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１．2016 年の世界経済—年前半に大幅に減速も年後半から緩やかに持ち直し—
2016年の世界経済は、年前半に米国経済の足踏みや、

中国経済の失速懸念、 および BREXIT （英国の EU から

の離脱） ショックによる金融市場の混乱等を背景に大幅

に減速したものの、 年後半は米国経済の回復、 各種政

策による中国経済の下支え、 BREXIT ショックへの主要国

中銀による迅速な対応等によって、 緩やかに持ち直しが

進んだ。 2016 年通年では、 年前半の減速が響き、 前年

比 2％台前半と 2015 年を若干下回る成長率へ鈍化した

（図表 1）。

国際金融市場では、 米国の金融引き締めペースが非

常に緩慢なものにとどまっていることから 2016 年央にかけ

て 2014 年後半以降のドル高の修正が進んだが、 米国経

済の回復、 および米大統領選挙におけるドナルド ・ トラン

プ候補の勝利に伴う大規模な財政支出拡大への期待を

背景とした米国長期金利の上昇に伴い、 年末にかけて再

びドルは独歩高へ転じている （図表 2）。 商品市場では、

2014 年後半から原油をはじめ市況全般の大幅な下落が

続いたが、 供給の削減や需要の緩やかな回復等を背景

に 2016 年 2 月に底を打った後、 緩やかに持ち直しが進

んだ （図表 3）。

こうしたなかで、 「政策」、 「需要」、 「所得分配」、 「国 ・

地域」 の各側面において跛行性が顕著となった。

「政策」 面においては、 先進国を中心に量的緩和やマ

イナス金利政策等の大幅な金融緩和の弊害と限界が認識

され、 トランプ次期米政権による大型減税、 インフラ投資

拡大の提唱に代表されるように、 再び財政政策の積極的

な活用へと舵が切られつつある。

「需要」 面では、 主要国で個人消費が底堅く推移し成

長を牽引しているのに対し、 設備投資および輸出入の低

迷が長期化している。

「所得分配」面では、主要国で所得全体の伸びが低迷す

るなかで、高所得層と低・中所得層間の所得格差が拡大し、

欧米において反グローバリズム等、国民の内向き志向の強

まりや、社会および政治の深刻な分断をもたらしている。

図表 1　IMF の世界経済見通し
（前年比％）

2011
年

2012
年

2013
年

2014
年

2015
年

2016
年

2017
年

参考 （1990-
2007 年平均）

世界 （市場レートベース） 3.0 2.5 2.5 2.7 2.6 2.4 2.8 3.0 
世界 （購買力平価ベース） 4.2 3.5 3.3 3.4 3.2 3.1 3.4 3.7 

先進国 1.7 1.2 1.2 1.9 2.1 1.6 1.8 2.7 
米国 1.6 2.2 1.7 2.4 2.6 1.6 2.2 3.0 
EU 1.7 -0.4 0.3 1.6 2.3 1.9 1.7 2.3 

ユーロ圏 1.5 -0.9 -0.3 1.1 2.0 1.7 1.5 2.1 
英国 1.5 1.3 1.9 3.1 2.2 1.8 1.1 2.4 

日本 -0.1 1.5 2.0 0.3 1.2 0.5 0.6 1.5 
新興国 ・ 途上国 6.3 5.3 5.0 4.6 4.0 4.2 4.6 4.9 

アジア 7.9 7.0 7.0 6.8 6.6 6.5 6.3 7.7 
中　国 9.5 7.9 7.8 7.3 6.9 6.6 6.2 10.2 
インド 6.6 5.6 6.6 7.2 7.6 7.6 7.6 6.3 
ASEAN 5 4.7 6.2 5.1 4.6 4.8 4.8 5.1 5.2 

ラテンアメリカ 4.6 3.0 2.9 1.0 0.0 -0.6 1.6 3.2 
ブラジル 3.9 1.9 3.0 0.1 -3.8 -3.3 0.5 2.5 

CIS 4.7 3.5 2.1 1.1 -2.8 -0.3 1.4 1.9 
ロシア 4.0 3.5 1.3 0.7 -3.7 -0.8 1.1 1.8 

MENA 4.6 5.1 2.2 2.6 2.1 3.2 3.2 5.0 
サブサハラ 5.0 4.3 5.2 5.1 3.4 1.4 2.9 3.9 

（参考）実質世界輸入（商品） 7.0 2.1 3.1 3.3 2.4 2.4 4.0 7.2 

注：インドの数字は年度 （当該年 4 月 - 翌年 3 月）。 ASEAN5 は、インドネシア、マレーシア、フィリピン、
タイ、ベトナム。 1990-2007 年の年平均は、サブサハラは 1991-2007 年、ユーロ圏は 1992-2007 年、
ロシアと CIS は 1993-2007 年、 日本は 1995-2007 年の年平均

