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  発表日：2019 年８月 27 日（火） 

アジア(中国･インド･NIES･ASEAN５)経済見通し(2019 年８月) 

 ～米中摩擦の激化､世界経済の頭打ちなどを背景に数年ぶりの景気鈍化に見舞われる展開に～ 

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＋6.2％） ＋6.0％（前回＋6.0％） 

イ ン ド ＋6.2％（前回＋7.0％） ＋6.8％（前回＋7.1％） 

N I E S ＋1.7％（前回＋2.1％） ＋2.0％（前回＋2.2％） 

A S E A N ５ ＋4.8％（前回＋4.9％） ＋4.8％（前回＋4.9％） 

※前回は 2019 年５月 28 日時点の弊社予測値 

《総論》 

昨年来の世界経済を巡っては、米中摩擦の激化や世界的な保護主義姿勢の強まりを背景に世界貿易が

急速に萎縮しており、経済の輸出依存度が相対的に高い新興国経済の足かせとなることが懸念されるな

か、米中摩擦に伴う中国の景気減速は近年中国

を中心とするサプライチェーンに組み込まれ

てきたアジア新興国全体の足を引っ張る動き

に繋がっている。なお、米中摩擦の当初は中国

の対米輸出に下押し圧力が掛かる一方、ＡＳＥ

ＡＮ（東南アジア諸国連合）諸国を中心に対米

輸出拠点化の動きが広がることで『漁夫の利』

を得るとの見方もあり、ベトナムや台湾など一

部の国にそうした動きはみられる。しかし、ベ

トナムではその動きに伴う対米輸出が急拡大

する一方、トランプ米政権はベトナムからの一

部輸入品に制裁関税を課すなどの動きに発展

しており、『漁夫の利』をすべて得る形にはな

りそうにない。他方、年明け以降の米ＦＲＢ（連邦準備制度理事会）による『ハト派』姿勢への転換を

きっかけに、国際金融市場において先進国を中心に長期金利が低下した結果、一転して新興国に資金が

回帰する動きがみられ、新興国で『利下げドミノ』の動きが広がりをみせている。ただし、足下の世界

経済が鈍化傾向を強めるなど不透明感が増すなかでこうした動きが持続し得るとは見通しにくく、アジ

ア新興国にとっても資金流入を追い風にした内需下支えには繋がりにくい展開が予想される。また、予

測期間内における米中摩擦の動きについても、米中両国で折り合える可能性が低いことを勘案すればペ

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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ースの変化こそあれ徐々に摩擦が激化する展開が予想され、結果的にアジア域内の貿易も萎縮する展開

が続くと見込まれる。なお、『域内大国』である中国については、公共投資をはじめとする景気下支え

策に加え、人民元安の動きが米国以外向けの輸出を下支えすることで景気の腰折れは避けられると見込

まれ、中国経済への依存度が高いアジア新興国の景気下支えに繋がるとみられるものの、以前のように

『けん引役』となることは難しいであろう。よって、アジア新興国全体では他の新興国及び地域などと

比較して相対的にみれば高い経済成長を続けると見込まれるものの、数年ぶりの低水準となるなど勢い

を欠く展開が続くと想定している。 

 

