われるという予想を語って

いた。減税効果も加わって景気の勢いが強く、失業率の低下が続き、予想以上の物価上昇

が実現するという見方が背景にあるようだ。09 年の夏から始まり、すでに 10 年目に入った

景気の回復・拡大はなお続き、景気の転換は早くても 20 年という見立てだ。 

中国との貿易戦争は、米国経済にも打撃ではあるが、すぐに目立った悪影響を及ぼすわ

けではないと考えられている。そうであれば、確かに今の米国経済に「これが景気を転換
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させる」という目に見えるリスクがあるわけではないので、景気は長持ちするという見方

になるのだろう。2％の物価上昇が実現する一方、賃金が 3％程度上昇しているのだから、

実質賃金の増加が今後も個人消費の底堅い伸びを支えると見るのは自然だ。 

イエレン FRB 前議長が「ミステリーだ」と表現した、景気がいいのに物価が上がらない

という状況が、景気に見合って物価も上昇するというふうに変わって（戻って）きたのだ

ろう。強気派エコノミストたちの予想が正しいのであれば、株価にもドルにも、なお上昇

余地があると考えられる。 

ちなみに、新興国はどうなんだと尋ねたら、総じてみれば大丈夫だという返答だった。

一部の例外を除けば、新興国はかつてに比べれば体力がついているという認識だ。だから

FRB が新興国に配慮して利上げのペースを緩めることはないと考えているようだ。FRB が

利上げを躊躇するとすれば、新興国の景気悪化が米国経済にマイナスの影響をもたらすと

判断した時なのだろう。FRB は米国の中央銀行であって、世界の中央銀行ではないという

ことか。 

 

３．3 選された安倍総裁 

景気は戦後最長記録を更新しそうだが．．． 

安倍首相が、 大あと 3 年、首相の座に留まることになった。振り返れば、12 年の総選

挙で勝利し、政権の座に就いた正にそのタイミング（12 月）から景気回復がスタートした。

回復・拡大は今年末で丸 6 年、02 年 2 月から 08 年 2 月まで続いた戦後 長の「いざなみ景

気」に並ぶ。年が明ければ記録更新だ。景気を回復させ、持続させてきたと誇れることが、

3 選が実現した 大の理由だろう。 

14 年の消費税引き上げ後の低迷期を抜け出し、ここ 2 年余り続いてきた景気回復の原動

力は輸出だ。世界景気回復の恩恵で輸出数量が増え、それが国内の生産を押し上げてきた。

生産年齢人口が年々減少し、人手不足が深刻化する中で、省力化投資が増加していること

も寄与している。 

ただ今後は苦しい。中国の勢いが落ち、米国の利上げが少なからぬ新興国の景気を下押

しする中で、米中貿易戦争が泥沼化しかねない状況にある。そうした中で世界経済の成長

率が低下すれば、我が国の輸出にも悪影響が及ぶことは避けられない。15 年以降、1％程度

とされる潜在成長率を上回る成長を続けてきたが、その勢いにもブレーキがかかることに

なろう。 

来年 10 月に消費税の引き上げを控えていることから、財政を使った景気の下支え政策や

消費の駆け込み・反動減への対策が打たれることで、すぐに景気が目立って落ち込むこと

にはなるまい。ただ、無理を重ねると、その後の打つ手がなくなることにもなりかねない。 

 

低すぎる我が国の名目成長率 

安倍首相は自らの任期中のことだけを考えているのかもしれないが、中長期的に見て、

日本経済の成長力を高めていくことが極めて重要だ。「成長なくして財政の健全化なし」
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が安倍政権のモットーだが、そのこと自体は全く正しい。ただし、もっぱら財政を使って

（財政支出の拡大、増税の先送りなど）成長率を高めようとしてきたことは誤りだ。将来

的に財政破たんを回避するためにも、財政に頼らない経済成長の実現がぜひとも必要だ。 

図は、生産年齢人口一人あたりの実質成長率と名目成長率について、日本、米国、ユー

ロ圏を比較したものだ。いずれも 2000 年から 2017 年までの 17 年間の平均成長率である。

過去十数年間の「労働生産性の上昇率」に近い概念だと言えるだろう。 

 

生産年齢人口一人当たり GDP 成長率の日米欧比較（2000～2017） 

＜実質 GDP＞               ＜名目 GDP＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）2000 年～17 年の単純平均値 

（出所）世界銀行 

 

一見して明らかなのは、我が国は実質成長率では欧米を凌駕しているのに、名目成長率

では惨めなほど水を空けられているという事実だ。これは日本の GDP デフレーターの上昇

率が低いことに他ならないが、それは何を意味するのか。GDP デフレーターは「実質生産

1 単位当たりの名目所得」だと定義することが可能だから、平たく言えば、「数多く作って

売っている割には儲かっていない」ということになる。 

この背景にあるのは、「良いモノ、良いサービスをより安く」という企業のスタンスだ。

そのためにコスト削減が優先され、とりわけ人件費が削られてきたのだ。そうした行動を

改め、良いモノやサービスを「相応しい価格」で提供することが GDP デフレーターの改善

につながり、所得を増やすことになる。生産性の向上が必要だと言われているが、日本に

必要なのは、とりわけ「名目成長率を高める生産性の向上」だ。 

具体的には、マーケティングの改善やブランド価値の向上といったことが必要となろう。

そこでは何より企業努力が求められるわけだが、政府の役割はその環境づくりだ。目先の

景気ばかりでなく、強い政権だからこそ可能な規制改革の断行など、先を見据えた骨太の

経済政策の実行を求めたい。 

（ＭＵ投資顧問客員エコノミスト 兼 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング 

調査本部 研究理事 五十嵐敬喜） 
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