
2019.3　経営センサー
5959

1．すでにスローダウンに転じた世界経済
　現状のコンセンサスは、世界経済は20年に向
けて徐々に成長率は鈍化するものの、本格的な不
況に突入することはないとの見方であろう。しか
し、リスクは明らかにダウンサイドである。ここで、
世界経済は18年半ば以降、拡大テンポがスロー
ダウンに転じている。世界銀行が19年 1月に発
表した予測によれば、世界経済の成長率（市場為
替レートベース）は、16年 2.4％、17年 3.1％の後、
18年は 3.0％に減速し、19年 2.9％、20年 2.8％
と次第に鈍化すると見込まれている。このように、
17年をピークとして成長率が18年から鈍化に転
じた背景としては第一に、中国経済の失速が指摘
できる。中国の成長率は、政府の公表ベースでは
6～ 7％の水準を足下まで維持しているとされて
いるが、さまざまな個別の経済統計を見る限りで
は、4～ 5％前後に減速している可能性が高い。

　第二の鈍化要因としては、16年以降世界経済の
拡大をリードしていた分野が、伸び悩みに転じて
いることが挙げられる。まず指摘できるのは、エ
ネルギーを中心とする一次産品投資の増勢一巡で
ある。一次産品関係の投資は、14年後半原油価格
をはじめとする多くの一次産品価格が急落したこ
とから、15年から 16年初めにかけて激減を余儀
なくされたが、17年から 18年半ばにかけてその
反動もあり急速に増加した。しかし、18年半ばに
は増勢が一巡した。投資水準がそれなりの規模に
達したことから伸び悩みに転じたことは当然であ
る。例えば、米国の鉱業関連投資は14年半ばに
は年率1,700億ドル近い水準であったが、16年初
めには 600億ドル前後まで落ち込み、17～ 18年
にかけての反動増で1,200億ドルまで回復した所
で横ばいに転じている。一次産品投資と並んで半
導体需要も18年半ばには、伸び悩みを余儀なく
されている。デジタル家電製品・自動車・産業機
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リスク満載の世界経済
̶中国から目が離せない̶

Point
❶  世界経済は、a）中国経済減速、b）一次産品関連投資・半導体需要の伸び悩み、c）欧州経済の一
時的失速によりスローダウンしている。

❷  米欧経済に関しては、成長率の鈍化は避けられないが、人手不足で個人所得増加が順調であること
などから、失速は避けられる。

❸  問題は、インフラ投資拡大が壁にぶつかりつつある中国経済であり、大型経済対策を行うことが困
難になってきた。
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械への半導体搭載個数増加などに支えられて、半
導体出荷額は16年半ばから 18年半ばにかけて年
率20％超のペースで拡大を続けたが、一次産品投
資と同様に足下では息切れを余儀なくされている。

　第三に、特殊要因により欧州の乗用車販売台数
が18年 9月以降急減した。欧州では、カタログ
の燃費表示を実燃費に近付けることを目的に、燃
費表示規制強化が9月にスタートした（日本でも
18年 10月以降、逐次適用）。これによりメーカー
は新車販売に当たり、新燃費表示（WLTC：
Worldwide-harmonized Light vehicles Test Cycle）
に関する認証をあらかじめ受けておく必要が生じ
た。しかし、9月時点で認証を受けていないモデ
ルがかなり残っていたため、新車販売は急減した。
さらに、8月には認証未済の在庫が大幅な値引き
により一掃されている。新燃費規制の認証が完了
するのは19年に入ってとのことであり、欧州の
景気は一時的な停滞を余儀なくされている。

　このように、18年半ば以降の世界経済は、中国
経済の息切れと一次産品投資・半導体需要増加の
一巡、欧州の乗用車販売急減により、ブレーキが
かかった。

2．  おおむね順調な回復を続ける中で人手不足
が深刻化してきた米欧経済

　一方で、特殊要因を除けば米国・欧州諸国に大
きな問題は見当たらず、それなりの拡大を19、20
年にかけて維持する可能性が高い。なお、米中通
商摩擦に関しては、米国の対中輸出は大豆などの
農産物を中心にすでに500億ドル前後減少してい
るが、中国の対米輸出はほとんど変化がない。また、
500億ドルの対中輸出減少は、米国名目GDPの
0.25％であり無視できる変化ではないが、先述し
た鉱業関連投資の変動に比較して規模は小さく、
米国の景気動向に与える影響は限定的である。