《中国 ～過度な景気下支え策の効果発現は期待しにくいが､当面は｢底這い｣に近い景気模様が続くと想定～》 

４-６月の実質ＧＤＰ成長率は前年比＋6.2％と統計開始以来の最低水準となり、前期比年率ベースで

も６％台半ばに留まるなど、例年の中国景気は公共投資の進捗などで年央にかけて押し上げられる傾向

がみられるにも拘らず、力強さを欠く展開が続い

ている。さらに、６月単月は様々な特殊要因が景

気の押し上げに繋がる動きがみられたものの、７

月にはその反動で再び鈍化傾向を強めるなど、景

気は『二番底』を探る動きをみせている。米中摩

擦は米トランプ政権が来月に『第４弾目』の発動

をする方針を発表するなど激化が避けられなく

なるなか、中国当局は報復措置や緩やかな人民元

安容認などを通じて『持久戦』に持ち込む姿勢を

示しており、長期化は必至の状況にある。こうし

たなか、中国政府は公共投資の積み増しや、補助金及び減税を通じた内需喚起を図っているが、足下で

は減税に伴う地方政府の税収減が公共投資の進捗の足かせとなる懸念も出ている。さらに、中国当局は

景気下支えに向けて住宅市場を利用しない姿勢を示しており、短期的な景気押し上げに伴う金融市場の

リスク拡大を回避したい様子もうかがえる。他方、企業部門を中心とする資金繰り問題を巡って中国当

局は様々な金融緩和に動いているものの、昨年来のアフリカ豚コレラの大流行に伴う供給不足などを理

由に食品価格が高騰してインフレ率が高止まりしており、過度な金融緩和に動けない状況に直面してお

り、結果的に家計消費など内需を取り巻く環境も厳しい展開が続くとみられる。よって、当面の中国経

済は『良くて底這い』といった展開が続く可能性が高いと見込まれる上、来年には米中摩擦の影響が一

段と色濃く現われると予想されるなど、景気への下押し圧力が一層強まるものとみられる。なお、現時

点において中国景気が腰折れする最悪の事態は想定しにくいものの、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％とす

る予想を据え置く。 

 

  

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. 
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《インド ～年前半の景気減速に伴うマイナスの｢ゲタ｣も影響して､成長率は久々の低水準に留まる可能性～》 

１-３月の実質ＧＤＰ成長率は前年比＋5.8％と４年強ぶりに、供給サイドの統計である実質ＧＶＡ成

長率も同＋5.7％と２年弱ぶりにともに６％を下回る伸びに鈍化しており、モディ政権の誕生から丸５

年でインド経済は『一巡』する格好となっている。

なお、インドのＧＤＰ統計は昨年来の改訂作業に

伴い、高額紙幣廃止やＧＳＴ（財・サービス税）

導入に伴う企業マインド悪化の動きにも拘らず、

成長率は加速感を強めるなど不透明な動きをみ

せたが、足下のインド景気は厳しさを増している。

なお、総選挙ではモディ首相率いる与党・インド

人民党（ＢＪＰ）が『地滑り的』な大勝利を収め、

政権２期目は強固な政治基盤とともにスタート

を切ったものの、その後に発表された今年度本予

算では『バラ撒き』色が強い政策が志向されており、経常赤字と財政赤字の『双子の赤字』を抱える同

国経済のファンダメンタルズ（基礎的条件）を巡る不透明感は残る。さらに、今年度本予算では構造改

革の進展を謳う動きをみせたものの、それらの具体性は乏しい上、巨額のインフラ投資を巡っても財源

が不明瞭といった問題もみられる。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ず、過度な期待は禁物という状況は変わ

っていない。足下の企業マインドの動きをみると、景気への下押し圧力が一段と強まる動きもみられる

など、４-６月の成長率は力強さを欠く展開が続いていると予想され、結果的に今年度の成長率に対し

てマイナスの『ゲタ』が生じる状況は避けられそうにない。中銀は度重なる利下げ実施による景気下支

えを図る姿勢を強めているが、金融市場を取り巻く環境を勘案すればルピー安の進展による物価上昇と

いう『副産物』を招くリスクがあり、早晩見直しを余儀なくされると考えられる。なお、中銀は直近の

金融政策委員会において今年度の経済成長率見通しを＋6.8％に下方修正したが、足下の状況を勘案す

ればさらなる下方修正を迫られる可能性は高い。当研究所は2019-20年度の経済成長率は前年比＋6.4％

と久々の低成長に留まり、2020-21 年度は同＋6.8％に加速するも力強さを欠く展開が続くと予想する。

なお、暦年ベースでは 2019 年の経済成長率は前年比＋6.2％、2020 年は同＋6.8％と予想する。 

 