出所 ： IMF World Economic Outlook, Oct. 2016

「国 ・ 地域」 面では、 年前半と後

半で各国ごとのモーメンタムに大きな

変化が現れた。

先進国では、 年前半は欧州経済

が個人消費主導で着実に回復、 一

方、 米国経済が設備投資や輸出の

低迷、 そして在庫調整を背景に足

踏み、 日本経済も設備投資の減少

や熊本地震の悪影響により伸び悩ん

だ。 年後半は、 米国経済が個人消

費の好調と設備投資や輸出の持ち

直しにより回復、 日本経済も地震の

影響剥落等による輸出の回復から緩

やかに持ち直したが、 BREXIT ショッ

クの影響で欧州経済は年末にかけ

緩やかに減速した。

新興国では、 年前半は、 資源依

存型のロシア経済、 ブラジル経済が

リセッションに沈み、 中国経済も、 過
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剰な生産設備の削減等により成長率の鈍化が続いたが、

構造改革の進展を背景にインド経済が好調だった。一方、

年後半は、 中国経済およびインド経済の基本的な方向性

に変化はないが、 国際商品市況の緩やかな回復を背景

にロシア経済およびブラジル経済がリセッションを脱した。
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図表 3　一次産品価格指数の推移

注 ： 「食料品」 は穀物、 植物油、 肉類、 魚介類、 砂糖、 バナナ、 オ
レンジ。 「金属」 は銅 ､ アルミ、鉄鉱石、錫、ニッケル、亜鉛、鉛、
ウラン。 「燃料」 は原油、 天然ガス、 石炭

出所 ： IMF のデータに基づき三井物産戦略研究所作成

2017 年の世界経済は、 米国を中心とした主要国におけ

る財政面からの景気刺激策による下支え効果や、 資源国

経済の回復が期待できるものの、 主要国における潜在成

長率の低下や、 世界貿易の停滞、 所得格差の拡大等の

２．2017 年の展望—持ち直しは続くが、回復テンポは緩慢—

図表 4　2017 年の世界経済のプラス要因、 マイナス要因

世
界
経
済
の
プ
ラ
ス
要
因

（1） 主要国の財政政策
日本では、 消費税引き上げ （8 ⇒ 10％） が 2019 年 10 月へ延期され、 8 月には事業規模 28 兆円の経済対策 （2016 年度第
二次補正予算 4 兆円、 名目 GDP 比 0.8％） を決定。 EU は 2022 年までに 6,500 億ユーロ （同 4.4％） の投資実現を狙う 「欧
州戦略投資基金」、英国も BREXIT 対応の財政支出や低所得層支援を拡大。 米国ではトランプ次期大統領が、大規模減税 （所
得税の最高税率引き下げや法人税率の大幅引き下げ） や、 10 年間で 1 兆ドルのインフラ投資を打ち出している。 中国は、 今
後 3 年間の交通インフラ建設の重点事業総額 4.7 兆元 （名目 GDP 比 6.4％） を発表。

（2） 主要国 （除米国） の金融緩和 
日本では、 2016 年 9 月に政策効果の総括的検証が実施され、 金融政策の軸足を量から金利に移した 「長短金利操作付き量
的 ・ 質的金融緩和」 を導入。 世界的な金融市場の混乱等により円高が急速に進展する場合には、 マイナス金利の深堀り等、
追加緩和策が実施される可能性。 欧州では、 2016 年 12 月に量的緩和の 2017 年 12 月までの期限延長 （従来は同 3 月まで）
や買取資産の条件緩和の一方、 資産購入規模については環境変化時に再拡大する意向を示しつつも月 600 億ユーロへ縮小
（従来は同 800 億ユーロ）。

（3） 国際商品市況の底打ち 
市況の緩やかな持ち直しは、 投資家のリスク許容度を高め株価等リスク資産の価格を押し上げる。 また、 資源輸出型の新興
国経済の持ち直しが期待されるほか、 米国経済にとっても、 エネルギー関連企業の設備投資下げ止まりはプラス材料。

世
界
経
済
の
マ
イ
ナ
ス
要
因

（1） BREXIT を中心とする欧州の政治的混乱
① BREXIT のプロセスは極めて不透明で、 EU との新しい経済関係をめぐる交渉も長期化必至、 ② EU は政治の季節を迎えて
いるが （2017 年 3 月のオランダ下院選挙、 4 ～ 5 月のフランス大統領選挙、 8 ～ 10 月のドイツ下院選挙等）、 BREXIT や難
民危機に触発された EU 懐疑派の躍進による政治的不透明感の高まり、 等を背景に企業の雇用、 投資計画等が先送りされる。

（2） 米国の金融引き締め
堅調な雇用の拡大等、 米国の実体経済は底堅く、 FRB は 2017 年に 3 回 （それぞれ 0.25％ポイント）、 緩やかながら着実に利
上げを進める予定。 トランプ次期米政権の政策次第でインフレ圧力が高まり、 引き締めペースが若干加速する可能性あり。 資
金流出圧力の高まりによって新興国経済へ下押し圧力が発生。