　ここで、米国・欧州諸国が堅調な拡大を維持す
る背景については、まず米国・欧州諸国において
雇用が順調に増加しており、賃金上昇率も高まっ
てきたことが指摘できる。米国の失業率は、1970
年代以降で最低水準となっており、賃金上昇率も
ようやく3％を超えてきた。雇用増加も高めの水
準が続いている（図表1）。企業の人手不足感は当
然のことながら強い。米国ほどではないが、ユー
ロ圏の失業率も順調に低下しており、賃金もそれ
なりに上昇している。このような状況下、米国・
欧州諸国の個人消費が腰折れするリスクは当面低
い。また欧州では18年 9月以降に減少した乗用

図表 1　米国の失業率・賃金上昇率
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車販売の反動増が、19年春以降期待できる。

　また、高水準の企業収益を背景に設備投資も堅
調である。特にユーロ圏では、企業収益が国際金
融危機前のピークの20％増に達していることに対
し、設備投資は14％増にとどまっている（図
表2）。さらに、ユーロ圏企業の現金・預金残高が、
過去10年間に 1.6 兆ユーロから 2.6 兆ユーロに増
えており豊富な余剰資金が確保されている。加え
て、稼働率が過去40年間で最高水準にあること
を考慮すれば、ユーロ圏の設備投資にはまだかな
りの拡大余地が残されている。

　このように米国・欧州諸国経済は、おおむね健
全な状況を維持しており、個人消費と設備投資と
いう内需の二本柱が牽引する形で、当面それなり
の成長率を維持できる。ただし、17、18年のやや
高めの成長率からは鈍化を余儀なくされることも
否定できない。その理由としては第一に、米国に
おいてトランプ減税の効果が一巡する。17年 12
月に成立したトランプ減税は10年間で約 1.5 兆ド
ルとそれなりの規模であった。ただしその効果は
18年半ばから 19年半ばにかけてピークを迎える
と言われており、ピークで1％強と推測されてい
る成長率上振れ効果は20年には、ほぼゼロとな

る。それだけ米国の成長率が鈍化することは避け
られない。

　第二に、米国・ユーロ圏の金融政策が景気にマ
イナスに働き始める。すでに米国の中央銀行であ
るFRBは 2015年 12月に短期政策金利引き上げ
を決定してから、2018年 12月までに通算 9回の
短期政策金利引き上げを実行しており（上げ幅は
それぞれ0.25％）、足下の短期金利は2.5％前後に
高まっている。さらに、短期金利上昇に伴って、
長期金利（国債10年）も 18年初めには上昇に転
じた。足下では、株価急落と原油価格低下を受け
FRBは短期政策金利の引き上げをより慎重に行う
方向に転じており、長期金利は若干低下した。し
かし、人手不足の深刻化と共にインフレ圧力が再
び高まれば、短期政策金利引き上げを再開するこ
とをFRBは躊躇しない。結局、金融政策が緩和
スタンスから中立スタンスへ、そして引き締めス
タンスへと変化することが、米国成長率の鈍化を
もたらす。また、ユーロ圏においても、ECBは量
的金融緩和政策を18年 12月に終了した（＝国債
保有の増加ストップ）。引き続きコアインフレ率は
1％強の水準であり（＝米国は2％弱）、短期政策
金利引き上げを開始するのは早くて 2020年とな
るだろうが、いずれにしても金融政策が正常化の

図表 2　ユーロ圏の企業収益と設備投資
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方向に動き出したことには違いはない。

　第三に、どの程度の規模となるのか判断は難し
いが、米中通商摩擦は米国の経済にマイナスに働
く。すでに対中農産物輸出は、先述したように
500億ドル近く減少している。現状は3月を交渉
期限として交渉が続いており、どちらかと言えば
追加関税は避けられるとの見方が大勢であるが、
予断は許されない。仮に、トランプ大統領が現状
10％にとどまっている1,000億ドル分の関税率を
25％に引き上げるとすれば、中国の報復は確実で
あり、米中の成長率が下振れすることも避けられ
ない。

