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  発表日：2019年 11月 26日（火） 

アジア(中国･インド･NIES･ASEAN５)経済見通し(2019 年 11 月) 

 ～2020年のアジア新興国は中国の｢６％割れ｣を前提に力強さを欠く展開が続くと予想～ 

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 ＋6.1％（前回＋6.2％） ＋5.8％（前回＋6.0％） 

イ ン ド ＋5.0％（前回＋6.2％） ＋5.8％（前回＋6.8％） 

N I E S ＋1.4％（前回＋1.7％） ＋1.6％（前回＋2.0％） 

A S E A N ５ ＋4.7％（前回＋4.8％） ＋4.8％（前回＋4.8％） 

※前回は 2019 年８月 27 日時点の弊社予測値 

《総論》 

足下の世界経済を巡っては、米中摩擦の激化に加えて保護主義的な通商政策の動きが世界的に広がり

をみせていることを背景に、昨年末以降の世界貿易は急速に萎縮して前年を下回る伸びで推移するなど、

世界経済の下押し圧力につながる動きが続いて

いる。さらに、米中摩擦の激化などをきっかけに

足下で中国経済が景気感を強めていることは、

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にとって外需の足を

引っ張る一因になっている。なお、米中摩擦を受

けてアジア新興国のなかにはサプライチェーン

の再構築を通じた『漁夫の利』を得ようとする向

きもみられたものの、現時点においてその動き

が好影響を与えているのはベトナムと台湾くら

いであり、その他の国々については概ねマイナ

スに作用する展開が続いている。また、足下では

『一人勝ち』の様相をみせてきた米国経済にも

陰りが出つつある上、ＥＵ（欧州連合）経済も減速感を強めるなど、先進国景気が軒並み勢いを失いつ

つあるなか、中国経済にも『けん引役』を頼むことが難しくなるなど、世界経済を取り巻く環境は急速

に厳しさを増している。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』転換を

受けて国際金融市場は実体経済と対照的に活況を呈する展開が続いており、この動きを反映してアジア

をはじめとする新興国に投資資金が回帰する向きもみられるものの、世界経済が徐々に勢いを失いつつ

あるなかでこうした展開が持続可能かは極めて不透明である。それ以上に、足下の世界経済にとって最

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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大のリスク要因となっている米中摩擦についても、米中両国が満足出来る形で合意に至る可能性は極め

て低いと見込まれ、結果的に世界貿易の萎縮状態は長期化する可能性も考えられる。よって、経済構造

面で相対的に輸出依存度が高いアジア新興国については、一部に足下で『底打ち』の兆候はみられるも

のの、来年にかけても力強さの乏しい景気情勢が続くと想定される。 

 