（3） 世界的な潜在成長率の低下
主要国における少子 ・ 高齢化の進展や、 新興国における先進国へのキャッチアップの進展等を背景に、 世界的に潜在成長率
が低下し、 設備投資の低迷を招いている。 設備投資の低迷が、 資本ストックの伸びの低下と全要素生産性の低迷からさらなる
潜在成長率の低下を引き起こし、 さらに設備投資が落ち込むという悪循環が発生。

（4） 世界貿易の停滞 （‘Slow Trade’）
1990 年代以降、 世界の実質輸入は世界の実質 GDP の 2 倍以上の伸びを示していたが、 2012 年以降同程度の伸びに低迷。
背景には、 ①グローバルなサプライチェーン構築の一巡、 ②世界的な設備投資の低迷、 ③新興国の発展に伴う、 部品 ・ 中間
財等の現地調達率の上昇、 ④世界的な貿易自由化の停滞、 等の構造的要因が存在。

（5） 先進国における所得格差の拡大
所得格差の拡大は、 グローバル化や技術進歩等を背景に、 1980 年代半ば以降主要国で趨勢的に進んでいる。 特にリーマン
ショック以降、成長率が低迷するなかで、中間所得層以下の人々の不満が高まり、世界的に政治が不安定化。 OECD によれば、
所得格差の拡大は低所得層の教育や技能開発機会の喪失により人的資源の劣化を招き、 経済成長率を低下させる。 短期的
に格差を縮小させる施策は乏しい。
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図表 2　ドル、ユーロ、ポンド、円の実効為替レート

出所：BOE のデータに基づき三井物産戦略研究所作成
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図表 5　世界の実質 GDP と実質輸入の推移

出所 ： IMF World Economic Outlook, Oct. 2016 のデータに基づき
三井物産戦略研究所作成
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図表 6　G7 諸国の所得格差 （上位 1％の所得／全体の所得）

注：1985年と最新の比較。ドイツの1985年の値は1986年の値。最新は、
米国は 2015 年、英国、フランスは 2012 年、ドイツ、カナダ、日本は
2010 年、イタリアは 2009 年の値。 いずれも再分配前の所得

