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  発表日：2019 年５月 28 日（火） 

アジア(中国･インド･NIES･ASEAN５)経済見通し(2019 年５月) 

 ～米中摩擦再燃の影響は懸念されるが､中国景気の腰折れ回避を前提に底堅さは維持の見通し～ 

第一生命経済研究所 調査研究本部 経済調査部 

主席エコノミスト 西濵 徹（℡：03-5221-4522） 

（要旨） 

アジア（中国･インド･NIES･ASEAN５）実質国内総生産（GDP）成長率 

 2019 年（暦年）予測 2020 年（暦年）予測 

中 国 ＋6.2％（前回＋6.3％） ＋6.0％（前回＋6.1％） 

イ ン ド ＋7.0％（前回＋7.1％） ＋7.1％（前回＋7.2％） 

N I E S ＋2.1％（前回＋2.3％） ＋2.2％（前回＋2.2％） 

A S E A N ５ ＋4.9％（前回＋5.0％） ＋4.9％（前回＋5.0％） 

※前回は 2019 年２月 26 日時点の弊社予測値 

《総論》 

昨年の世界経済を巡っては、米国経済の堅調さが続く一方、中国では政府が主導するデレバレッジ（債

務抑制）策に伴い内需への下押し圧力が強まるなか、米中貿易摩擦の激化を受けて年末にかけて外需も

鈍化して景気が減速し、結果的にＥＵ（欧州連合）諸国やアジアをはじめとする新興国景気も連鎖的に

鈍化する動きが強まった。こうした傾向は年明

け以降も続いており、中国では３月に開催され

た全人代（全国人民代表大会）において内需喚

起を通じた景気下支えの取り組みが示されたも

のの、足下では米中摩擦の再燃に伴い外需に一

段と下押し圧力が掛かる懸念が高まっている。

さらに、多くのアジア新興国は近年の中国の経

済成長を追い風に、中国を中心とするサプライ

チェーンに組み込まれる動きを強めており、結

果的に中国経済の動向に左右されやすい構造と

なっている。他方、アジア新興国のなかには、

米中摩擦の激化を受けて中国に代わる生産拠点

として存在感を高めたいとの思惑を背景に、対

内直接投資の受入が進むとの見方もある。ただし、それは世界経済が拡大を続けることが前提であるが、

足下の状況は世界の１位及び２位の経済規模を誇る米中関係が厳しい状況にある上、双方の経済が深く

関連付いていることを勘案すれば、その関係悪化は世界経済にも少なからず悪影響を与えることは避け

られない。結果、中国経済に対する依存度が高い上、経済構造上輸出依存度が相対的に高い国が多いア

ジア新興国については、米中摩擦の激化による世界貿易への下押し圧力の悪影響を受けやすいと見込ま

図 1 アジア新興国の経済成長率の推移と予測 

 

（出所）CEIC より作成, 予測(影部分)は第一生命経済研究所作成. 
加重平均はドル建 GDP でウェイト付. 19～20 年は 18 年実績を使用.  
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れ、外需が景気の足かせとなる動きがくすぶると予想される。他方、年明け以降は米ＦＲＢ（連邦準備

制度理事会）が『ハト派』姿勢に転じており、新興国からの資金流出懸念が後退したことはアジア新興

国経済にとって不安材料の後退に繋がったが、足下では米中摩擦の再燃を背景に不安定な動きが続いて

おり、事態が長期化すれば資金流出圧力が再燃するリスクはくすぶる。年明け以降の原油相場の底入れ

の動きに加え、米トランプ政権の対イラン制裁強化などを理由に原油相場は高止まりしやすい状況にあ

るため、原油を輸入に依存する国が多いアジア新興国にとっては資金流出に伴う自国通貨安が物価に与

える影響も含めてリスク要因となり得る。域内大国の中国経済については、外需への下押し圧力はくす

ぶる一方、政府が内需喚起策を通じて景気下支えを図る姿勢を鮮明にしており、米中摩擦再燃を受けて

追加対策に動く可能性は高く、短期的にみれば景気が腰折れする事態は避けられるであろう。結果、ア

ジア新興国にとっては中国景気の底堅さが下支え要因となることが期待されるものの、世界経済が勢い

を欠くなかで押し上げに繋がるとは見通しにくく、来年にかけて景気は力強さを欠く展開が続くであろ

う。アジア新興国は他の新興国・地域などに比べて相対的に高い経済成長を続けると見込まれるが、現

時点においては徐々に頭打ちの様相を強めていくと想定する。 

 