《韓国 ～日韓関係の影響は限定的とみるが､政権の失策の影響も重なり当面の景気は力強さを欠く展開に～》 

４-６月の実質ＧＤＰ成長率は前期比年率＋4.36％と久々のマイナス成長となった前期（同▲1.47％）

の反動で伸びが加速したものの、米中摩擦の激化によるアジア域内貿易の萎縮の動きや中国景気の減速

は外需の重石となるなか、文在寅（ムン・ジェイン）政権による経済政策の『失策』は内需の足かせと

なるなど、内・外需双方で景気に下押し圧力が掛かる展開が続いている。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』に伴う労働時間制限の動きに加え、米中摩擦の激化や中国の景気

減速に伴う輸出鈍化は企業部門の設備投資意欲の重石になっているほか、若年層を中心とする雇用の足

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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かせとなっている。さらに、中国の景気減速や中国当局による事実上の『嫌がらせ』に伴う中国人観光

客数の頭打ちの動きは、サービス輸出の重石となっており、事態打開が図りにくい状況が続いている。

また、米トランプ政権の対応をきっかけに事態打開が期待された北朝鮮情勢を巡っても、文大統領は中

長期的な『南北統一』を目指す姿勢をみせるものの、金正恩（キム・ジョンウン）朝鮮労働党委員長の

対応をみる限りにおいて、予測期間内に大きく事態が転換する事態は見通しにくい状況は変わっていな

い。他方、足下では日本政府による韓国向け輸出

管理強化の動きをきっかけに日韓関係が急速に

悪化しているものの、『合理的』に考えればこの

動き自体が企業行動などに影響を与える可能性

は低いと見込まれ、実態は『非合理的』な動きに

終始する展開もみられるなど、実体経済への影響

を測ることは極めて難しい状況にある。文政権は

今年度の補正予算や来年度予算を通じて、対象品

目の『内製化』を目指す姿勢を強めているが、こ

の動きによる短期的な景気押し上げ効果は乏し

いと見込まれる上、中長期的にみても生産性向上に資するかは極めて不透明である。こうした状況に加

え、国際金融市場を取り巻く不透明感が高まれば、通貨ウォン安圧力を通じて家計部門を中心とする債

務負担増が景気の重石となる事態も懸念される一方、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。こうした状況を勘案して、2019 年の経済成長率は前年比＋1.8％と久々に２％を下

回り、2020年も同＋2.1％程度に留まると予想する。 

 

《台湾 ～一部に米中摩擦の｢漁夫の利｣の動きはあるが､世界経済の頭打ちが外需の重石となる状況は不変～》 

４-６月の実質ＧＤＰ成長率は前期比年率＋2.72％と伸びが鈍化しているものの、国際金融市場の活況

に伴うサービス業の堅調に加え、米中摩擦の激化に伴う中国本土からの生産拠点移管の動きに伴い製造

業の生産も底打ちしている上、公共投資の進捗や

設備投資の動きが建設業の生産を押し上げるな

ど、米中摩擦による『漁夫の利』の動きがみられ

る。なお、足下の輸出受注は中国本土からの生産

拠点移管の動きも相俟って底入れする動きをみ

せており、先行きの輸出の押し上げに繋がると期

待されるものの、世界経済が頭打ちの様相を強め

ていることを勘案すれば、輸出が加速感を強めて

いくとは見通しにくい。さらに、このところの香

港での反政府デモの発生をきっかけに、台湾では

中国本土に対する警戒感が強まる動きが出ており、来年１月に予定される次期総統選に向けてそうした

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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動きが一段と強まる可能性は高まっている。よって、中国本土から台湾への生産拠点移管の動きについ

て今後は頭打ちの動きが強まるほか、中国本土からの資金流入にも事実上制限が課される可能性も見込

まれるため、結果的に内需の押し上げに繋がる動きは徐々に削がれるとみられる。今後は米トランプ政

権による台湾政策を巡って、米中摩擦が台湾を巻き込む形で発展していくことも考えられるなど、新た

な下押し圧力が顕在化していくことも想定される。なお、同政府は今年度予算で家計部門を対象とする

所得税減税のほか、国内旅行及び家電などへの補助金実施による家計消費喚起策を実施しており、家計

消費の押し上げや関連産業への需要喚起に繋がると見込まれるものの、引き続き外需を取り巻く状況が

重石となる展開は避けられそうにない。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 年も同＋2.2％に留まる予想する。 