出所 ： OECD のデータに基づき三井物産戦略研究所作成

構造的な景気下押し圧力も引き続き強い （前ページ図表

4、 図表 5、 6）。 世界経済は、 2016 年後半以降の持ち直

しのモーメンタムは維持されるものの、前年比 2％台後半と、

1990 年代以降リーマンショック前までの長期平均 （年平均

3.0％）に達しない、「回復感なき緩慢な成長」が予想される。

国 ・地域ごとに見ると、 先進国では、 米国経済が、 ドル

高進展の輸出への悪影響が懸念されるものの、 雇用・ 賃

金の底堅い増加や新政権による減税等にも支えられ個人消

費主導で堅調に拡大、 世界経済の回復を牽引すると予想さ

れる。 日本経済も金融・財政政策による下支え効果によっ

て緩やかに回復が進むが、 欧州経済は、 英国経済がポン

ド安による実質所得の下振れを背景とした個人消費の鈍化、

先行き不透明感の高まりによる企業マインドの悪化を背景と

した設備投資の失速等から大幅に鈍化し、 ユーロ圏経済も

英国経済減速による輸出の低迷や、 主要国で総選挙が相

次ぐことによる投資抑制の結果、 緩やかに鈍化するだろう。

新興国では、 中国経済が、 金融緩和やインフラ投資等、

政策による下支えを背景に底割れは回避されるものの、 過

剰な生産能力と債務の調整に苦しむ状況に変化はなく成

長率は緩やかに鈍化が続くだろう。 一方、 ロシア経済やブ

ラジル経済は資源輸出以外の成長エンジンに乏しいもの

の、 国際商品市況の回復を背景に緩慢ながら持ち直しに

向かう。 インド経済は、 物品 ・ サービス税のスムーズな導

入の成否、 銀行の不良債権問題等の懸念材料もあるが、

インフラ関連投資や、 中間層の増加による個人消費拡大

を背景に堅調な成長が続くと予想する。

３．トランプノミクスの短期的な世界経済への影響をどう見るか
2016 年 11 月の米国大統領選挙において共和党のトラ

ンプ候補が勝利したが、 大規模な減税、 インフラ支出拡

大、 保護主義的通商政策、 強硬な移民政策等から構成

される「トランプノミクス」の短期的な（1 ～ 2 年）米国経済、

そして世界経済への影響をどう考えるべきであろうか。

トランプ次期米大統領の主な公約 （経済政策） と、 完

全に実行された場合の米国経済への影響は図表 7 のと

おりだが、 公約のうち、 「何を政権が優先」 するのか、 利

害関係者との調整を経てそれぞれ 「どの程度の規模で

実行」 されるのか、 それぞれの 「政策実行のタイミング」

はどうなるのか等によって大きく左右される。

現時点では、 影響を厳密に定量的に示すことは困難だ

が、 方向性を大胆に示せば以下のとおりとなろう。 ただし

不確実性が極めて高いことに注意が必要だ。

①米国経済および世界経済にプラスの影響を及ぼす、

「減税、 インフラ投資」 には立法措置が必要であり、

財政赤字の大幅な拡大を恐れる議会共和党との調整

に時間を要するため、 実施に移されるのは年後半以降

となろう。 規模は大幅に圧縮されるだろう （図表 8） 1。

②米国経済および世界経済にマイナスの影響を及ぼす、

「保護主義的政策および強硬な移民政策」 等は、 米

国経済への悪影響を考慮し、 中国、 メキシコへの高関

税賦課や不法移民の強制送還等については、 選挙公

約から大幅に後退し抑制的なものとなろう。

③①、 ②の結果、 短期的に米国を含め 「先進国」 では

景気が押し上げられるが、 「新興国」 では、 米国の金

利上昇による新興国からの資金流出や、 米国への貿

易依存度が大きいアジア、 ラテンアメリカへの保護貿易

主義の影響等を背景に景気が下押しされ、 効果は非

対称的なものとなろう （図表 9）。

1． 	 図表 8 の OECD 試算の前提を単純に 10 年間に通算すると、 インフラ投資 5,000 億ドル、 所得税減税 1.0 兆ドル、 法人税減税 1.5 兆ドルに相当する。
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図表 8　トランプ政権の財政刺激策が実質 GDP 成長率
に及ぼす影響

注 ： トランプ次期米政権が、 ①インフラ投資を 2017 年、 18 年にそれ
ぞれ 500 億ドル、②所得税減税を 2017 年、18 年にそれぞれ 1,000
億ドル、 ③法人税減税を 2018 年に 1,500 億ドル実行する、 とい
う前提の下でシミュレーション

出所 ： OECD Economic Outlook, Nov. 2016 のデータに基づき三井
物産戦略研究所作成
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図表 9　主要国の対米貿易収支 （2015 年）

注 ： 輸出は FOB、 輸入は CIF
出所 ： IMF のデータに基づき三井物産戦略研究所作成

④総合すると、 世界経済の成長率は短期的に若干押し

上げられるだろう。 ただし、 景気刺激的な財政政策の

限界的効果が消滅し、 保護主義的貿易政策や強硬な

移民政策の影響が根強く続く中長期では逆に成長率

は若干押し下げられる可能性がある。 一方、 インフレ

圧力が短期 ・ 中長期とも高まるため、 FRB による利上

げテンポは若干加速するだろう。

リスクシナリオは、 議会との調整に手間取り、 減税やイ

ンフラ投資等の実施が大幅に遅れる一方、 公約どおりの

極端に保護主義的な貿易政策が大統領権限で迅速に導

入され、 それに対し貿易相手国が報復措置を実施する結

果、貿易戦争的状況に陥る、というものだ。 PIIE （ピーター

ソン国際経済研究所） が警告するように、 米国経済は輸

入インフレと、個人消費および設備投資の落ち込みによっ

てスタグフレーションに陥り、 世界同時不況入りの恐れが

あろう。

現時点で国際金融市場ではトランプノミクスの財政拡張

的政策にのみ焦点を当てた 「いいとこ取り」 のユーフォ

リアから、 期待先行でドル高、 先進国を中心とした株高、

金利高が生じており、「トランプラリー」 とはやす向きもある。

しかし、 トランプ次期政権の方向性はまだ不明確である。

財務長官や商務長官、 国家経済会議委員長等、 重要な

経済閣僚人事が固まりつつあるが、 主要閣僚候補の発言

等を注意深くフォローしていく必要があろう。 保護主義的

側面や強硬な移民政策の側面が強く出てくる場合には資

金フローの大幅な巻き戻しも予想され、 国際金融市場は

ボラティリティが高い展開となろう。

図表 7　トランプ次期米大統領の主な経済政策

公
約 内容 経済的影響 ウオッチポイント

税  
制

・ 「所得税減税」 ： 7 つある所得税率の
区分を 3 つに簡素化 （最高税率を
現行 39.6％から 33％へ引き下げ）。

・ 「法人税減税」 ： 連邦法人税を現行
35％から 15％へ引き下げ。

・ 相続税廃止。  

・ Tax Policy Center の試算によれば、減税は
10 年間の累計で税収を 6 兆ドル減少させ、政
府債務残高の GDP 比を 26％弱拡大させる。

