
これまでに各国の通貨の名前や米国ドルに対する各国通貨の価値などを

勉強してきましたが、各国の通貨の価値とは一体どのように考えたらい

いのですか？ 

 

なかなかいい質問だね。実際にはチョット難しい説明が必要じゃが、各

国の通貨の価値、すなわち、各国の通貨が持つモノを買う力、いわゆる

購買力を比較して各国の通貨の力を調べる方法があるよ。 

鳳鳳： 

 

 

 

水鏡先生： 

 

 

第８９号 

200６年６月２１日 

   通貨を測る物差し：ビックマック指数（１） 

比較する商品がある特定の国だけで売られている商品では国際比較が出来

ないから使えないということですね。その点ではビックマックは全世界で

売られているから比較しやすいわね。 

 

また、その品質というかその商品は世界のどこで買っても同じであるとい

う商品でなくては比較できないということですね。これらの条件から考え

ると、ビックマックの他に、コカコーラや最近世界的に人気が出てきたス

ターバックスのコーヒーなども使えそうですね。 

これはビックマック指数（Big Mac Index)と呼ばれるものじゃ。 

 

ビックマックは全世界で同じ品質で販売されていることは皆知っている

ね。同じ品質ということは、パンや肉、野菜などの材料、包装紙などが同

じであるということだね。さらに、その値段は材料やそれを作る人達の人

件費、宣伝費などを全て含めて決められるから、全世界で同じ品質で売ら

れているビックマック１個の値段を各国で比較して、その値段が同じよう

になる為替レートを計算するというわけじゃ。 

そのとうりじゃ。 

このビックマック指数は英国の経済専門誌「The  Economist(エコノミス

ト）」が考案したもので、毎年発表しているんだよ。 

 

現実の応用には少々問題はあるが、市場で決まったその国の通貨の価値

が、強いか弱いか手っ取り早く判断できるから便利なものといえるね。 



ビックマック指数は、各国の通貨が持つモノを買う力、購買力をみるも

のだと水鏡先生は云われましたが、どういうことですか？ 

 

わたしたちが物や旅行などのサービスを買う価格はそれぞれが住んでい

る国の通貨で表示されているね。さらに、これらの取引が自由に行われ

る市場では、同じ商品やサービスの価格は１つに決められるはずじゃ

ね。この考え方を「一物一価の法則」と云うんだよ。 

 

この「一物一価の法則」が成り立つならば、同じ商品の価格は国内でも

海外でも同じ価格で取引されると考えるわけじゃ。 

 

例えば、日本と米国で同じ商品が売られているとすると、２カ国間の為

替レート、この場合だと円の対ドルレートはその商品の価格が同じにな

るように動いて、同じ商品が円で買っても、ドルで買っても同じ価格に

なるということじゃ。この時の円・ドルレートは均衡為替レートである

と考える訳だ。 

竜竜： 

 

 

水鏡先生： 

 

 

 

 

 

第９０号 

200６年６月２３日 

   通貨を測る物差し：ビックマック指数（２） 

このような考え方を「購買力平価説」、英語でPurchasing 

Power Parity, 略してＰＰＰと呼ばれているものだよ。 

 

この考え方は、１９２１年にスウェーデン(Sweden)の経済学者で

あるグスタフ・カッセルという人が外国為替の購買力平価として発

表したものなのじゃ。 

 

