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第６編 世界経済 

第１章 はじめに 

  2017 年 7 月に，ＩＭＦは 2017 年の世界の成長率を 3.5％、2018 年は

3.6％と予測している。ただし経済成長予想には、欧州経済の順調な回

復という上振れリスクと、内向き政策への傾倒や各国の金融政策正常化

に伴う急激な金融環境引き締めといった下振れリスクがある。 
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第２章 アメリカ経済 

第１．経済状況 

2016 年は，実質ＧＤＰ成長率は前年の 2.9％から減少して、1.5％であ

った。トランプ政権が誕生した 2017 年の実質ＧＤＰ成長率は 2.2％となる

見込みである。アメリカの個人消費，住宅市場はいずれも堅調に推移し，

鉱工業生産や設備投資は緩やかに増加した。失業率は 2017 年 11 月現在で

4.1％となり、着実に改善している。 

一方で，物価の上昇率は減速傾向にある。国際的な取引では、2016 年の

アメリカは、輸入減にも関わらず財・サービスの輸出が伸び悩み、経常収

支の赤字幅を拡大させていた。しかし，2017 年からは財やサービスの輸出

が伸びてきている。 

なお，2017 年 12 月 28 日，ダウ平均株価は過去 高値の 24837.51 ドル

で取引を終えた。また，2017 年の年間の上げ幅は約 4,956 ドルで過去 高

を記録し、年間の上昇率は約 25％であった。 

第２．金融政策 

連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は，リーマンショック後，バーナンキ議

長の下でゼロ金利政策と量的緩和政策を実施していた。後任のイエレン議

長は、景気回復を受けて 2015 年 12 月，リーマンショック後初の利上げに

踏み切った。 

16 年６月には，Brexit（イギリスのＥＵ離脱問題）に関する先行き不透

明感や世界的株安等を背景に，利上げを見送るなど柔軟な対応も見せつ

つ、2016 年 12 月、2017 年 3 月、2017 年 12 月にそれぞれ 0.25％の政策金

利引上げを決定し、金融政策正常化への道筋を着実に歩んだ。なお、現在

のＦＲＢの政策金利は 1.5％となっている。 
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なお，イエレンは１期４年（2018 年２月）で退任することとなり，次期

議長としてトランプ大統領はジェローム・パウエルＦＲＢ理事を 2017 年

11 月指名した（2018 年１月 24 日アメリカ議会上院にこの人事案が承認さ

れ，パウエル氏が 16 代目の議長に就任することが確定した）。 
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第３．経済政策 