・ 実質 GDP の押し上げ効果は初年度 1.7％ポ
イント、 次年度 1.1％ポイント。

・ 減税の恩恵は高所得層に大きい。

・ 減税により大幅な財政赤字の拡大が予想さ
れるが、 議会共和党の財政タカ派が方向は
別としてこうした大規模な減税を容認するか。

・ 下院共和党が提案する減税案の規模 （前記
TPC 試算でトランプ減税の半分以下） が落と
しどころか。

イ
ン
フ
ラ
投
資

・10年間で1兆ドルのインフラ投資（運
輸、 水資源、 配電網、 通信等） を
財政中立で行う。  

・ 「需要面」 から見ると、 減税に比べ乗数が
大きいため、 1 ドル当たりの短期的な景気
押し上げ効果は大きい。

・ 「供給面」 から見ると、 老朽化したインフラ
の更新は生産性を押し上げ、 潜在成長率の
上昇につながる。  

・ 財政中立を保つような財源が課題。 2.5 兆ド
ルに達する （Citizens for Tax Justice 試算）
企業の米国外滞留所得への課税 （10％の税
率） が柱となる可能性も。

通
商

・ TPP からの離脱、 NAFTA 再交渉。
・ 二国間の通商交渉重視。
・ メキシコ製品に 35％、 中国製品に

45％の関税を賦課。  

・ こうした保護主義的政策と、 相手国による報
復措置の連鎖は、 輸入物価の上昇による
個人消費の減少、 輸出の低迷とグローバル
サプライチェーンの乱れによる企業収益の
減少と設備投資の減少等を引き起こす。

・ PIIE の試算によれば、 その結果、 米国経
済はリセッション入りする。  

・ 実行された場合の米国経済への悪影響を考
慮し、 関税引き上げ措置等は公約から大幅
に縮小されるとの見方が多数。

移 
民

・ メキシコとの国境にメキシコ政府の
負担で壁を建設。

・ ビザ申請の不正を調査。
・ 「犯罪歴のある」 不法移民 200 万

～ 300 万人を強制送還。  

・ 労働需給のひっ迫による賃金上昇を背景と
したインフレ圧力の高まり。

・ 中長期的には労働力人口の伸び率低下に
よる潜在成長率の低下。

・ メキシコ負担による壁の建設や大規模な不法
移民の強制送還は実行困難との見方多し。

・ 不法移民の市民権獲得も遠のき、 専門職就
労ビザの発給に制限が加わる可能性もささ
やかれる。
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（１）欧州の金融不安
第一に、 BREXIT をめぐる不透明感の高まりによって英

国から資金流出が加速し不動産市場が大幅に調整するリ

スクがある。 第二に、 イタリアの銀行危機と国内政治混乱

の負の共振が懸念される。 すなわち、 レンツィ首相が進

退を賭けた 2016 年 12 月の憲法改正の是非を問う国民投

票が否決され、同首相は辞任、後継首相が選出されたが、

早期総選挙等、 政治の不安定化により、 多額の不良債

権を抱える銀行の再建に遅れが生じる恐れがある。 貿易・

金融を通じ影響が波及し、 世界経済を大幅に鈍化させる

ことが懸念される。

（２）新興国の通貨危機
長期化する景気停滞や米国の金融政策の転換を背景

に、 新興国の金融 ・ 為替市場の混乱が断続的に生じて

いる （図表 10）。

前述したトランプノミクスの行方次第では、 米国でインフ

レ圧力が高まり FRB による利上げが予想以上に加速する

可能性がある。 FRB は 2016 年 12 月現在、 2017 年に計

3 回、 0.75％ポイントの利上げを想定している。 世銀によ

れば、 1％ポイントの米国の長期金利の上昇は、 新興国

への資本流入を 1 年後に約 20 ～ 40％ポイント押し下げ

る。 ファンダメンタルズが脆弱な新興国を中心に 「選別的

通貨危機」 が発生する恐れがある。

（３）保護主義的通商政策の連鎖
主要国における所得格差の拡大がグローバル化への

反発を引き起こし、 世界的に保護主義のうねりが高まって

いる。 トランプ次期米政権が、 公約どおり中国製品への

45％の高関税賦課等、 保護主義的通商政策を実行した

場合、 報復措置の連鎖によって貿易の縮小を起点とした

世界経済の失速を引き起こす恐れがある （図表 11）。

４．回復を阻む恐れがある４つのリスク

（４）中国経済のハードランディング
対外資金流出の再加速や不動産市場の再調整、 企業

の債務拡大と銀行の不良債権増加による金融システムの

不安定化等を背景に、 中国経済が前年比 4 ～ 5％台の

実質 GDP 成長率へ大幅に減速する恐れがある。 中国の

為替操作国認定と高関税賦課を唱えるトランプ次期米政

権の誕生は中国経済の成長を下押しする新たな不安材

料である。

OECD の試算では、 中国の内需が 2％ポイント鈍化し

た場合、 2 年目に日本、 インド、 ロシアの実質 GDP をそ

れぞれ 0.6％ポイント、 0.5％ポイント、 0.5％ポイント押し

下げる （世界の実質 GDP は 0.5％ポイント押し下げられ

る）。 IMF の試算では、 中国の実質 GDP が 2％ポイント

鈍化した場合、 ASEAN5 の実質 GDP は 0.7％ポイント押

し下げられる。

（％） 世界の実質GDP 世界の実質輸入 世界の実質輸出
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図表 11　保護貿易による世界経済への影響

