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長期化の様相を呈する米中貿易摩擦
黒岩 達也
ポイント
 ＩＭＦは貿易摩擦の悪影響で、米国の実質成長率は 0.6％、中国は 1.5％下振れすると試算
 ６月末までに問題が解決しなければ、米国は対中輸入のほぼ全品目に 25％の追加関税を課す計画
 中国は追加関税の余地が小さいことから、米国債の大量売却や人民元安誘導を実施する公算も
 米国が重視する中国政府による企業への補助金政策は解決の糸口がみえず、交渉は長期化する可能性

１．米中貿易摩擦は世界経済に影響
（図表１）主要市場の株価指数の推移
５月９～10 日に開催された米中の閣僚級協 （2019年1月1日＝100）
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（図表２）主要市場の株価指数の推移
２．追加関税の応酬で貿易戦争の様相
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