《中国 ～内・外需双方で力強さを欠く展開が続き､政府統計上でも｢６％成長｣の維持は難しくなると予想～》 

７-９月の実質ＧＤＰ成長率は前年比＋6.0％と四半期ベースの統計が入手可能な 1992 年以来で最も

低い伸びとなるなど、景気減速が強く意識される展開が続いている。また、前期比年率ベースでも＋６％

程度に留まり、2015年のいわゆる『チャイナ・シ

ョック』を経て翌 2016 年以降はインフラ関連な

ど公共投資の拡充などを通じて年央に掛けて景

気が押し上げられる展開が続いてきたものの、今

年は下押し圧力が強まっている。米中摩擦の激化

や世界経済の減速懸念が外需の足枷となる展開

が続くなか、政府はインフラ投資の拡充や昨年の

デレバレッジ（債務抑制）政策からの転換を通じ

た内需喚起を図っているものの、充分な効果を上

げるには至っていない。企業部門の設備投資意欲

は資金繰りを巡る懸念も相俟って力強さを欠き、家計部門も雇用・所得環境の悪化や資金繰りを巡る懸

念、株価低迷に伴うバランスシート調整圧力を受けて『節約モード』を強めるなど、見栄の消費に陰り

が出ている。米中摩擦は 10月の閣僚級協議を経て「第一段階の合意」に向けた詰めの協議を進めるなど

『一時休戦』状態にあるものの、全面的な事態打開に向かう可能性は低い上、米トランプ政権が制裁解

除に動く見通しも立ちにくいなど外需を取り巻く環境改善は期待しにくい。他方、国内ではアフリカ豚

コレラの大流行に伴う供給不足などを理由にインフレ率が昂進して政府目標を上回る水準で推移する

など、過度な金融緩和に動けない状況に直面しており、企業及び家計部門を巡る状況はしばらく厳しい

展開が続くと見込まれる。なお、政府はインフラ投資の拡充及び前倒しの進捗を通じて景気下支えを図

る姿勢を示しているが、上述のようにここ数年はそれに伴う景気押し上げが困難になっていることを勘

案すれば、その効果は景気急減の食い止めに留まるものと考えられる。中国のＧＤＰ統計については

様々な疑問が呈されることが少なくないものの、来年については公式見解上でも「６％成長」を維持し

ていると強弁することは難しくなると想定される。結果、2019年の経済成長率は前年比＋6.1％と「６％

成長」をクリア出来るものの、2020年は同＋5.8％と一段と減速感を強める可能性が高いと予想する。 

 

  

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 ～年度前半の景気減速が重石となり今年度は久々の低成長に､来年度も力強さを欠く展開が続く～》 

４-６月の実質ＧＤＰ成長率は前年比＋5.0％と一段と減速しているほか、供給サイドの統計である実

質ＧＶＡ成長率に至っては同＋4.9％と５年強ぶりに５％を下回る伸びに留まるなど、インド経済はモ

ディ政権の誕生から丸５年が経過して『一周』し

たような格好と捉えることが出来る。なお、これ

までインド経済と言えば旺盛な家計消費を中心

とする内需がけん引役となってきたものの、足下

では国営銀行を中心とする銀行セクターの不良

債権問題などを巡る流動性懸念が企業及び家計

双方の活動意欲を削ぐ困難に直面している。足下

のインフレ率は中銀が定めるインフレ目標の範

囲内に収まり、年明け以降の中銀は利下げによる

金融緩和を通じて景気下支えを図る姿勢を強化

しているものの、不良債権問題がボトルネックとなるなかで市中金利は高止まりしており、企業部門の

設備投資意欲は弱く、家計消費にも下押し圧力が掛かる展開が続き、鉱工業生産も一段と鈍化傾向を強

めるなど景気の下押しに繋がる動きがみられる。なお、今春の総選挙での『地滑り的大勝利』を経てモ

ディ政権は２期目に突入するとともに、７月には今年度本予算を発表したほか、８月及び９月と立て続

けに景気刺激策を発表するなど前のめりの姿勢を強めている。こうした動きを受けて、金融市場では国

際金融市場の活況に伴う資金流入の活発化も追い風に主要株式指数が最高値を更新するなどの動きは

みられるものの、対照的に企業マインドは製造業、サービス業ともに勢いに乏しいなど景気底入れに時

間を要する状況は変わっていない。法人税減税などを柱とするモディ政権の経済政策（モディのミクス）

の『一丁目一番地』である「メイク・イン・インディア」の加速化に向けた取り組みへの期待は大きい

一方、先日開催されたＲＣＥＰ（東アジア地域包括的経済連携協定）首脳会談では、同枠組からの離脱

を表明するなど、政権２期目は『内向き姿勢』を強めていることが改めて確認された。こうした他のア

ジア新興国などとの連結性強化に向けた動きに後ろ向きであることに加え、主要な輸出先であるＥＵ及

び中東などが減速感を強めるなど外需を取り巻く環境の厳しさも重なり、海外直接投資の流入が足踏み

する可能性も考えられる。また、一連の景気刺激策に伴う歳出増圧力が強まる一方、景気減速や度重な

る税制見直しなどの影響で税収に下押し圧力が掛かるなかで財政健全化目標の先送りは避けられず、経

常赤字と財政赤字の『双子の赤字』を抱える状況下ではルピー安による物価への影響が懸念される展開

も続くであろう。こうしたことから、先行きは景気の底打ちが期待されるものの、年度前半の景気減速

が重石となることは避けられず、2019-20年度の経済成長率は前年比＋5.0％、2020-21年度は同＋6.0％

と過去数年に比べて低水準に留まり、暦年ベースでも 2019 年は同＋5.0％、2020 年は同＋5.8％に留ま

ると予想する。 

  