チョット難しいが、①２国の物価水準を直接比較して計算する「絶

対的購買力平価」と、②実際の為替相場と購買力が一致していたと

考えられる時期、例えば、２国間の貿易取引を表す経常収支が均衡

した時期の為替相場を基準として、それ以降の物価水準の変化率の

差を割り引いて計算する「相対的購買力平価」という２種類の計算

法があるんじゃよ。 



第９１号 

200６年６月２６日 

   通貨を測る物差し：ビックマック指数（３） 

国名 ドル建て 過大/過少評価 

スイス 4.93 56.5  

デンマーク 4.49 42.5  

スウェーデン 4.28 35.9  

ユーロ圏 3.51 11.4  

英国 3.32 5.4  

米国 3.15 0.0  

ニュージーランド 3.08 -2.2  

トルコ 3.07 -2.5  

カナダ 3.01 -4.4  

チリ 2.98 -5.4  

ブラジル 2.74 -13.0  

ハンバリー 2.71 -14.0  

メキシコ 2.66 -15.6  

チェコ共和国 2.6 -17.5  

韓国 2.56 -18.7  

オーストラリア 2.44 -22.5  

台湾 2.35 -25.4  

南アフリカ 2.29 -27.3  

シンガポール 2.2 -30.2  

日本 2.19 -30.5  

ポーランド 2.09 -33.7  

エジプト 1.61 -48.9  

ロシア 1.6 -49.2  

フィリッピン 1.56 -50.5  

アルゼンチン 1.55 -50.8  

香港 1.55 -50.8  

インドネシア 1.54 -51.1  

タイ 1.51 -52.1  

マレーシア 1.47 -53.3  

中国 1.3 -58.7  

出所：The Economist  06年１月１４日号 

   ビックマッス指数 

それでは実際に「The Economist」 

誌が今年１月１４日号で発表した

ビックマック指数を眺めてみよう。 

 

基準とする米国では、ビックマック

は１個３.１５ドルで売られている

ね。表で太字で書かれているところ

だよ。 

この表で見ると、スイスで売られて

いるビックマックが一番高いです

ね。スイスはスイス・フランで値段

が付けられているけれど、それをド

ルに換算すると４.９３ドルになると

いうことですね。 

 

同じビックマックだから米国でも、

スイスでも同じ価値、同じ値段でな

くてはおかしいですよね。 

そのとおりだね。 

 

スイスで売られているビックマックが米

国と同じ３.１５ドルになるためには、

スイスで販売さているビックマックの値

段を下げるか、または、スイス・フラン

が米国ドルに対して弱くなればよいとい

うことじゃね。 

 

ビックマック指数は、このように各国の

通貨がドルに対して現実にどの程度強い

か、弱いかを判断する一つの見方を提供

してくれるものだよ。 



第９２号 

200６年６月２８日 

   通貨を測る物差し：ビックマック指数（４） 

国名 ドル建て 過大/過少評価 

スイス 4.93 56.5  

デンマーク 4.49 42.5  

スウェーデン 4.28 35.9  

ユーロ圏 3.51 11.4  

英国 3.32 5.4  

米国 3.15 0.0  

ニュージーランド 3.08 -2.2  

トルコ 3.07 -2.5  

カナダ 3.01 -4.4  

チリ 2.98 -5.4  

ブラジル 2.74 -13.0  

ハンバリー 2.71 -14.0  

メキシコ 2.66 -15.6  

チェコ共和国 2.6 -17.5  

韓国 2.56 -18.7  

オーストラリア 2.44 -22.5  

台湾 2.35 -25.4  

南アフリカ 2.29 -27.3  

シンガポール 2.2 -30.2  

日本 2.19 -30.5  

ポーランド 2.09 -33.7  

エジプト 1.61 -48.9  

ロシア 1.6 -49.2  

フィリッピン 1.56 -50.5  

アルゼンチン 1.55 -50.8  

香港 1.55 -50.8  

インドネシア 1.54 -51.1  

タイ 1.51 -52.1  

マレーシア 1.47 -53.3  

中国 1.3 -58.7  

出所：The Economist  06年１月１４日号 

   ビックマッス指数 

スイスのビックマックの値段が一番高

いのは、スイス・フランが米国ドルに

対して強すぎるということですが、一

体どの程度強すぎるのかな～？ 

 

スイスのビックマックはドル建てで

４.93ドル、それが米国のビックマッ

クの値段３.１５ドルに対して、どの

程度高いかということですよね。 

どの程度高いかという計算の仕方を教

えてあげようね。 

 

米国ドルを中心に考えるから、米国で

の値段３.１５ドルからスイスでの値段

４.９３ドルがどれだけ乖離しているか

を計算することになるね。計算式は下

に書いたようになるよ。 

(4.93 3.15)
* 100 56.5

3.15

−
=

上に書いた計算式で出てきた答は５６.