 

《インドネシア ～政権基盤強化に期待も､生産性向上への政策に乏しく､景気はほぼ横這いの推移が続く展開～》 

４-６月の実質ＧＤＰ成長率は前年比＋5.05％に鈍化しており、インフレ圧力の後退を追い風にした家

計消費の堅調さや政府消費の拡大が景気を下支えする一方、世界経済の不透明感を受けた外需の鈍化や

それに伴う企業部門の設備投資意欲の低迷が景

気の足かせとなる展開が続いている。今年前半の

経済成長率は前年比＋5.06％と政府目標（＋

5.3％）を下回る展開が続いており、今年も引き

続き政府目標の実現のハードルは極めて高い状

況となっている。なお、４月に行われた大統領選

では現職のジョコ・ウィドド大統領が勝利したほ

か、同時に実施された議会下院（国民議会）総選

挙でも最大与党・闘争民主党（ＰＤＩ－Ｐ）を中

心とする与党連合が６割以上の議席を獲得して

おり、10月に発足する政権２期目は盤石な政治基盤の構築に成功している。政権１期目の５年間につい

ては、公約に掲げたインフラ投資の拡大は一定程度進捗する一方、政権基盤の脆弱さが政策遂行の足か

せとなる難しい状況が続いたが、２期目については円滑な政策遂行が期待されるものの、今回の選挙戦

での公約は『バラ撒き』色の強いものが大宗を占めるなど、財政健全化の道のりは遠い展開が続くとみ

られる。さらに、一連の選挙戦では宗教右派（イスラム教右派）の台頭が進んだことを受けて、外資誘

致に向けた姿勢に陰りがみられるほか、こうした姿勢は構造改革姿勢の後退に繋がる可能性も懸念され

るなど、資金流入を通じた景気押し上げに向けた動きが緩むことも考えられる。短期的にみれば一連の

バラ撒き色の強い政策遂行に伴う景気押し上げの可能性はあるものの、効果の持続性の観点では疑問が

残る上、慢性的な経常赤字を抱えるなかでの財政健全化路線の後退は国際金融市場の動揺に対する耐性

の悪化に繋がりやすい。中銀は利下げ実施を通じた景気下支えを志向する考えを示しているが、通貨ル

ピア安は輸入物価を通じたインフレ圧力に繋がりやすく、早晩見直しを余儀なくされる可能性は残る。

また、政府はジャカルタの首都機能をカリマンタン（ボルネオ）島東部に移転することを決定したが、

具体的な取り組みの大宗は民間投資に委ねられるなど、実現性のハードルは極めて高く、実体経済への

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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影響も現時点では見通しにくい。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

通しは乏しいなか、こうした政策運営を巡る不透明さはさらなる足かせとなる可能性もあり、結果的に

景気の足かせとなることも懸念される。こうした状況を勘案して、2019年の経済成長率は前年比＋5.0％、

2020 年も同＋5.0％とほぼ横這いでの推移が続くと予想する。 

 