《中国 ～米中摩擦再燃による悪影響は懸念されるが､政府の景気対策に伴い景気の腰折れは回避と予想～》 

１-３月の実質ＧＤＰ成長率は前年比＋6.4％と前期（同＋6.4％）と同じ伸びとなり、昨年以降減速傾

向が続いた流れに一応『歯止め』が掛かる動きがみられた。ただし、前期比は＋1.4％と前期（同＋1.5％）

から一段と拡大ペースは鈍化しており、年初の

タイミングで公共投資の進捗が遅れる傾向があ

る上、昨年末に米トランプ政権が発動した対中

制裁『第３弾目』による影響で外需が一段と鈍

化したことも景気の足かせになったとみられる。

なお、同国政府は全人代において公共投資の積

み増しのほか、補助金及び減税などを通じた内

需喚起を図る方針を示したものの、公共投資の

進捗にはタイムラグが生じる傾向があるため、

それに伴う景気下支え効果の発現は早くても年

後半になると見込まれる。さらに、減税や補助金政策はすでに発動されているものの、現時点で発動済

のものの多くは足下の中国の実勢とかけ離れた内容のものであるため、家計消費や企業部門の設備投資

の押し上げに繋がるかは極めて不透明である。また、足下では米中摩擦の再燃に伴い年明け以降上昇基

調を強めた株価も頭打ちしており、家計部門にとってはこれに伴うバランスシート調整圧力が消費の足

かせとなる可能性もくすぶる。そして、昨年のアフリカ豚コレラの流行に伴う豚肉供給不足を受けて豚

肉価格は大きく上振れしてインフレ率を押し上げており、家計部門にとっては年明け以降の原油相場の

底入れの動きとともに実質購買力の重石となることも懸念される。なお、仮に米トランプ政権が対中制

裁『第４段目』の発動に踏み切れば、同国政府は追加的な政策対応に動くと見込まれ、結果的に景気が

腰折れする事態は避けられると予想されるものの、短期的には景気の一段の下振れが意識される展開が

図 2 中国の実質 GDP 成長率の推移と予測 

 

（出所）CEIC, 国家統計局より作成. 予測は第一生命経済研究所. 



 

 3 / 9 
 

 

 

Asia Trends ／ マクロ経済分析レポート 

 

続くであろう。現時点においては、来年にかけて外需を中心に一段と景気が減速感を強める展開を想定

し、2019年の経済成長率は前年比＋6.2％、2020 年は同＋6.0％と予想する。 

 