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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《韓国 ～政権による｢失策｣が内需の足枷となるなか､外需を巡る不透明感も重なり景気は力強さを欠く展開～》 

７-９月の実質ＧＤＰ成長率は前期比年率＋1.57％と３年半ぶりの高い伸びとなった前期（同＋4.22％）

から鈍化したほか、中期的な基調も鈍化傾向を強めるなど頭打ちの様相をみせている。米中摩擦の激化

や世界経済の減速懸念などを背景に下押し圧力

が掛かった財輸出に底打ち感はうかがえる一方、

中国の景気減速や香港情勢の悪化に加え、日本と

の関係悪化も理由に観光客数に下押し圧力が掛

かるなど外需を取り巻く環境は依然として不透

明な状況が続く。さらに、外需の不透明さは企業

部門の設備投資意欲の足枷となっている上、景気

減速を受けた不動産市況に対する調整圧力の高

まりは、若年層を中心とする雇用・所得環境の厳

しさも相俟って家計消費の重石となるなど、内需

を取り巻く状況も厳しさを増している。なお、雇用・所得環境については文在寅（ムン・ジェイン）政

権が進める『所得主導成長論』に基づく最低賃金の大幅引き上げ及び労働時間制限など、経済政策を巡

る『失策』がさらなる足を引っ張る要因に繋がったとみられる一方、来年は最低賃金の上昇率が 2.87％

と過去２年に比べて小規模に抑えられており、先行きの家計消費の重石となることは避けられない。他

方、外需を巡る状況についても米中摩擦の行方は依然不透明な上、中国の景気減速懸念はここ数年中国

経済への依存度を高めてきた同国経済の足枷となると見込まれ、早期に状況が好転していく可能性は低

いであろう。また、こうした状況は企業部門の設備投資意欲などを通じて家計部門を巡る環境の悪化に

繋がるなど、内・外需双方で力強さを欠く展開が続くと見込まれる。なお、北朝鮮情勢を巡っても予測

期間中に米国との関係改善に進むとは見通しにくく、引き続きリスク要因とみなされる状況は続くであ

ろう。結果、2019年の経済成長率は前年比＋1.8％と２％を下回る水準に留まり、2020年も同＋2.0％と

力強さを欠く展開が続くと予想する。 

 

《台湾 ～米中摩擦の｢漁夫の利｣に伴う押し上げの一方､中国本土の｢嫌がらせ｣がその効果を相殺する展開～》 

７-９月の実質ＧＤＰ成長率は前期比年率＋

4.51％と前期（同＋2.72％）から拡大ペースが加

速しており、中期的な基調も拡大傾向を強めるな

ど、米中摩擦の激化や世界経済の減速懸念を受け

て頭打ちが懸念された景気は比較的堅調な推移

をみせている。活況が続く国際金融市場を背景と

する資金流入の動きを受けてサービス業が堅調

な動きをみせているほか、米中摩擦を受けて中国

本土から生産拠点を移管する動きが活発化して

製造業の生産も底堅く、設備投資も下支えされる

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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など、『漁夫の利』とみられる動きが確認されている。さらに、生産拠点の移管の動きを受けて足下の輸

