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経済的影響力が大きいのは?
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1― モノの貿易では米中逆転
昨2013年、中国のモノの貿易は4.16 兆
ドルと米国の3.91兆ドルを抜き世界一と
なった（図表 -1）。中国は輸入ではまだ米
国の8 割強に過ぎないものの、輸出では米
国の約1.4倍に達し今回の米中逆転となっ
た。モノの貿易では、高級ブランド車やレ
アメタルなど希少価値の高いモノでもな

抱えているとはいえ、中国の経済的影響

国からの輸入が 20ドルと分けて、付加価

力が米国のそれを上回る国が徐々に増え

値ベースで計算し直したのが付加価値貿易

つつあると思われる。

といわれる概念である。経済協力開発機構

［図表2］
各国の輸出に占める米中のシェア（2013年）
資料：CEIC(IMF)のデータを元に作成
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2― 米国の影響力は依然大きい

シコを除く全ての国で上昇しており（平均
ント上昇して19.4%となっており、中国向
けのシェア（14.9%）よりも高い。
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一方、米国と中国の経済的影響力を比

た輸出依存度を計算したのが図表-3である。
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高いのはオーストラリアのみとなる。その

また、米国株とその他の G20 諸国株と

業構造の高度化”が進めば、モノに加えて
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手段しかなく、国家資本主義モデルの威力
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3― 世界経済への影響力が
米中逆転する日はくるのか?
それでは、世界経済への影響力が米中

［図表4］サービス輸出（受取）の世界シェア（2012年）
資料：WTOのデータを元に作成
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