　第四に、BREXITの行方も依然として混沌とし
ている。1月 15日に英国下院が離脱協定合意を否
決したことにより、再国民投票・再交渉・総選挙
などを含めて先行きの転換は読めない。英国経済
の規模は、世界全体の3％弱であり、英国が深刻
な不況に突入したとしても、世界経済への影響は
限定的だが、マイナスには違いない。

3．  経済対策行き詰まりに直面しつつある中国
経済

　おおむね好調を維持すると見込まれる米欧経済

に対して、中国経済は、18年春頃から変調を来し
ている。中国政府の公表成長率は、17年が 6.9％
の後、前期比年率で18年第 1四半期 6.1％、第 2
四半期 7.0％、第 3四半期 6.6％、第 4四半期
6.1％と推移しているが、現実はこれよりかなり低
いとの見方が多い。このような見方が広がってい
る背景は、個別統計がかなり弱いことによる。例
えば18年の自動車販売台数は、前年比▲3.1％の
28.0 百万台にとどまっている。さらに年率季節調
整値を四半期別に見ると、第1四半期以降、28.4
百万台、30.6 百万台、28.6 百万台、25.4 百万台と
推移しており、夏以降の不振が明確である（図
表3）。さらに統計としての信頼性に疑問はあるが、
小売売上高・鉱工業生産も低迷しており、輸出入
は18年 11・12月に急減した。

　このように、中国経済が停滞を余儀なくされて
いる要因としては、経済対策として実施されてき
た地方大都市を中心とするインフラ投資が一巡し
たことが指摘できる。北京・上海などの超巨大都
市に続いて、約70近くある中国地方大都市では、
習金平政権発足以降、地下鉄建設・スラム再開発
が積極的に進められ、地方大都市をつなぐ高速鉄
道・高速道路建設も活発化した。しかし、年間
4,000km近くの高速鉄道（＝日本の新幹線の総延

図表 3　中国の自動車販売台数
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長3,000km）を過去 5年前後続けた結果、主要都
市間の高速鉄道建設はほぼ一巡したと考えられ
る。同様の事情は、地下鉄・スラム再開発・高速
道路にも当てはまる。インフラ投資需要がなくな
れば、景気対策としての効果が薄れて行くのは当
然のことである。

　このような状況に対し中国政府は、金融政策を
中心として景気対策を実施しているがこれまでの
ところ、目立った効果は見られない。例えば、中
国人民銀行は預金準備率（中小銀行対象）を、18
年 4月に 15.0％から 14.0％に引き下げた後、7月
に 13.5％、10月に 12.5％に引き下げ、さらに19
年 1月 4日に追加の 1.0％引き下げを決定した。
また短期金利の引き下げや窓口指導なども行い、中
小企業を中心とした金融の円滑化を図っているが、
消費や生産関連の数字は引き続き不冴えである。

　さらに中国経済には、新たな問題が発生してい
る。経常収支の赤字転落である。中国の経常収支
は一時4,000億ドルを超える黒字となったが、足
下で急速に黒字が縮小している（図表4）。これは、
中国製品の海外市場への浸透が一巡したこと、競

争力が低下しつつあることなどにより輸出の伸び
が鈍化する一方で、輸入が増えやすくなったこと
による。地方大都市にまで広がった経済発展によ
り中間所得層が4～ 5億人に増加し、海外の高品
質製品への需要が顕在化してきた。加えて、海外
旅行ブームによる旅行収支の悪化も見逃せない。
このように、経常収支黒字がなくなり、赤字化の
可能性が高いということは、中国政府の経済政策
の自由度がかなり窮屈になることにつながる。経
常収支の赤字化と国内の余剰資金枯渇は、表裏の
関係にある。要は、大規模な財政政策を展開する
には海外からの借入が必要になり、金融緩和政策
がかなりの元安を引き起こす危険性が高まる。中
国政府は、このような状況の中で、何とかソフト
ランディングを実現させなければならないが、そ
の先行きは多難である。

　日本経済は、米国・欧州経済同様に、人手不足
と高水準の企業収益によりそれなりの成長を19、
20年と維持できる状態にある。海外経済、特に中
国経済の動向が気になるが、目前の最大の課題で
ある人手不足に正面から取り組むことが、マイナ
スの影響を最小限にとどめる最善の選択であろう。

図表 4　中国の経常収支
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