《インド ～総選挙は予想外の大勝利を収めるも構造改革への期待は乏しく､成長率は横這いの推移を予想～》 

インドのＧＤＰ統計については、昨年末及び今年１月の遡及改訂に伴い、モディ政権下で実施された

高額紙幣廃止及びＧＳＴ（財・サービス税）導入にも拘らず堅調な景気拡大を維持したとの姿に変更さ

れ、企業部門を対象とするマインド統計の動きと

乖離するなど、見通しが作り辛くなっている。た

だし、昨年 10-12月の実質ＧＤＰ成長率は前年比

＋6.6％、実質ＧＶＡ成長率も同＋6.3％とともに

６％台に留まるなど、景気はひと頃に比べて勢い

を欠く展開をみせており、この点には認識に大き

な開きは存在しない。なお、先月から行われた総

選挙では、年初時点ではモディ首相率いる与党Ｂ

ＪＰ（インド人民党）の苦戦が予想されたものの、

隣国パキスタンへの空爆実施などを通じて国民

のナショナリズムに訴えるなどの選挙戦を展開し、最終的には与党ＢＪＰの獲得議席は 2014 年の前回

総選挙時点から積み増されるなど『地滑り的』な大勝利を収めた。総選挙において一段と盤石な政権基

盤を築いたことを受けて、一部にはモディ政権の２期目は１期目以上に構造改革路線にまい進するとの

見方があるものの、今年度予算やマニフェストなどを通じて農村部や中間層を対象とする多数の『バラ

撒き』政策を訴えたことを勘案すれば、過度な期待は禁物と判断出来る。さらに、モディ政権はマニフ

ェストのなかで巨額のインフラ投資の実現を謳ったものの、その財源は不透明であり、仮に債務拡大を

通じてこれを実現すれば財政健全化目標の実現は一段と困難になることは避けられない。また、インフ

ラ投資の実現には土地収用法の再改正など構造改革の実現が不可欠だが、政権１期目に頓挫した取り組

みが復活する可能性は低く、そうなれば労働法改正や銀行セクター改革などその他の構造改革の実現に

も期待は持てない。年明け以降の原油相場の底入れなどに伴いインフレ率は底打ちしており、『双子の

赤字』という経済のファンダメンタルズ（基礎的条件）の脆弱さが金融市場に注目されれば、ルピー安

を通じた物価への悪影響も顕在化し得る。2018 年通年の経済成長率は前年比＋7.4％と２年ぶりに７％

台を回復したが、2019 年は同＋7.0％、2020 年は同＋7.1％と力強さを欠く展開が続くと予想し、年度

ベースでは 2018-19年は同＋7.0％、2019-20年は同＋7.1％、2020-21年も同＋7.1％に留まると予想す

る。 

 

《韓国 ～米中摩擦再燃に伴う外需鈍化に加え､文政権の｢失策｣に伴う内需低迷も景気の足かせとなる展開～》 

昨年の経済成長率は前年比＋2.7％となり、米中摩擦の激化などに伴う外需鈍化に加えて、文在寅（ム

ン・ジェイン）政権による経済政策の『失策』も影響して３年ぶりに３％を下回る伸びに留まった。１

-３月の実質ＧＤＰ成長率も前年比＋1.8％と世界金融危機直後以来となる低い伸びに留まり、前期比年

図 3 インドの実質 GDP･GVA 成長率の実績と予測 

 

（出所）CEIC より作成, 予測は第一生命経済研究所, 伸びは前年比. 
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率ベースでも▲1.35％と５四半期ぶりのマイナス成長となるなど、急速に下押し圧力が掛かっている様

子がうかがえる。米中摩擦の激化に伴う中国の輸出鈍化が玉突き的に同国から中国向け輸出の重石とな

る動きが顕在化しているほか、文政権が実施した

最低賃金の大幅引き上げや『韓国版働き方改革』

の影響も重なり企業部門の設備投資意欲の足か

せとなるなか、家計消費も勢いを欠くなど内・外

需双方で景気模様が広がっている。なお、朴槿恵

（パク・クネ）前政権下で悪化した中国との関係

は、文政権発足後は最悪期を過ぎたと評する状況

にあるものの、依然として中国からの観光客数は

ピークを大きく下回る推移が続くほか、米中摩擦

の影響が飛び火しやすい構造も外需の重石とな

っている。さらに、一時は米トランプ政権の対応を背景に事態打開の期待が高まった北朝鮮情勢を巡っ

ても、足下では再び不透明感が高まるなど見通しが立ちにくい状況が続いており、予測期間内に状況が

大きく好転する可能性は低い。また、経済政策についても文政権は引き続き『所得主導成長論』に固執

する姿勢を崩しておらず、外需を取り巻く環境が不透明ななかで企業部門の活動が活発化する兆しはう

かがえず、外需のみならず内政が内需の重石となる悪循環を脱することは難しいと見込まれる。なお、

年明け以降の米ＦＲＢによる『ハト派』姿勢への転換は通貨ウォン相場の底入れを促したが、足下では

米中摩擦再燃を受けてウォン安圧力が強まっており、世界経済が拡大を続けるなかでは輸出競争力向上

に繋がる期待はあるが、過度なウォン安は改定された米韓ＦＴＡ（自由貿易協定）を巡って米トランプ

政権からの批判を惹起するリスクがあり、金融政策の手足を縛られる展開が続くとみられる。こうした

事情を勘案して、2019 年の経済成長率は前年比＋2.2％、2020 年は同＋2.3％と引き続き２％台で推移

すると予想する。 

 