出受注は力強さこそ乏しいものの底入れする動きをみせており、先行きの輸出を押し上げることが期待

される一方、世界経済の減速懸念が足枷となる状況は変わっていない。なお、来年１月に実施予定の次

期総統選を巡っては『三つ巴』の選挙戦が展開されているものの、香港における反政府デモの活発化や

地方選での『民主派』勝利の動きは現総統の蔡英文氏及び与党・民主進歩党の追い風になっており、中

国本土からの風当たりが再び強まる可能性には注意が必要である。すでに中国本土からの資金流入や観

光客などに対する事実上の制限措置などを通じて経済的な圧力を強めており、こうした圧力が強まるこ

とは避けられず、結果的に米中摩擦の『漁夫の利』による景気押し上げ圧力を相殺するものと見込まれ

る。他方、総統選後は政府が主導する形で内需喚起策に動くことも予想され、結果的に緩やかな景気拡

大が促される展開が続くと考えられることから、2019年の経済成長率は前年比＋2.4％に加速する一方、

2020年は同＋2.0％に留まると予想する。 

 

《インドネシア ～政権２期目は｢ビジネス色｣を前面に出す一方､財政及び政策運営を巡るリスクに要注意～》 

７-９月の実質ＧＤＰ成長率は前年比＋5.02％と前期（同＋5.05％）から３四半期連続で鈍化して９四

半期ぶりとなる低水準となったほか、当研究所が試算した季節調整値に基づく前期比年率ベースでも伸

びが鈍化するなど頭打ちの様相を強めている。世

界経済の減速懸念にも拘らず輸出に底打ちの兆

候がみられるなど底堅さがうかがえるほか、年明

け以降の国際金融市場が落ち着きを取り戻して

いることを受けて中銀が断続的な利下げ実施に

動いたことで企業部門の設備投資の動きにも底

打ち感が出る一方、４月に実施された大統領選及

び総選挙に関連した政府消費拡大の動きが一巡

したことに加え、物価安定にも拘らず家計消費も

力強さを欠くなど、経済成長のけん引役となって

きた内需が力強さを欠く展開が続く。なお、４月の大統領選では現職のジョコ・ウィドド氏が勝利し、

議会選でも最大与党・闘争民主党（ＰＤＩ－Ｐ）が多数派の形成に成功した上、先月の政権２期目発足

直前には『大連立』の構築に動くなど政権基盤は１期目に比べて強固なものとなっている。さらに、閣

僚にはテクノクラートや若手起業家を登用するなど『ビジネス色』を前面に押し出す一方、政権１期目

末期に宗教右派を強く意識した政策運営を進めるなど、ジョコ・ウィ氏の拠り所となってきた『庶民派』

感は薄れつつある。こうした姿勢は外資系企業による進出の動きに影響を与える可能性があるほか、政

権２期目の目標のひとつに掲げられた首都機能移転構想の行方及びその経済的な効果も不透明であり、

選挙公約に掲げた一連のバラ撒き政策に伴う歳出拡大懸念が財政悪化を招くリスクがあるなか、世界経

済の減速懸念に伴う外需の不透明感も相俟って資金流入の動きが抑えられ、景気は力強さを欠く展開が

続くと見込まれる。こうしたことから、2019 年の経済成長率は前年比＋5.0％、2020 年も同＋5.0％に

留まると予想する。 

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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《タイ ～世界経済の減速懸念に加えてバーツ高圧力も外需の重石となり､景気は力強さを欠く展開が続く～》 