１ 法人税の大幅減税 

  2017 年４月，トランプ大統領は法人税率を現行の 35％から 15％に引

き下げる方針を発表した。 

  同年 12 月，大型減税法案が成立し，法人税率は 2018 年から 21％に引

き下げられることが決定した。また，企業が米国外で稼いだ利益にも課

税する「全世界所得課税」を廃止し，海外利益は課税対象外とする「源

泉地国課税」を導入するとした。 

  なお，主要国の法人実効税率は，以下の通りである（2017 年１月時

点。日本のみ 2018 年度より適用している）。 

■主要国の法人実効税率 

アメリカ 40.75％⇒大型減税で約 28％に 

フランス 33.33％ 

ドイツ 29.79％ 

日本 29.74％ 

カナダ 26.5％ 

中国 25％ 

イタリア 24％ 

英国 20％ 

２ 所得税の減税 

  法人税の大幅減税とあわせて，所得税の 高税率は 39.6％から 37％

に引き下げられることとなった。 
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第３章 ＥＵ経済 

第１．経済状況 

ユーロ圏の経済は、イギリスのＥＵ離脱問題で先行きが不透明な中で、

消費や設備投資、生産、輸出が持ち直し、失業率が低下するなど、緩やか

ながらも回復している。 

2017年 11月 10日に欧州委員会が公表した『2017年秋の経済見通し』の

概要は，以下のとおりである。 

■実質ＧＤＰ成長率（2017 年以降は見通し） 

 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 

ＥＵ28 か国 1.8％ 2.3％ 1.9％ 2.3％ 2.1％ 1.9％ 

ユーロ圏 1.3％ 2.1％ 1.8％ 2.2％ 2.1％ 1.9％ 

2017 年のユーロ圏の経済は，過去 10 年で も早いペースで成長した。

欧州委員会は来年以降もＥＵ全体も含めて毎年２％程度、堅調に成長する

ことを見込んでいる。 

欧州では雇用環境や賃金の改善を受けて、家計の可処分所得が 2017 年

は特に力強く増加した。来年以降は物価上昇を受けて個人消費の伸びは弱

まる見込みである。 

■失業率（2017 年以降は見通し） 

 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 

ＥＵ28 か国 10.2％ 9.4％ 8.6％ 7.8％ 7.3％ 7.0％ 

ユーロ圏 11.6％ 10.9％ 10.1％ 9.1％ 8.5％ 7.9％ 

2017 年のユーロ圏の失業率は 2009 年以来では 低となり、雇用者数は

過去 高となった。ＥＵの雇用環境は、内需主導の経済成長や構造改革な

どにより、今後も改善が続く見込みである。 
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■インフレ率（2017 年以降は見通し） 

 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 

ＥＵ28 か国 0.5％ 0.0％ 0.3％ 1.7％ 1.7％ 1.8％ 

ユーロ圏 0.4％ 0.0％ 0.2％ 1.5％ 1.4％ 1.6％ 

  エネルギーや生鮮食品を除いた消費者物価（コア）は、控えめではあ

るが上昇した。主に長年の低インフレの影響や、雇用の拡大にもかかわ

らず賃金上昇が伸び悩んでいることが原因と考えられ、今後も低めのイ

ンフレ率が予想される。なお、ＥＣＢの物価目標は２％であり、まだま

だ達成できていない。 

■財政赤字（対ＧＤＰ比）（2017 年以降は見通し） 

 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 

ＥＵ28 か国 ▲3.0％ ▲2.4％ ▲1.7％ ▲1.2％ ▲1.1％ ▲0.9％ 

ユーロ圏 ▲2.6％ ▲2.1％ ▲1.5％ ▲1.1％ ▲0.9％ ▲0.8％ 

  経済成長により、ユーロ圏の財政赤字及び政府債務残高は今後も減少

すると見込まれる。これは，経済成長による自然増収とともに、雇用拡

大により失業給付が減少したり，低い利子率により利払い費が抑制され

たりするためである。 

第２．金融政策 

欧州中央銀行（ＥＣＢ）は，2014 年から 15 年にかけて行ってきた量的

緩和に続き，2015 年 12 月に，マイナス金利を伴う量的緩和を実施した。

2016 年３月には，資産買入れ額の増大，預金金利のマイナス幅の拡大によ

って，金融緩和を強化した。2017 年 12 月、ＥＣＢは政策金利を 0.00％、

預金金利をマイナス 0.4％に据え置くものの、資産買い入れ額を減らし、

量的金融緩和を一部縮小することを決定した。 
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第４章 アジア経済 