注 ： 米国、 EU、 中国による保護主義的措置によって、 それぞれの国 ・
地域の輸入コストが 10％引き上げられた場合の影響。 保護主
義的措置がなかった場合との乖離幅

出所 ： OECD Economic Outlook, Nov. 2016 のデータに基づき三井物
産戦略研究所作成
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図表 10　新興国通貨の対ドルレートの推移

出所：Bloomberg のデータに基づき三井物産戦略研究所作成
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2016 年後半は世界中の耳目が米国の大統領選挙に

集中した。 それ以前から、 既に国際秩序における米国の

求心力が弱まり多極化が進む世界の中で、 米国の新しい

指導者への期待と不安は大きかった。 そのようななかで

過激な言動が懸念されたトランプ候補の当選は、 世界を

不安に陥れることになった。 シリア情勢が混迷を深め、 米

国のロシアおよび中国との関係が悪化するなかで、 その

行動が予測しにくい反エスタブリッシュメントのポピュリスト

大統領が誕生したのである。 既に 6 月 23 日の英国国民

投票において有権者が選んだ BREXIT が示した国民の

内向きのナショナリズム、 それを扇動するポピュリスト指導

者が米国にも誕生した。 これが世界的な同時性を確信さ

せ、 さらなる不安をあおることになっている。 フィリピンで

も 「アジアのトランプ」 と呼ばれるドゥテルテ政権が成立

し、 トルコでもエルドアン政権が民衆のナショナリズムを背

景に強権政治を強めている。 欧州では、 BREXIT を主導

した UKIP （英国独立党） の台頭に加え、 フランス、 ドイ

ツ、 オランダ、 オーストリア等で、 停滞する経済や難民 ・

移民への反発から、 EU 懐疑派が支持を伸ばしている。

2017 年は、 この世界潮流が、 国際秩序にどのような影響

を与えるかが焦点となる。

Ⅱ．外交

世界の警察官としての米国の役割を否定するオバマ

政権は、 米国民の内向き志向を先取りした政権だった。

2013年にシリアのアサド政権が化学兵器を使用した際に、

警告した武力行使をせずに、 ロシアの仲介で解決を図っ

たことが、 米国の求心力を低下させ、 シリア情勢を泥沼

化させた。 これは、 米国の対外軍事関与を好まない米国

民の意向の反映だったが、 その後の米国の影響力の低

下は、 2016 年大統領選にも影響する国民の不満の一つ

にもなった。

米国大統領選挙において「アメリカ・ファースト」をキャッ

チフレーズに、シリアへの地上軍派遣の否定や、TPP （環

太平洋パートナーシップ）離脱と NAFTA 見直しという 「孤

立主義」 と 「保護主義」 を主張するトランプ候補が、 オ

バマ政権にも、 イラク戦争を主導した共和党主流派のど

ちらにも不満を持つ、 中西部の白人低 ・ 中所得層を惹き

つけ、 接戦ながらも当選した。

トランプ次期大統領は選挙期間中に、 ロシアと対峙す

るバルト諸国などの欧州の NATO 同盟国への防衛義務

に条件をつける発言や、 日本、 韓国、 サウジアラビアな

どの同盟国から、 経済的な見返りを求める発言をするな

ど、米国の同盟国への関与を疑わせる発言をする一方で、

ロシアに対して肯定的な発言をして、 同盟国を警戒させ

ている。

トランプ次期大統領は野党や共和党内からの批判など

に合わせて、 その発言の修正や否定を繰り返している。

この一貫性の欠如が今後の政権の方向性を予測不可能

なものにしている。 そもそもトランプ次期大統領は、 共和

党の主流派を批判し、 主流派の専門家の助言や支援を

受けてこなかったため、 その政策は矛盾に満ちている。

選挙後は、 共和党主流派に歩み寄る姿勢や人事を行っ

てはいるが、 従来の立ち位置とのかい離が大きいために、

依然として政策の方向性は見えてこない。

またトランプ次期大統領は、 人種差別的な言動や、 ラ

イバルのクリントン候補の国務長官時代の E メール私用問

題について、 「大統領になったら監獄に送る」 というよう

な発言をして、 リベラル層からの大きな反発を受け、 当選

後も反トランプデモが米国内に相次いでいる。 しかも全米

の総得票数ではクリントン候補の数を下回っており、 共和

党が上下院の議席で過半数を取ったとはいえ、 党内から

の反発もあり、 安定した政権運営ができる体制にはない。

その意味で、 強硬な言動とは裏腹に、 弱い政権となる可

能性も懸念されている。 準備不足のトランプ次期政権が、

短期間に体系的な外交 ・ 安保政策を示して遂行できる可

能性は低く、 地政学上のリスクが増す恐れがある。

１．トランプ次期米政権の外交政策
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３．不透明感を増す東アジア情勢