《台湾 ～米中摩擦の激化に伴う外需鈍化が景気の重石となり､２％程度の成長率に留まると見込まれる～》 

昨年の経済成長率は前年比＋2.63％となり、米中摩擦激化に伴う中国本土景気の減速に加え、世界経

済の頭打ち感が強まったことが外需の重石とな

る形で２年ぶりに３％を下回る伸びに鈍化する

など、世界経済の動きに歩を併せるように景気は

頭打ちの様相をみせている。１-３月の実質ＧＤ

Ｐ成長率も前年比＋1.71％と２四半期連続で

２％を下回る伸びに留まるなど減速感を強めて

いるほか、前期比年率ベースでは＋2.33％と前期

（同＋1.23％）から底打ちしているようにみえる

ものの、中期的な基調は減速傾向を強めるなど頭

打ちしている。米中摩擦の激化に伴う中国の景気

図 4 韓国の実質 GDP 成長率の実績と予測 

 

（出所）CEIC より作成, 予測は第一生命経済研究所. 

図 5 台湾の実質 GDP 成長率の実績と予測 

 

（出所）CEIC より作成, 予測は第一生命経済研究所. 
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減速懸念や世界経済の頭打ちを反映して輸出に下押し圧力が掛かっている上、その動きは雇用・所得環

境の重石となるなか、年明け以降の原油相場の底入れなどを背景にインフレ圧力が高まるなど家計部門

の実質購買力に下押し圧力が掛かり、家計消費など内需も鈍化している。台湾政府は１-３月のＧＤＰ

統計発表を受けて、今年通年の経済成長率見通しを外需が足かせとなることを理由に引き下げている。

なお、同政府は今年度予算において、家計部門向けを対象に所得税の引き下げのほか、国内旅行及び家

電などを対象とする補助金政策を実施するなど家計消費の喚起に向けた取り組みが行われており、この

動きは家計消費の押し上げに資するほか、関連する企業部門にとっては設備投資需要に繋がると期待さ

れる。ただし、上述のように中国本土景気が以前に比べて力強さを欠く展開が続くと見込まれることは、

中国本土経済との連動性が極めて高い台湾経済の足かせとなることは避けられず、さらに、世界経済の

減速懸念も同様の展開となると見込まれる。そして、来年にも予定される次期総統選を巡っても、その

行方は混沌としており、米中摩擦が激化するなかで米中両国による綱引きが経済面でも少なからず影響

を与える展開が続くとみられる。こうした事情を勘案して、2019年の経済成長率は前年比＋2.0％、2020

年も同＋2.0％に留まる予想する。 

 

《インドネシア ～現政権は継続も構造改革への期待は薄く､経済成長率は横這い圏での推移が続く模様～》 

昨年の経済成長率は前年比＋5.17％となり、2014年に誕生したジョコ・ウィドド政権の下で最も高い

伸びとなったが、政権発足当初目標とした７％成長には遠く及ばない上、昨年の政府目標（5.4％）も

下回るなど厳しい状況が続く。さらに、ここ数

年の成長率は５％程度で推移しており、世界金

融危機前後にはしばしば６％台に載せる動きが

みられた状況を勘案すれば、力強さに乏しい展

開が続いている。なお、１-３月の実質ＧＤＰ成

長率は前年同期比＋5.07％と４四半期ぶりの低

い伸びに留まり、旺盛な消費意欲を背景に家計

消費が経済成長をけん引する展開は変わらない

ものの、世界経済の頭打ちの動きが輸出の下押

し圧力となったほか、先月行われた大統領選及

び総選挙の結果を見極めるべく企業部門による設備投資意欲が鈍化したことも景気の重石になった。大

統領選では現職のジョコ・ウィドド大統領が再選されたほか、同時に行われた総選挙でもジョコ・ウィ

ドド政権を支える最大与党・闘争民主党（ＰＤＩ－Ｐ）を中心とする連立与党５党で議会の６割超の議

席を確保するなど、盤石な政治基盤を構築することに成功している。よって、政権２期目は政策遂行に

向けて円滑に政治的労力が振り向けられると期待される一方、政権公約には様々な『バラ撒き』政策が

盛り込まれており、この実現に伴い財政健全化の道のりに逆行する動きが強まる可能性は高まっている。

さらに、政権１期目はインフラ投資の拡充など投資環境の整備を通じた外資誘致の積極化が図られたほ

か、構造改革の実現も政権公約に掲げられたものの、今回の選挙戦では宗教右派（イスラム教右派）に

対する配慮からこうした取り組みへの姿勢は大きく後退する動きもみられ、後退を余儀なくされると見

図 6 インドネシアの実質 GDP 成長率の実績と予測 

 