第１．ＡＳＥＡＮ共同体 

ＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連合）は，1967 年に設立された，東南アジ

アの地域協力機構である。毎年首脳会合の他，閣僚会合や高級事務レベル

会合等を開催し，政治・安全保障，経済，社会・文化，対外諸国との関係

等，幅広い議論を行っている。設立当初は，比較的ゆるやかな協力形態で

あったが，中国やインドの台頭，ＷＴＯ体制の停滞，1990 年代後半からの

アジア通貨危機などの国際情勢を受け，より強固な共同体構築の機運が高

まってきた。 

2003 年の会合でＡＳＥＡＮ各国首脳は，「第二ＡＳＥＡＮ協和宣言」を

採択し，2020 年までに「政治・安全保障共同体（ＡＰＳＣ）」，「経済共同

体（ＡＥＣ）」，「社会・文化共同体（ＡＳＣＣ）」から成る「ＡＳＥＡＮ共

同体」を設立することで合意した。 

2007 年の首脳会合では，域内の経済統合の展望から，ＡＳＥＡＮ共同体

設立の目標年次を 2015 年に前倒すことを決定した。2008 年には，ＡＳＥ

ＡＮの機構強化および意思決定過程の明確化を目的とした「ＡＳＥＡＮ憲

章」を発効，2009 年には「ブループリント」（青写真）から成るロードマ

ップを発出して「政治・安全保障共同体（ＡＰＳＣ）」，「経済共同体（Ａ

ＥＣ）」，「社会・文化共同体（ＡＳＣＣ）」の３つの共同体から成るＡＳＥ

ＡＮ共同体設立に向けた明確な道筋が示された。 

そして，2015 年 12 月 31 日，ＡＳＥＡＮの加盟 10 か国は，ＡＳＥＡＮ

共同体を発足させた。 
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第２．各国の経済状況 

１ インド 

  政府投資や民間投資が減速、輸出も弱い動きではあるが、個人消費に

支えられ景気は緩やかに回復している。またモディ政権はばらばらで煩

雑だった国と地方の間接税をＧＳＴ（Goods and Service Tax）とよばれ

る物品税に一本化するなどの改革を行った。 

２ 台湾 

  世界経済の持ち直しに伴い，ＧＤＰの７割を占める輸出（特に中国向

け電子機器などの中間財）が回復しはじめ、景気は緩やかに持ち直して

いる。 

３ 韓国 

  2016 年は民間消費や建設投資が前年に比べると増加したものの，設備

投資は減少し，経済成長率は 2.7％と緩やかになった。韓国経済は外需

に大きく依存する経済構造であるが、2016 年の貿易収支は 894 億ドルの

黒字であった。対日貿易は輸出入がともに減少し，対日貿易赤字は 2.3

兆円と前年に比べ増加した。なお、日本にとって韓国は貿易相手国第三

位。 
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第５章 中国経済 

第１．経済状況 

2016 年の実質ＧＤＰ成長率は 6.7％であった。2017 年の動向としては、

電子商取引（Ｅコマース、ネット通販）は伸びているものの個人消費の伸

びは横ばい、輸出は世界経済の影響で持ち直し、設備投資は政策効果で持

ち直している。 

中国は 1979 年の改革開放以後の急激な成長から一段落し、「新常態（ニ

ューノーマル）」に移行したと位置づけられている。李克強首相は「中所

得国の罠」（注：一人当たり実質ＧＤＰが１万ドルを越えたあたりから、

成長できなくなってしまう現象。タイや中南米などで見られた。）に陥ら

ないようにするために、政府主導の投資による経済成長から国内の消費主

導による経済成長への転換と、イノベーションを自ら創出することを目指

している。 

2017 年の全人代では「３つの解消，１つの低減，1 つの補強（三去一降

一補）（過剰生産能力、不動産在庫、国有企業の過剰債務の解消、企業コ

ストの低減、貧困等の脆弱部分の補強）」に重点的に取り組むと定められ

た。石炭や鉄鋼の過剰生産の解消や、過剰債務を抱えたゾンビ企業の淘汰

は供給側改革と呼ばれ、特に重視されている。 

中国の貿易構造に変化が見られ始めた。かつての先進各国から中間財を

輸入し、組み立てを行って完成した消費財を輸出するモデルから、鉄鋼な

どの素材や化学系などの中間財などの輸出も行うように徐々にシフトして

おり、世界経済への浸透度が増しているといえる。 



 

138 

第２．金融政策 

都市部での不動産価格の高騰や中国企業の債務残高増大を受けて、金融

リスクは高まっており、金融市場の動向によっては景気が下振れするおそ

れもある。中国人民銀行は不動産価格の抑制やシャドーバンキングのリス

ク管理などを強化し、金融リスクを抑制する方針である。 

第３．特別引出権（ＳＤＲ）に人民元が組み込まれた 

１ 特別引出権（ＳＤＲ）とは 

  特別引出権（ＳＤＲ：Special Drawing Rights）とは、国際通貨基金

（ＩＭＦ）への出資額に応じて、加盟各国に割り当てられる準備資産で

ある。 

  急激な資本流出などで資金が足らなくなった加盟国は、ＳＤＲと交換

することで他の加盟国から広く世界で流通しているドルやユーロ、円と

いった通貨を融通してもらえる。ＩＭＦが 1969 年に金やドルを補う準

備資産としてつくり出した。 

２ 人民元の取扱い 

  2016 年 10 月，人民元が特別引出権（ＳＤＲ）の通貨バスケットに組

み込まれた。これにより、ＳＤＲの準備通貨は現在，米ドル，ユーロ，

英ポンド，日本円，人民元の５つで構成されることとなった。 

第４．一帯一路構想とＡＩＩＢ 

１ 一帯一路構想とは 

  一帯一路とは 2013 年に周近平が提唱し、現在では中国共産党規約に

盛り込まれた、中国を中心とする広域経済圏構想である。一帯とは中国

から中央アジア諸国やロシアを通ってヨーロッパを結ぶシルクロードを
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指し、一路とは南シナ海からＡＳＥＡＮ諸国を経由しインド洋に至る 21