《タイ ～民政移管完了も政治不安は払拭出来ず､世界経済の減速懸念は引き続き景気の足かせとなる展開～》 

４-６月の実質ＧＤＰ成長率は前期比年率＋2.38％と伸びが鈍化し、中期的な基調を示す前年同期比ベ

ースでも＋2.34％と４年半ぶりの低い伸びに留まるなど、足下の景気は急速に勢いを欠く展開をみせて

いる。３月に行われた議会下院（人民代表院）総

選挙では、その後に政党間で行われた合従連衡の

動きも影響する形で『親軍政党』を中心とする与

党連合が辛うじて多数派を形成することに成功

し、先月に正式に民政移管によるプラユット政権

が発足した。ただし、政権発足に時間を要したこ

とで公共投資をはじめとする政府消費に大きく

下押し圧力が掛かったことに加え、米中摩擦の激

化や世界経済の頭打ちを受けた外需鈍化も景気

の重石となるなど、ＡＳＥＡＮ内でも輸出依存度

が相対的に高い同国経済は困難に直面している。なお、米中摩擦の勃発当初は同国も『漁夫の利』を得

る姿勢を鮮明に示しており、プラユット政権が推進する産業政策の『タイランド 4.0』などの関連プロ

ジェクトなどが進められてきたものの、実態としては足下の景気を押し上げるには至っていない。ただ

し、政権発足を受けて今後は公共投資の拡充など景気下支えに向けた取り組みの前進が期待されるもの

の、発足後１ヶ月にも拘らず与党連立内から離反の動きが出ており、今後も少数政党による『揺さぶり』

の動きが政策遂行の足かせとなる可能性はくすぶる。さらに、金融市場では同国が経常黒字国であるこ

とを理由に通貨バーツが強含みする展開が続いてきたが、この動きは財・サービスの両面で輸出の重石

となるなど景気の足かせとなるなか、中銀はバーツ安を志向する一方で長期に亘る低金利環境を背景と

する家計債務の過剰感がリスク要因となる懸念もくすぶるなど難しい対応が迫られている。また、仮に

政治的混乱が再び高まる事態となれば、それに伴い米中摩擦の『漁夫の利』を目指した動きが逆行する

リスクも懸念されるため、世界経済の減速懸念が外需の重石となる状況も含めて、景気は勢いに乏しい

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＋3.0％、2020年は同＋

3.2％に留まると予想する。 

 

《マレーシア ～世界経済の頭打ちの動きは､輸出依存度が極めて高い経済への｢逆風｣となる展開が続く～》 

４-６月の実質ＧＤＰ成長率は前期比年率＋4.16％と一段と鈍化しており、ラマダン明けの連休のタ

イミングに加えて昨年来のインフレ鈍化も追い風に家計消費は堅調に推移する一方、世界経済の頭打ち

に伴う外需鈍化の動きに加え、公共投資拡大の動きが早くも一巡したことで政府消費に下押し圧力が掛

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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かるなど、勢いを欠く動きをみせている。なお、

当期については内需の堅調さを反映して輸入が

輸出を上回る伸びとなったことで、純輸出の成長

率寄与度が前期比年率ベースでマイナスに転じ

たことが下押し材料になる動きがみられる一方、

在庫投資のプラス寄与度が拡大するなど在庫が

積み上がる動きもみられるなど、内容は見た目以

上に厳しいものとなっている可能性がある。また、

足下のインフレ率はマハティール政権によるＧ

ＳＴ（財・サービス税）廃止から丸１年が経過し

たことを受けて、伸びの『ウラ』が出た影響で上振れする動きがみられる上、国際金融市場での通貨リ

ンギ安に伴う輸入物価の押し上げも上昇圧力に繋がりやすい状況となっており、家計消費への悪影響に

注意する必要がある。先行きについては、米中摩擦の激化など世界経済を取り巻く状況が厳しさを増す

なか、ＡＳＥＡＮ内でも経済の輸出依存度が極めて高い国のひとつである同国経済にとっては下押し圧

力が掛かりやすい展開が続きやすい。さらに、１人当たりＧＤＰは約１万ドルとＡＳＥＡＮ内で突出し

た水準にある上、政府は最低賃金の大幅引き上げに動くなど価格競争力の乏しさも相俟って、周辺国と

の生産拠点を巡る競争は不利になりやすい。米中摩擦を巡っては同国を『迂回輸出』の拠点とする動き

が輸出を下支えしている可能性もあり、米トランプ政権が同国を「為替操作監視国」としていることも

重なり『外圧』が強まるリスクもくすぶる。また、ナジブ前政権の『置き土産』である巨額債務処理へ

の歳出増懸念に加え、政権公約に伴う歳出増圧力を受けて財政健全化の道のりは遠のいており、国際金

融市場の動揺に対する耐性は低下している。こうした状況を勘案して、2019 年の経済成長率は前年比＋

4.4％、2020年は同＋4.0％に留まると予想する。 

 