（出所）CEIC より作成, 予測は第一生命経済研究所. 
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込まれる。短期的には一連のバラ撒き政策などによる景気押し上げ効果は期待されるものの、一過性の

ものに留まるとみられるほか、財政健全化路線の後退により国際金融市場が再度動揺する事態に見舞わ

れれば資金流出圧力が強まり通貨ルピア相場の下押し圧力になるとともに、堅調な家計消費など内需に

も悪影響が出ることは避けられない。現政権は今後首都機能の一部移転に動く方針を示しているが、こ

のコストと便益を巡る状況も極めて不透明であり、足下で足踏みする動きがみられる対内直接投資が拡

大傾向を強める見通しは乏しく、こうしたことも景気の足かせになると考えられる。こうした状況を勘

案して、2019 年の経済成長率は前年比＋5.1％、2020 年も同＋5.1％と横這い圏での推移が続くと予想

する。 

 

《タイ ～戴冠式による押し上げ期待､生産拠点としての魅力はあるが､世界経済の減速懸念は景気の重石に～》 

昨年の経済成長率は前年比＋4.13％と２年連続で４％を上回る伸びを維持したほか、６年ぶりの水準

になるなど、世界経済の減速懸念の高まりにも拘らず比較的堅調な景気拡大が続いた。ただし、これは

年前半の成長率が上振れしたことに伴い押し上

げられた面が大きく、年後半にかけては中国の景

気減速や世界経済の減速懸念などを反映して頭

打ち傾向を強めており、今年１-３月の実質ＧＤ

Ｐ成長率は前年比＋2.78％と 15 四半期ぶりに

２％台に鈍化するなど減速している。前期比年率

ベースでは＋4.07％と昨年秋口を底に反転する

動きがみられるものの、世界経済の減速を理由に

輸出への下押し圧力が強まっているほか、この動

きを受けて企業部門を中心に設備投資意欲も後

退するなか、家計消費も減速するなど内・外需双方で景気への下押し圧力が強まる動きがみられる。な

お、先行きについては５月初めに行われた戴冠式に関連する一連の儀式に向けた政府消費の拡大が見込

まれるなど、一時的な押し上げの動きは期待されるものの、１-３月は輸入も輸出同様に減少傾向を強

めたことを勘案すれば、この動きは輸入増を通じて成長率の下押しに繋がる可能性もあるなど過大な期

待は難しい。なお、３月に実施された総選挙では『親軍政党』である国民国家の力党が第２党となるな

ど躍進を果たしたほか、その後の中道政党との連立協議などを経てプラユット首相が民政移管後も首相

の座を維持する可能性が高まっており、現政権下で進められてきた『タイランド 4.0』や東部経済回廊

などの関連プロジェクトはそのまま進められると見込まれる。ただし、総選挙を経て議会下院（人民代

表院）では与党は少数派となるなど、法律改正を伴う政策遂行などはスピード感を得ることが難しくな

っており、それに伴い次第に公共投資の進捗が徐々に遅れることは避けられないであろう。また、米中

摩擦再燃に伴い同国を生産拠点として注目する向きは多いものの、仮に政治的混乱が再び高まる事態と

なればそうした期待が挫かれる可能性には注意が必要である。世界経済を取り巻く不透明感は、域内で

も経済の輸出依存度が相対的に高い同国経済の重石となることは避けられず、先行きは過去数年に比べ

て勢いを欠く展開が続くであろう。こうした状況を勘案して、2019 年の経済成長率は前年比＋3.3％、

図 7 タイの実質 GDP 成長率の実績と予測 

 

（出所）CEIC より作成, 予測は第一生命経済研究所. 
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2020 年は同＋3.4％に留まると予想する。 

 