世紀海上シルクロードを指す。 

  一帯一路沿線地域は、人口では世界の約 60％を占めながら、ＧＤＰで

は約 30％にすぎない。こうした地域は中国の一帯一路構想による地域経

済の発展を大いに期待しており、すでに 100 以上の国と地域、国際組織

が積極的な支持と参加を表明した。「政策面の意思疎通」、道路や鉄道な

ど「インフラの連結」、「貿易の円滑化」、「資金の融通」、「民心の意思疎

通」の五つの分野での協力を進めている。 

２ アジアインフラ投資銀行（ＡＩＩＢ） 

  アジアインフラ投資銀行（ＡＩＩＢ）とは，中国が主導し 2016 年１

月に発足した国際金融機関である。本部は北京にあり、総裁は中国財務

省ＯＢが務めている。アジア諸国を中心にインフラ融資を行うことを目

的とし、一帯一路構想を資金面から補完する役割を担っている。 

  中国，BRICs 諸国，英独仏伊等 57 か国で発足し、2017 年 12 月現在、

加盟国・地域は現在 84 まで拡大した。これは日米が主導するアジア開

発銀行（ＡＤＢ）の 67 か国・地域を上回る。日本は，中国の出資比率

が高いことからＡＩＩＢの独立性に疑問が残るとして，アメリカと共に

参加を見送っている。 

  2016 年６月には，本部のある北京で初の年次総会が開かれ，融資業務

を本格化させた。職員不足やノウハウの少なさなど，課題も数多く残っ

ており， 初は他の国際金融機関との協調融資が中心となる模様であ

る。実際に，初の融資となる４つの案件のうち，３つはそれぞれアジア

開発銀行，世界銀行，欧州復興開発銀行（ＩＢＲＤ）との協調融資とな

っている。 
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３ シルクロード基金 

  さらに中国は 2014 年に中国政府が出資するファンド、シルクロード

基金を設立し、一帯一路構想に活用している。ＡＩＩＢは国際機関であ

るためインフラ整備にあたり競争入札が行われるが、シルクロード基金

は政府系ファンドであるため、中国企業の受注のみ支援するなど、中国

政府の独自の裁量で活動している。 
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第６章 その他地域の経済動向 

第１．ブラジル 

  2015 年と 2016 年は二年連続でＧＤＰはマイナス成長であったが、

2017 年に底を打ち、緩やかな回復基調に転じた。テメル大統領の下で財

政再建や年金改革などに取り組んでいるが、与党の腐敗への批判や大統

領の健康問題などもあり、あまり進展していない。ブラジル政治の混乱

やアメリカの利上げを受けて、為替はドル高レアル安傾向にある。 

第２．メキシコ 

  2016 年の実質ＧＤＰ成長率は 2.3％となった。トランプ大統領就任に

伴いＮＡＦＴＡの先行きが不透明となり、ＦＲＢの政策金利の引き上げ

の影響や、原油安により石油を減産するなどしたため、経済は減速して

きている。 

第３．石油輸出国機構（ＯＰＥＣ） 

  2017 年 11 月、ＯＰＥＣおよびロシアは石油減産を９か月延長し 2018

年末までとすることで合意した。2016 年の減産合意では例外とされたナ

イジェリアとリビアも加わる。減産はアメリカのシェールガス開発など

により原油安が続く中，原油価格の上昇を狙ったものであり、実際 2017

年には一年間で 1バレルあたり 20 ドル強値上がりした。 
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第４．パナマ文書 

  パナマ文書とは，パナマの法律事務所から流出した，金融取引に関す

る資料のことである。約 21 万ものペーパーカンパニーを利用し，租税

回避が行われていた実態が明らかになり，各国首脳等の名前も含まれて

いたことで問題となった。 

  Ｇ20 はパナマ文書の公開を受け，課税逃れ対策の強化に向け，各国の

協力を促す声明を発表した。日本も 2016 年８月，パナマ共和国との租

税情報交換協定を締結した。 

  

  




