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米国の「保護主義」と中国の「内製化」が招くスロートレードの悪夢
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米国発の「保護主義」とそれに対抗する中国の「内製化」がIT製品の国際的サプライチェーンを破壊しつつある
世界貿易の伸び率が世界経済成長率を下回る「スロートレード」再来の兆し
スロートレードの害悪は大きく3点に集約されるが、その打撃を最も強く受けるのは米・中自身に他ならない
米国の保護主義は制裁関税から内政干渉の領域へ？／米中摩擦で日本には一時的ながら、漁夫の利

スロートレード再来の兆し

図表2：新興国の輸入比率の低下がスロートレードの原因

昨年の世界経済は、全GDPの75％を占める約120ヵ国の経済
成長率が前年を上回り、近年稀に見る地球規模の景気拡大と
なった。その原動力は世界貿易の拡大であり、象徴的だったの
はリーマン・ショック以降、9年にわたって続いたスロー・トレード
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(貿易の伸び率＜世界経済成長率)から脱却したことだ(図表1)。
貿易の活発化は各国の生産活動や設備投資を誘発し、世界
経済の成長率をも引き上げる。しかし、足下で貿易の伸びは再
び停滞感が強まってきており、スロートレードの再来が警戒される。
図表1：スロートレード ～貿易の伸び率＜世界経済成長率
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その後、2016年以降は新興国の輸入比率は一転上昇し始め、
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世界貿易はスロートレードから脱却することとなった。これはIT
デジタル製品需要の急増が背景だ。PC・スマホなど既存のIT

3

需要の循環的な増加に、新たなIT需要(AI、IoT、自動運転、

世界GDP成長率

動画配信、クラウド、ブロックチェーン、Fintech等)の爆発的な
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増加が重なった格好である。ITデジタル製品の製造は国際分
業、すなわち米国(開発・設計)→日本(半導体製造装置)→台

-3
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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スロートレードからの脱却や逆戻りを決定付けるのは、新興
国の輸入依存度だ。図表2で先進国と新興国の輸入比率(＝
輸入/国内生産)を振り返ると、先進国ではほぼ一貫して上昇

湾・韓国(IC・電子部品)→中国(組立)というサプライチェーンで
行われているため、完成までの工程で何度も貿易が発生する
(図表3)。1単位のIT製品需要が、その何倍もの貿易を生むこ
とになるため、輸入比率は高まりやすい。
図表3：ITデジタル製品の国際的サプライチェーン

してきた。安価な労働力を求め、先進国が生産のオフショア
化(海外移転)を推進してきたことの表れだ。かたや新興国は、
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保護主義が国際的なサプライチェーンを破壊

トランプ大統領の保護主義は関税から内政干渉へ？

しかし、足下では世界貿易の伸び率は低下し、ＩＴデジタル需

このような動きがトランプ大統領の目に止まれば、新たな攻

要の伸び率からも下振れし始めている(図表4)。貿易量の下

撃対象となる可能性がある。現に日米欧が11月に共同提案

振れはITデジタル製品の国際的サプライチェーンが綻び始め

するWTO改革案の柱は「WTOへの報告なしに自国の特定産

たことを示唆しているようだ。今年3月に始まったこの動きの

業を優遇する不公正な補助金を行う国への罰則を導入する

背景に、トランプ大統領の保護主義があるのは間違いない。ト

こと」だという。米国は中国の先端産業の競争力が政府の手

ランプ大統領は中国が次世代の技術覇権を狙って定めた国

厚い保護により一気に高まることを相当警戒しているようだ。

家戦略「中国製造2025」を危険視しており、これを潰すべく

トランプ大統領の保護主義は関税合戦に止まらず、今後は

中国の通信機器大手ZTEとの取引規制や対中制裁関税を

内政干渉の領域にまで踏み込んでいく可能性がある。

強行し、先端産業から中国を排除しようとしているのである。

スロートレードのどこが悪いか？

図表4：世界貿易量とITデジタル需要
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注：ITデジタル需要は世界半導体販売額を半導体PPIで実質化した
出所：SIA、オランダ経済分析局、SonyFH

トランプ大統領の保護主義とそれに対抗する中国の内製
化が国際的なサプライチェーンを破壊し、スロートレードを
再来させつつある。それによる問題点は大きく3つある。

① 国際貿易を通じた世界同時景気拡大が持続不能になる
② 各国企業が不得意分野(比較劣位)の生産を自前で行
わねばならなくなるため、生産性・収益性が低下する
③ 自国での生産に傾注すれば、各国の経済成長率は供
給能力の天井(潜在成長率)を超えることができなくなる

これらの痛みを最も強く感じるのは米国と中国自身に他なら
ない。
①は外需依存度の高い中国経済を直撃する。また、世界需

中国の内製化はサプライチェーンの放棄？

要が弱まれば、国家ぐるみの内製化投資は過剰設備という

一方、中国も自らサプライチェーンからの脱退を進めている。

負の遺産となり、その処理は後の経済成長を妨げることになる。

「中国製造2025」では、ハイテク製品の内製化(生産の国内
完結)を目指し、現在20％以下に止まる半導体の自給率を
2020年に40％、2025年に70％へ引き上げる計画を打ち出
している。また、米国の保護主義が強まる中で、この計画を前
倒しすべく、4月以降、政府はハイテク産業を莫大な補助金

②は、オフショア化で比較優位を追求し高い生産性・収益性
を実現してきた米国企業（たとえばアップル社）のビジネス
モデルの終わりを意味する。企業収益が悪化すれば相応の
株価下落を招く。

や減税(税還付)で手厚く支援し始めた。その結果、足下で中

③も米国に打撃だ。米国は失業率が自然失業率を下回る超

国の製造業の設備投資が急加速している(図表4)。これが今

完全雇用状態にあり、労働力が逼迫している。そうした中で

後、中国の輸入比率を急速に低下させ、世界貿易の縮小に

低付加価値分野の生産までも米国内で行うというのは無理

弾みをつける可能性がある。

な話だ。米国は輸入を通じて海外の労働力を借り、3％超の
経済成長を続けている。その米国が供給制約に直面し、潜

図表4：ITデジタル製品の内製化を急ぐ中国

在成長率（1.8％）以下まで成長率を鈍化させれば、今が高
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本財輸出の増加も見込まれる。日本やアジア新興国にスロー
トレードの影響が出てくるのは大分後になってからかもしれない。
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