《マレーシア ～政権交代から丸１年も､外需を巡る不透明感が重石になるなか､景気には不透明要因が山積～》 

昨年の経済成長率は前年比＋4.7％と２年ぶりに５％を下回る伸びに留まり、米中摩擦の激化や世界経

済の頭打ちなどを背景に外需への下押し圧力が強まる動きがみられたほか、昨年５月の総選挙でのマハ

ティール政権の誕生に伴いナジブ前政権下で実施

された施策の多くが見直しされたことで政府消費

などに下押し圧力が掛かったことも景気の重石と

なった。さらに、今年１-３月の実質ＧＤＰ成長率

は前年比＋4.5％と一段と鈍化しており、前期比年

率ベースでも＋4.36％と拡大ペースが鈍化するな

ど頭打ちの様相を強めている。世界経済の減速懸

念を反映して輸出に下押し圧力が掛かっているほ

か、昨年はＧＳＴ（財・サービス税）廃止に伴う

インフレ鈍化を受けて上振れした家計消費に一服

感が出ている上、外需を巡る不透明感は企業部門の設備投資意欲の重石となるなど、内・外需双方で景

気の減速感が強まっている。なお、足下では内需の弱さを反映して輸入が輸出を上回るペースで減少し

ているほか、在庫投資による成長率寄与度がプラスとなるなど、見た目以上に悪い内容となっており、

先行きはこの反動による景気への下押し圧力も懸念される難しい状況にある。先行きについては、ナジ

ブ前政権の『置き土産』である巨額の債務処理に向けた歳出増が懸念されるなか、マハティール政権は

政権後退を果たした昨年の総選挙での公約の一部棚上げに動いたものの、財政健全化目標実現の道のり

は遠のくなど、ＡＳＥＡＮ内でも公的債務残高の水準が高い同国経済を取り巻く状況は厳しい。その上、

米中摩擦の再燃など外需を取り巻く環境は厳しくなることが予想される一方、同国は１人当たりＧＤＰ

が約１万ドルと周辺国に比べて突出している上、現政権の下で最低賃金の大幅引き上げが実施されるな

どの動きも重なり、生産拠点としての魅力に乏しく対内直接投資が活発化する見通しは立ちにくい。年

明け以降の原油相場の底入れの動きは、アジア域内でも有数の天然ガス輸出国である同国経済にプラス

の効果を与える余地はあるものの、それ以外に目立ったプラス要素が見当たらず、経済の外需依存度が

極めて高い構造は世界経済の不透明感が高まる状況下で景気の足かせとなることは避けられない。こう

した状況を勘案し、2019 年の経済成長率は前年比＋4.3％、2020年は同＋4.2％に留まると予想する。 

 

《フィリピン ～インフレ低下や政権基盤強化などプラス要素はあるが､中国依存度の高さは景気の重石に～》 

昨年の経済成長率は前年比＋6.2％と７年連続で６％を上回る水準となったものの、一昨年をピーク

に鈍化傾向を強めているほか、政府目標（6.5～6.9％）をも下回る伸びに留まるなど一時に比べて勢い

を欠く展開が続いている。さらに、今年１-３月の実質ＧＤＰ成長率は前年比＋5.6％と 16 四半期ぶり

に６％を下回る伸びに鈍化したほか、前期比年率ベースでも＋3.86％と約４年半ぶりの低い伸びとなる

など減速感を強めている。この背景には、今年度予算の成立が約４ヶ月近く遅れたため、政府消費や公

図 8 マレーシアの実質 GDP 成長率の実績と予測 

 

（出所）CEIC より作成, 予測は第一生命経済研究所. 
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共投資に大きく下押し圧力が掛かるなど特殊事情