５％ということだから、スイスと米国で

のビックマックの値段の比較から計算さ

れるスイス・フランは、実際の対ドル

レートより５６.５％強い。すなわち、ス

イス・フランの対ドルレートが実際に市

場で取引されているレートより５６.５％

低下すれば両国のビックマックの値段は

ドル建てで同じになるという計算じゃ。 



第９３号 

200６年６月３０日 

   通貨を測る物差し：ビックマック指数（５） 

国名 ドル建て 過大/過少評価 

スイス 4.93 56.5  

デンマーク 4.49 42.5  

スウェーデン 4.28 35.9  

ユーロ圏 3.51 11.4  

英国 3.32 5.4  

米国 3.15 0.0  

ニュージーランド 3.08 -2.2  

トルコ 3.07 -2.5  

カナダ 3.01 -4.4  

チリ 2.98 -5.4  

ブラジル 2.74 -13.0  

ハンバリー 2.71 -14.0  

メキシコ 2.66 -15.6  

チェコ共和国 2.6 -17.5  

韓国 2.56 -18.7  

オーストラリア 2.44 -22.5  

台湾 2.35 -25.4  

南アフリカ 2.29 -27.3  

シンガポール 2.2 -30.2  

日本 2.19 -30.5  

ポーランド 2.09 -33.7  

エジプト 1.61 -48.9  

ロシア 1.6 -49.2  

フィリッピン 1.56 -50.5  

アルゼンチン 1.55 -50.8  

香港 1.55 -50.8  

インドネシア 1.54 -51.1  

タイ 1.51 -52.1  

マレーシア 1.47 -53.3  

中国 1.3 -58.7  

出所：The Economist  06年１月１４日号 

   ビックマッス指数 

ビックマックの値段が一番高いのはス

イスでしたが、逆に一番安いのは中国

ですね。 

 

中国のビックマックの値段は１.３０

ドルということだから、米国の値段の

４１％と半分以下ですね。一番高いス

イスでの値段の２６％。中国ではスイ

スの値段で約４個のビックマックが買

えちゃうということですね。 

中国のビックマックがドル建てで安い

ということは、中国の為替レート、元

がドルに対して弱い、安く評価されて

いるということになりますね。 

 

どの程度安く評価されているかと、計

算すると下のようになりますね。 

竜竜（ロン・ロン）君、計算方法をもう

十分に理解したようだね。うれしいよ。 

 

もう一度確認しておくと、中国のビック

マックの値段は米国よりも高い訳だか

ら、中国元は米国ドルに対して強くなら

なくてはならないということだね。 

計算結果はマイナスで、中国元は米国ド

ルに対して5８.７％高くならなくてはい

けないということを示しているんだね。 

(1.30 3.15)
* 100 58.7

3.15

−
= −



第９４号 

200６年７月３日 

   通貨を測る物差し：ビックマック指数（６） 

ところで、米国は中国との貿易収支赤字幅が非常に大きくなってきたことを

受けて、中国元が中国の実力以上に弱すぎるからだと騒いでいますね。 

 

米国への最大の輸出国は日本が長年一番でしたが、下の図にも示されている

ように、２００２年に日本と中国からの輸入額が１２００億ドル台となり、

中国からの輸入額が日本からの輸入額と並び、その後、中国からの輸入額は

その勢いをさらに加速しながら増加しています。 

 

昨年、米国の中国からの輸入額は２４００億ドルを超え、２０００年初めと

比較しても約２.４倍と急激な輸入増となってますね。これでは、米国も文句

を言いたくなりますね。 

数字だけでなく、上のような図で中国から米国への輸出額の動きをみると

米国が最近何故中国からの輸入に文句を言い始めてきているのかよく分か

るね。竜竜（ロン・ロン）君も図を書くのがうまくなったね。 

 

中国が世界経済で台頭してきたことはよく聞くけれども、この図をみる

と、２００２年以降の中国から米国への輸出額の急増はハッキリと観察で

きるね。だから、中国元が実力以上に弱い、過小評価されていると機会が

あるごとに米国やその他の先進国から文句が出るんだよ。 
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出所：　U.S. Census Bureau

 中国、日本から米国への輸出額の推移（億ドル） 



第９５号 

200６年７月５日 

   通貨を測る物差し：ビックマック指数（７） 

中国は「世界の工場」として工業製品や食料などを製造し、世界各国に輸出

しているのですが、中国の輸出の伸びの急激さに対して米国や日本などから

通貨価値が中国の実力以下であるといわれています。 

 

今回、すいきょう先生から「ビックマック指数」で通貨のあるべき価値を眺

める方法を勉強したので、この「ビックマック指数」で計算される中国元の

価値を計算してみたいわ。 

  中国の通貨：中国元の推移（日次、元/ドル） 

計算する前に、中国元の動きを眺めておこうね。 

 