７-９月の実質ＧＤＰ成長率は前期比年率＋0.45％と前期（同＋1.75％）から一段と鈍化しているほか、

中期的な基調も鈍化傾向を強めるなど頭打ちの様相をみせるなど、同国政府は米中摩擦が激化した当初

に『漁夫の利』を得るべく政策運営を強化する姿

勢をみせたものの、現実には極めて厳しい状況に

直面している。３月に実施された民政移管に向け

た総選挙後の政党間交渉では、プラユット政権を

支える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する一方、正式な

政権発足に時間を要したことで、公共投資をはじ

めとする政府の施策遂行が大きく後ろ倒しされ

る結果となった。なお、足下では予算進捗や景気

刺激策の進展などを背景とする公共投資の進捗

を受けて政府消費が押し上げられているほか、公共投資の進捗は固定資本投資を押し上げるなど、公的

部門を中心に堅調な動きをみせる一方、世界経済の減速懸念に加えて国際金融市場の活況を背景とする

資金流入を受けた通貨バーツ高が輸出の重石となっている上、この動きは企業部門の設備投資意欲の足

枷となるなかで家計消費も力強さを欠くなど、民間部門が総じて弱含む展開となっている。また、足下

では中国の景気減速がバーツ高圧力と相まって観光客数の重石となる動きも顕在化するなか、中銀は利

下げ実施やバーツ高抑制策を通じてこの動きを抑止する姿勢を強めている一方、家計部門を巡る過剰債

務が家計消費の足枷となるなかでは利下げ余地は限定的であるなど、その効果は見通しにくい。さらに、

与党連合は辛うじて多数派を形成するなか、少数政党による『揺さぶり』の動きが政策運営の足枷とな

る状況もみられるなど、プラユット政権が進める産業政策（タイランド 4.0）関連の投資プロジェクト

などの進捗にも影響する可能性が懸念される。他方、今月には憲法裁が先の総選挙で躍進を果たした新

党党首の議員資格はく奪を決定するなど、軍部の意向を強く忖度した判決を下すなど民主化の動きに逆

行する動きもみられ、これをきっかけに政治が再び不安定化する事態となれば、同国に進出する外資系

企業などの活動に悪影響を与えることも懸念される。こうした事情を勘案して、2019年の経済成長率は

前年比＋2.5％、2020年は同＋2.9％と３％を下回る水準で推移すると予想する。 

 

《マレーシア ～公的部門の依存度が高い一方で財政余力は乏しく､外需依存度の高さも景気の足枷に～》 

７-９月の実質ＧＤＰ成長率は前期比年率＋3.81％と前期（同＋4.14％）からペースが一段と鈍化して

おり、中期的な基調も拡大ペースが鈍化傾向を強めるなど、昨年はマハティール政権の発足やＧＳＴ

（財・サービス税）廃止に伴う家計消費の押し上げ圧力が強まった反動も重なり、景気は急速に頭打ち

の様相を強めている。なお、税制を巡っては昨秋にＧＳＴに代わってＳＳＴ（物品・サービス税）が再

導入される動きがみられたものの、足下のインフレ率は引き続き落ち着いた水準で推移するなど家計消

費の押し上げに繋がる展開が続いている。また、公共投資の進捗をはじめとする公的支出拡大による政

府消費の押し上げの動き模型機の下支えに繋がるなど、公的部門に対する依存度が高まる一方、米中摩

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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擦の激化や世界経済の減速懸念を受けて輸出は

力強さを欠く展開をみせているほか、こうした状

況は企業部門による設備投資意欲の減退を招く

など、外需関連を中心とする活動低迷が景気の重

石となる動きが鮮明になっている。なお、政府は

景気下支えに向けた取り組みを強化させる姿勢

をみせる一方、昨年のＧＳＴ廃止に伴う安定財源

の縮小を受けて財政負荷が高まるなか、さらなる

財政悪化に歯止めを掛けるべく政権公約が見送

られるなどの動きも出ており、公的部門に多くを

期待することが難しい状況にある。先行きについては、輸出関連産業を中心に雇用・所得環境の悪化が

懸念されるほか、足下では国際金融市場は活況を呈しているにも拘らず財政悪化懸念などを理由に資金

流入が起こりにくい状況が続いていることを勘案すれば、内需による景気押し上げも期待しにくい状況

になりつつある。他方、同国は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り、世

界貿易の萎縮の動きやそれに伴う世界経済の減速懸念の影響を受けやすいため、外需面でも回復が期待

しにくい展開は避けられない。また、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。そして、ナジブ前政権の『置き土産』である債務処理に伴う歳出

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くなか、国際金融市場の

動揺に対する耐性低下の影響も懸念される。こうした状況を勘案して、2019年の経済成長率は前年比＋

4.4％、2020年は同＋4.0％に留まると予想する。 

 