が影響した面があり、今後はその反動に伴い上振

れする可能性はある。ただし、中国の景気減速や

世界経済を巡る不透明感の高まりなどを背景に輸

出に大きく下押し圧力が掛かっているほか、朝令

暮改を繰り返すドゥテルテ政権の政策運営に対す

る不信感から企業部門の設備投資意欲も後退して

いる。一方、昨年の物品税引き上げに伴いインフ

レ率が加速した反動で年明け以降のインフレ率は

落ち着いており、昨年は伸び悩む展開が続いた家

計消費に底打ちの兆しが出ているものの、世界経済の減速はＧＤＰの１割に相当する移民送金の重石と

なることが懸念されるなど不透明要因はくすぶる。なお、先行きについて同国経済は比較的輸出依存度

が高い上、その多くを中国向けの電子部品関連が占めるなど米中摩擦の余波を受けやすい体質にあるた

め、今後は米中摩擦の再燃が輸出の重石となる状況は避けられない。また、ドゥテルテ政権下では穏当

な経済政策が採られてきたものの、インフラ投資に向けた資金確保を目指す包括的税制改正を巡る不信

感は対内直接投資の動きを鈍らせる一因になっているとみられ、今後もこうした傾向が景気の足かせと

なるリスクはくすぶる。他方、今月行われた中間選挙では政権運営への影響力が強い議会上院で改選議

席のすべてを『ドゥテルテ派』が占めるなど政権基盤は一段と強固になるなど、これまでに比べて政策

運営の円滑化が進むことが期待される。さらに、足下のインフレ率の鈍化を受けて中銀は金融緩和に動

くなど景気下支えに向けた動きを積極化させており、このことも景気の一段の悪化を阻止すると見込ま

れる一方、経常赤字と財政赤字の『双子の赤字』を抱えるなど経済のファンダメンタルズの脆弱さは、

国際金融市場の動揺に対する弱さを招くリスクに繋がりやすい。こうした事情を勘案して、2019年の経

済成長率は前年比＋6.0％、2020年は同＋6.1％と６％成長は維持すると見込まれるが、高過ぎる政府目

標の実現は難しい展開が続くであろう。 

 

《ベトナム ～米中摩擦の｢漁夫の利｣､CPTPP 批准などプラス要因は多いが､世界経済の減速の影響は免れず～》 

昨年の経済成長率は前年比＋7.1％と 14 年ぶり

に７％を上回る伸びとなるなど、多くのアジア新

興国が中国の景気減速や世界経済の頭打ちなど

を理由に頭打ちの様相を強めるなかで対照的な

動きをみせた。なお、今年１-３月の実質ＧＤＰ

成長率は前年比＋6.79％と２四半期ぶりに７％

を下回る伸びに鈍化しており、例年通りの天候不

順などに伴い農林漁業関連の生産に下押し圧力

が掛かっているほか、米中摩擦の激化や中国の景

気減速などの余波を受ける形で在庫調整圧力が

図 9 フィリピンの実質 GDP 成長率の実績と予測 

 

（出所）CEIC より作成, 予測は第一生命経済研究所. 

図 10 ベトナムの実質 GDP 成長率の実績と予測 

 

（出所）CEIC より作成, 予測は第一生命経済研究所. 
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強まったことなどが景気の足かせになったとみられる。他方、年明け以降の原油相場の底入れの動きな

どにも拘らず足下のインフレ率は比較的低水準で推移しており、外需の底堅さなどを背景とする雇用・

所得環境の堅調さも相俟って家計消費は拡大傾向が続いている上、米中摩擦の激化に伴う生産拠点の移

転などの動きによる『漁夫の利』を受ける形で対内直接投資は堅調に推移するなど、幅広く内需は底堅

い。同国経済はＡＳＥＡＮ周辺国をはじめとするアジア新興国に比べて金融市場の開放度合いは低いが、

政府が主導する国営企業改革なども追い風に資金流入が活発化する動きもみられるなか、年明け以降の

米ＦＲＢの『ハト派』姿勢への転換は慢性的な資金不足に直面する同国金融市場を取り巻く環境改善に

繋がっている。そして、同国は昨年末にＣＰＴＰＰ（環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先

進的な協定）を批准するなど外圧を通じて国内経済構造の改革を前進させる方針を国内外に示しており、

この動きは対内直接投資を後押しすると見込まれ、国営企業改革の促進などを通じた資金流入の動きが

景気を下支えすると期待される。ただし、同国経済は内需同様に輸出への依存度も比較的高いため、世

界経済の減速による下押し圧力が景気の重石となることは避けられない。こうした状況を勘案して、

2019 年の経済成長率は前年比＋6.5％、2020 年は同＋6.3％と幾分鈍化は避けられないものの、比較的

堅調な推移が続くと予想する。 

以 上 