中国も元切り上げ圧力に対して黙っていたわけではなく、昨年７

月２１日の夜に米国ドルに固定していた通貨価値を放棄し、管理

相場制に移ることを発表しているのじゃ。 

 

下のグラフにあるように、７月２２日にそれまでの１ドル

８.2765から８.1111へ約２％きりあげているよ。 

習ったことを早速応用してみるということは、実に賢い勉強の仕方だ

ね！！ 忘れる前に、自分でもう一度やってみること、大事だね。  
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出所：　US FRB



第９６号 

200６年７月７日 

   通貨を測る物差し：ビックマック指数（８） 

それでは、いよいよ「ビックマック指数」を使って、中国元のあるべき位置

を計算してみよう。 

 

経済誌「The Economist」の発表は１月１４日号だから、今年年初の中国

元の為替レートで「ビックマック指数」を計算したと思うね。そのころの中

国元を調べてみると、１ドル＝８.０６７６元だね。 

   中国の通貨：中国元の推移（日次、元/ドル） 
7.99
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8.01

8.02

8.03

8.04

8.05

8.06

8.07

8.08

1 2 3 4 5 6
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出所：　US FRB

５８.７％割安になっているという

のが「ビックマック指数」で見た

中国元の価値でしたよね。 

 

１ドル＝８.０６７６元から５８.

７%中国元が切り上がった時の中

国元をＸとすると、右のような計

算式になりますね。 

( 8.0676)
*100 58.7

8.0676

X −
= −

3.3319X =

大幅な切り上げが必要ということじゃね。中国元としては大幅切り下げ前の

１９８６年７月頃の為替レートということになるの～。 

 

では試し算をすると、中国のビックマックは１.3ドルだったね。その時、中

国元は１ドル＝８.０６７６元だから、中国では約１０.5元だ。これが計算し

た中国元では３.15ドルになり、米国で売られているものと同じになる。 



第９７号 

200６年７月１０日 

   通貨を測る物差し：ビックマック指数（９） 

中国元は最近１ドル＝７.9955と１ドル８元の水準を切り上がってきてい

るが、それでも今年初めからの切り上げ幅は０.９％程度で非常に小さいも

のじゃ。 

 

「ビックマック指数」によるあるべき中国元の価値は、１つの見方にすぎ

ないが、しかし、１％弱の切り上げ幅では、中国元切り上げの圧力が消え

ることはないの～。 

中国元が切り上がらなくてはならないということが分かっているなら、今

のうちに円を中国元に切り替えておいて、中国元が切り上がったら再び円

に戻せば大儲けができますね。 

 

円が１ドル＝１１５円として、中国元が１ドル＝＝７.9955元とする

と、１元＝１４.３８円ですね。これが１ドル＝３.3319元に切り上がる

とすると、１元＝３４.５２円になりますね。 

 

すなわち、約２.４倍になるということですね。今、１００万円を中国元

に切り替えて、中国元が切り上がってから円に戻すと約２４０万円になる

という勘定ですね。これは大儲けですよ！！！ 

計算では大儲けということになるけれど、そう簡単なものではないのよ。 

 

実際には中国元はドルや円などのように「制限無く国外に持ち出せて、他

の通貨と制限無く交換できる通貨」、いわゆる、ハードカレンシー（Hard 

Currency）ではないのよ。だから、そのような投資をやろうと思っても現

実には制限が厳しくて難しいのよ。その意味で中国元はソフトカレンシー

（Soft Currency)と呼ばれているのよ。中国人観光客は日本や米国、欧州

などで直接中国元ではお買い物をできないということよ。お隣の香港の通

貨、香港ドルはハードカレンシーなんですけどね。 

 

だから、竜竜（ロン・ロン）と同じ考えを持っている人はシンガポールに

ある中国元の先物市場などで投資をしているのよ。それに、中国が短期間

のうちに、それほどの大規模な切り上げをするはずがないものね。 



第９８号 

200６年７月１２日 

   通貨を測る物差し：ビックマック指数（１０） 

中国で売られているビックマックの値

段は米国で売られているものより大幅

に安くて、このことから中国元が米国

ドルに対して大幅に過小評価されてい

るということがわかりました。同じよ

うな計算をすると、欧州の通貨ユーロ

はどう判断されるのかな～。 

経済誌エコノミストの発表した数字をみ

ると上の表のようになっているわ。 

 