シリアでの停戦をめぐり、 オバマ政権はロシアと交渉を

継続していたが、 2016 年 9 月後半、 アサド政権軍とロシ

ア軍が、 反体制派が支配するアレッポへの空爆を行い多

数の市民を死傷させた。 10 月 3 日、 米政府は、 「ロシア

に対する全員の忍耐が尽きた」 として米露の二国間協議

を停止し、 米露関係は最悪の状況となった。 10 月 7 日、

クラッパー米国家情報長官は、 ロシア政府が米大統領選

挙などに干渉するため米国の個人や団体のメールをハッ

キングするよう指示していたとする国土安全保障省との共

同声明を発表した。

7 月には民主党のシステムがハッキングされ 2 万通近

いメールがリークされたが、 この問題に関連して、 トランプ

候補はロシアを批判するどころか、 クリントン候補の国務

長官時代に私用サーバーを使ったメールについても、 ロ

シアがハッキングしてリークすることを望むという発言をし

た。 10 月には 「ロシアやプーチンと仲良くできたらその

方がいい。プーチンはクリントン候補もオバマ大統領もまっ

たく尊敬していない」 と述べた。

一方で、 10 月 4 日に行われたテレビ討論会で、 マイ

ク ・ペンス次期副大統領候補は、 プーチン大統領を 「狭

量ないじめっ子」 と呼び、シリア内戦での対応を批判した。

トランプ候補はこれを受けて、 一度はそれまでのプーチン

大統領への賞賛を撤回した。 ところが、 10 月 22 日、 当

選後は正式就任前にプーチン大統領と会談する可能性

に言及し、 ロシアと折り合って過激派組織イスラム国 （IS）

を殲滅できるなら歓迎すべきことと語った。

トランプ次期大統領は当選後の 11 月 15 日、 プーチン

大統領と電話で会談し、 「国際テロリズムや過激派との戦

いなどにおいて建設的な協力関係」 の構築を目指すこと

で合意した。 一方で、 ペンス次期副大統領をはじめとす

る共和党の反ロシア感情は強い。 トランプ次期政権の対

露政策の方向性は極めて不透明なままだ。

東アジアにおいては、 中国の南シナ海における岩礁埋

め立てや軍事基地建設は継続するなか、 中国と領有権

争いをしているフィリピンにおいて、 国民の大きな支持を

得て 2016年 6月 30日に就任したドゥテルテ新大統領が、

中国接近と米国離れの動きを見せ、 地域の対中圧力が

減じられて不透明感が増している。 ドゥテルテ大統領は、

人権を無視した強権的な麻薬組織の取り締まりへの米国

からの懸念に反発しているが、 国民からは強い支持を得

ている。 フィリピンに限らず、 一般的に強権的なポピュリ

ズム政権は、 中国やロシアなどの非民主的な政権との相

性が良く、 欧米との距離が開く傾向にある。

トランプ次期米大統領は、 中国の為替操作や貿易黒

字には批判的だが、 選挙戦中は南シナ海問題に言及す

ることは少なかった。 12 月 2 日、 台湾の蔡英文総統と

異例の電話会談を行い、 それを批判した中国に対してツ

イッターで為替政策や南シナ海での人口島建設を批判、

同 11 日には 「1 つの中国」 原則の堅持に疑問を呈し

た。 中国政府は懸念を表明しつつ、抑制的な対応を取っ

ているが、 米中関係の先行き不透明感が増している。 ま

た、 核開発とミサイル実験で挑発行為を続ける北朝鮮に

対しては、 金正恩委員長との面会に意欲を示し 「会うこと

に何の問題もない」 と発言している。 一方で、 トランプ次

期米大統領は当選後に、 日本の安倍首相と会談し、 韓

国の朴大統領とも電話会談をしているが、 東アジアへのト

ランプ次期米政権の関与姿勢については大きな不安が残

る。

さらに韓国の国政の混乱が東アジア情勢に与える影響

も懸念される。 朴大統領の弾劾案は 12 月 9 日、 国会で

可決、 憲法裁判所が審議に入っている （最長 180 日で

妥当性を判断）。 大統領自らの辞任であれ弾劾であれ、

手続き等に要する時間を考えると、 混乱は 2017 年に入っ

ても続く。 北朝鮮がこの機に乗じて核実験等の挑発的行

動を取る可能性もある （トランプ次期大統領の出方を試

す意味合いもあろう）。 また、 仮に朴大統領の次が野党

（左派） から出た場合、 朴政権の実績は否定され、 日韓

関係では両国が合意に至った慰安婦問題が蒸し返され、

11 月に締結した軍事情報包括保護協定 （GSOMIA） も

実効性を失うといったことにもなりかねない。 韓国と中国

の関係は 7 月の THAAD （高高度防衛ミサイル） 配備決

定を機に急速に冷え込んだが、 左派政権が親中路線を

鮮明にして関係修復を図れば、 日韓関係、 米韓関係は

そのあおりを受けて悪化することも想定される。

２．予測困難な米露関係
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5．EU主要国を襲うポピュリズムのうねり