《フィリピン ～短期的には公的部門に依存した展開の一方､企業部門が主導する自律回復の道のりは遠い～》 

７-９月の実質ＧＤＰ成長率は前期比年率＋6.58％と前期（同＋5.88％）から加速して３四半期ぶりの

高水準となったほか、中期的な基調も拡大傾向を強めるなど年明け以降頭打ちが続いた展開はようやく

反転しつつある。なお、この背景には今年度予算

の成立が４ヶ月程度も遅延するなど、それに伴い

公共投資をはじめとする公的支出の進捗が大き

く後ずれしたことが影響しており、足下の景気底

入れの動きは予算進捗に伴う公共投資の進捗を

受けた政府消費や固定資本投資の押し上げの動

きなどがけん引役になっている。さらに、昨年は

物品税引き上げに伴うインフレ加速のなか、国際

金融市場の動揺を受けて通貨ペソ安圧力が強ま

り、中銀が通貨防衛のための利上げ実施に追い込

まれたことも景気の足枷になったものの、年明け以降はそうした状況が一変して利下げに動いているほ

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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か、インフレ鈍化により家計部門の実質購買力が押し上げられたことで家計消費も堅調な推移をみせる

など、従来からの経済成長のけん引役である内需が勢いを取り戻していることも貢献している。他方、

外需面では米中摩擦の激化や中国の景気減速などを理由に財輸出に下押し圧力が掛かる動きはみられ

る一方、同国中部の一大リゾート地のボラカイ島への一時立入禁止措置の影響一巡を受けてサービス輸

出は押し上げられるなど一進一退の動きがみられる。なお、先行きについては引き続き外需を巡る動向

には不透明感がくすぶる一方、公的部門による歳出拡大の動きや低インフレを追い風にした家計消費の

旺盛さが期待されるなど、内需がけん引役となる状況が続くと見込まれる一方、政府は引き続き極めて

高い成長率目標を掲げており、そのことが財政赤字の拡大など経済のファンダメンタルズ（基礎的条件）

の悪化を招くリスクはくすぶる。また、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、中銀による利下げ実施にも拘らず企業部門の設備投資意欲は後退するなど民間需

要は弱含んでおり、自律的な景気拡大が促されにくい状況が続いている。こうした事情を勘案して、2019

年の経済成長率は前年比＋5.7％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｣が景気を押し上げる展開が続く一方､先行きは世界経済の動向に要注意～》 

７-９月の実質ＧＤＰ成長率は前年比＋7.3％と前期（同＋6.7％）から加速して３四半期ぶりに７％を

上回る成長率となるなど、多くのアジア新興国が米中摩擦の激化や世界経済の減速懸念などを背景とす

る外需鈍化の動きを受けて減速感を強めるなか、

対照的に堅調な景気拡大を続けている。この背景

には、昨年来の米中摩擦の動きを背景に同国に生

産拠点を移管する動きが活発化して対内直接投

資の受入が拡大している上、中国企業による『迂

回輸出』の動きなども追い風に対米輸出が加速す

るなど、米中摩擦の『漁夫の利』を得ていること

が影響している。他方、こうした動きを受けて米

トランプ政権は年明け以降、同国を「為替操作監

視国」に指定するとともに、同国で最終加工され

る一部鉄鋼製品を対象に制裁関税を課すなど、同国に対する姿勢を強める動きがみられる。足下のコス

ト構造などを勘案すれば、これらの動きによって輸出及び生産を巡る環境が劇的に悪化する可能性は見

通しにくいものの、先行きもこれまでと同様のペースで米中摩擦の漁夫の利の効果を上げることは期待

しにくくなりつつある。なお、足下のインフレ率は引き続き低水準で推移しており、同国金融市場が依

然として開放度合いが低く、通貨ドン相場も一時的な動揺を除けば落ち着きを取り戻していることを勘

案すれば、家計消費をはじめとする内需の下支えに繋がると期待される。さらに、政府による国営企業

改革なども追い風に直接投資の活発な流入が続いている上、昨年末には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、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

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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ことも期待される。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

ず、2019 年の経済成長率は前年比＋6.9％、2020 年は同＋6.7％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。 
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