ユーロ圏で売られているビックマックの

値段をドルに換算し直すと３.51ドルと

なり、米国での値段3.１５ドルより値段

が高くなってしまっているわね。 

 

つまり、ユーロがドルに対して過大評価

されているということね。計算すると、

１１.４３％強すぎるという結果だわ。 

  値段 評価 

ユーロ圏 3.51 11.43  
米国 3.15 0.00  

ブックマックの値段 

ユーロは１ユーロに対する米国ドル表示だから、中国元や円と逆の表示だ。 

計算に注意しようね。 

 

１月初旬の１ユーロは1.2080ドルであったので、１ドルは０.8278ユーロ

になるね。また、３.５１ドルのビックマックはユーロ圏では２.９０５６ユー

ロで売られているということだ。 

 

ユーロ圏で売られているビックマックの値段は変わらずに、ドルへの換算で

３.１５ドルになるためには、ユーロがドルに対して１１.４３%安くなる必要

がある。 よって、１ドル＝０.９２２４ユーロ、すなわち、逆算して１ユー

ロ=１.０８４１ドルということじゃね。計算に注意しようね。この時、２.９０

５６ユーロで売られているビックマックは、ドルに換算すると、２.９０５６

ユーロ＊１.０８４１ドル＝３.１５ドルとなり、米国と同じになるのじゃ。 

(3.51 3.15)
* 100

3.15

−

11.43(%)=



第９９号 

200６年７月１４日 

   通貨を測る物差し：ビックマック指数（１１） 

米国ドルに対する中国元、ユーロのあ

るべき価値をビッマック指数を使って

計算してきましたが、今回は今私たち

がいる日本の通貨、円の対ドルレート

のあるべき位置を計算してみましょ

う。エコノミスト誌では右のような値

段で出ていましたよね。 

ブックマックの値段 

１月初旬の円レートは１ドル＝115.01

円です。日本のビックマックは米国より

30.４８%安いのだから、エコノミスト

誌が基準としたと思われる１月初旬の円

ドルレートをその分だけ強くすればいい

のですね。 

  値段 評価 

米国 3.15 0.00  
日本 2.19 -30.48  

110

111

112
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114

115

116

117

118

119

120

1 2 3 4 5 6 7

（円/ドル）

出所：　ＵＳ　ＦＲＢ

円の対ドルレート（日次、円/ドル） 

( 115.01)
*100 30.48(%)

115.01

X −
= −

79 .95X =

そのとおりじゃ。為替レートの計算を本当に理解したんだね。 

 

竜竜（ロン・ロン）の計算によると、１ドル＝７９.９５円となったが、

この円高の水準は１９９５年４月１９日に瞬間的に記録した戦後最高の

円高水準の１ドル＝７９.７５円にほぼ等しい水準じゃね。 



第１００号 

200６年７月１９日 

   通貨を測る物差し：ビックマック指数（１２） 

ビックマック指数で、中国元は１ドル＝３.３３１９元、ユーロは１ユー

ロ＝１.０８４１ドル、日本円は１ドル＝７９.９５円になると、中国、欧

州のユーロ圏、さらに日本で売られているビックマックの値段がドル表示

で同じになるという計算ができました。 

中国元、ユーロの対円レート（月次、元/円、ユーロ/円） 
8
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出所：　日本銀行、米国連銀

この各国の為替の水準を日本円を中心に見てみると、中国元は１元

＝２４.０円、ユーロは１ユーロ＝８６.７円、そして、米国ドルに対

しては１ドル＝７９.９５円となるわけですね。 

 

対ドルでは前に見たように１９９５年４月にほぼそれに近い円高を

記録しているけれど、中国元やユーロに対してはどうなんですか？ 

中国元は１９９２年頃に１元２４円台であったの～。その後中国は大幅な

元切り下げを行い、それが中国へ世界からの工場移転が始まる起爆剤に

なったんだよ。だから、そこまで元高になると中国はもはや「世界の工

場」としての存在が難しいかもしれないな～。 

ユーロについてみると、２０００年の１０月に平均で１ユーロ＝９２.８円

を記録したのが戦後最高の対ユーロでの円高ということになっておる。こ

の水準を超えて円高になるということは、日本としては、中国よりユーロ

圏の方が工場や会社の設立に魅力的になるということが云えそうだね。 