《フィリピン ～予算成立の遅れが年前半の成長率の足かせとなり､今年は久々に６％を下回る伸びに留まる～》 

４-６月の実質ＧＤＰ成長率は前期比年率＋5.55％と伸びが加速したものの、中期的な基調を示す前年

同期比ベースでは＋5.5％と 2016年に発足したドゥテルテ政権下で最も低い伸びとなるなど、同国経済

は厳しい状況に直面している。なお、これは今年

度予算の成立が４ヶ月程度遅れたことで公共投

資や政府消費に足かせが嵌められた状態が続い

たことが影響しているほか、昨年加速したインフ

レ率は足下で鈍化しているにも拘らず、景気減速

に伴う雇用・所得環境の頭打ちを受けて家計消費

に下押し圧力が掛かるとともに、企業部門の設備

投資意欲の弱さも景気の足かせになっている。他

方、米中摩擦の激化の背後で同国が『迂回輸出』

の舞台になる動きがみられるほか、同国中部の一

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. 

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. 
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大リゾート地であるボラカイ島への一時立入禁止措置の影響が一巡したことはサービス輸出の底打ち

に繋がるなど、外需には底堅さがみられる。ただし、今年前半の経済成長率は前年比＋5.5％に留まっ

ており、年後半については政府消費や公共投資の進捗に伴う固定資本投資の押し上げが期待されるもの

の、政府目標（６～７％）の目標実現のハードルは依然として高い状況にある。さらに、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に対する政策運営への不信感の高まりを受けて企業部門の設備投資意

欲も後退する展開が続いている。インフレ率の鈍化を受けて中銀は利下げ実施による景気下支えに動く

姿勢をみせているが、経常赤字国であるなど経済のファンダメンタルズが脆弱な同国では国際金融市場

の動向に揺さぶられやすく、通貨ペソ安の進展は輸入物価を通じてインフレ率の上振れに繋がるリスク

はくすぶる。５月に行われた中間選挙では、政権運営に対する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り、政策運営の円滑化が期待されるもの

の、年前半の景気減速が成長率の重石となる状況を脱却することは難しいと見込まれる。こうした事情

を勘案して、2019年の経済成長率は前年比＋5.8％と久々に６％を下回る伸びに留まり、2020年は同＋

6.1％と２年ぶりに６％台に回復するも力強さを欠く展開が続くと予想する。 

 

《ベトナム ～米中摩擦の｢漁夫の利｣が景気を下支えするが､世界経済の頭打ちの影響は免れない展開に～》 

４-６月の実質ＧＤＰ成長率は前年比＋6.7％に鈍化するも、他のアジア新興国が軒並み力強さを欠く

展開をみせるなかで堅調な伸びを維持しており、米中摩擦の激化の背後で同国に生産拠点を移管する動

きが活発化していることを受けて対内直接投資

が堅調に流入したほか、対米輸出の加速を追い風

とする雇用環境の改善は家計消費を押し上げる

など、『漁夫の利』を得る展開が続いている。た

だし、こうした動きを受けて米トランプ政権は同

国を「為替操作監視国」に指定したほか、先月に

は同国で最終加工される一部の鉄鋼製品に対し

て制裁関税を課す決定を行うなど、同国を舞台に

した『迂回輸出』に対する監視の目を強めている。

こうした動きが同国の輸出及び生産を取り巻く

環境の劇的な変化に繋がるとは見通しにくいものの、これまでのような米中摩擦による漁夫の利を一身

に受ける展開とはなりにくくなることが予想される。なお、足下のインフレ率は引き続き低水準で推移

する展開が続いており、金融市場の開放度の低さゆえに通貨ドン相場も一時的に下落する動きがみられ

たものの、足下では落ち着いた推移をみせていることを勘案すれば、家計消費など内需の下支え役とな

ることが期待される。また、政府主導によ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、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

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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すると期待される。他方、同国経済は内需同様に輸出への依存度が比較的高く、中国経済に対する依存

度も高いことを勘案すれば、世界経済の頭打ち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

するものの、比較的堅調な推移が続くと予想する。 

以 上 