４．経済主導で進む日露関係
安倍首相は、 対中牽制やエネルギーの安定的確保と

いった安全保障上の利益に基づき、 これまで領土問題 ・

平和条約締結に関する政治対話とロシアに対する経済協

力を両輪として対露関係を推進してきた。 北方領土 2 島

先行返還の可能性も報じられるなど報道が過熱していた

が、2016年 12月 15～ 16日のプーチン大統領訪日では、

①北方 4 島における共同経済活動に関する協議を開始

することで合意し、②経済面では、エネルギー、都市整備、

極東開発等、 日露経済の双方が裨益する 8 つの具体的

項目に基づき民間主体で実施される具体的なプロジェクト

68 件に関する文書が署名された。

漁業、 海面養殖、 観光、 医療、 環境などの分野を中

心とする共同経済活動が今後両国の関係省庁で協議さ

れることとなるが、 最大の障害が法的基盤の問題だ。 日

露双方が主権を主張する北方 4 島においては、 それぞ

れが自国法の適用を求めるにせよ、 特別法が制定される

にせよ、 これまでに何度も議論の俎上に載せられてきた

北方 4 島における共同経済活動をめぐり、 協議の難航は

必至だ。 今後も、 領土問題をめぐり双方による譲歩が必

要とされる政治対話は、 互恵的な経済的利益が優先され

る経済協力よりもゆっくりとしたペースで進展していくことと

なろう。

2017 年は 3 月のオランダ下院選を皮切りに、 4 ～ 6 月

にフランス大統領選と下院選、8～10月にドイツ下院選と、

EU の方向性を左右しかねない重要選挙が続く。 各国で

は景気回復の恩恵を実感できず、 難民流入による社会不

安を懸念する世論が高まっており、 EU 懐疑派や反難民

勢力が台頭している。 同様の反エスタブリッシュメント感情

で共鳴するトランプ次期米政権と歩調を合わせ、 各勢力

が支持拡大を目指すのは確実で、 ポピュリズムのうねりが

既存政党への深刻な脅威として意識されている。

「選挙の年」 の先陣を切るオランダでは、 モスクの閉鎖

や移民排斥、 EU 離脱の是非を問う国民投票の実施を掲

げるウィルダース党首の自由党 （PVV） が、 各種世論調

査で 20 ～ 30％の支持率を維持している。 過半数を獲得

する可能性は極めて低いが、 ルッテ首相の率いる自由民

主国民党 （VVD） を抑え、第 1党となることも想定される。

ただし、 既存政党は極端な反イスラム思想などを倦厭し、

PVV と連立合意を結ぶ可能性を否定しており、 現状で

PVV が政権与党に加わる可能性はない。 法的拘束力の

あるEU離脱の国民投票実施には憲法改正が必要であり、

PVV の台頭が直ちに危機的な状況を生むわけではない

が、 EU 原加盟国のオランダで高まる反 EU 機運に EU 指

導層は懸念を強めている。

フランス大統領選でも移民排斥や EU 離脱の国民投票

実施を呼びかける極右政党 FN （国民戦線） のルペン党

首が 3 割近い支持を維持しており、 初回投票を 1 位で勝

ち抜ける公算が高まっている。決選投票では共和党のフィ

ヨン元首相が勝利するとの見方が有力だが、 主要争点の

テロや移民、 経済情勢が投票前に悪化すれば、 既存政

党への失望感が、 ルペン党首の支持率を押し上げかね

ない。 フランスもオランダと同様、 EU 離脱の国民投票を

実施するハードルは極めて高く、 仮にルペン党首が当選

しても直ちに離脱の引き金が引かれるわけではないが、 ド

イツとともに統合を牽引してきたフランスが反 EU 勢力の手

に落ちる悪影響は計り知れない。

ドイツ下院選では、在職 11 年を超えたメルケル首相が、

4 期目の出馬を正式表明した。 ドイツでも EU 懐疑派で反

移民を掲げる政党 AfD （ドイツのための選択肢） が存在

感を増しているが、 ナチスの記憶が色濃い歴史的な背景

もあって 15％前後にとどまっている。 AfD への支持はメ

ルケル政権の不十分な難民抑止策に対する批判票という

性格があり、 今後の難民問題の推移が下院選を占う上で

も注目される。 現状ではメルケル首相の率いる CDU （キ

リスト教民主同盟） が第一党となりそうだが、 安定多数の

維持には SPD （社会民主党） や 「緑の党」 との大連立

が必要となる可能性もある。 主要政策で隔たりのある両党

との連立で政策調整が難航し、 政府方針が右往左往す

る事態が続出すれば、 「欧州の盟主」 としての求心力が

低下しかねない懸念もある。
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６．中東情勢
（１）イラン

ローハニ政権は、 核開発問題に関する最終合意を成

立させ、 2016 年 1 月には国連、 EU の制裁を解除し、 米

国の制裁も一時停止させることに成功した。 これを受け、

同年 3 月に行われた議会選、 専門家会議選は、 いずれ

も過半数の獲得までにはいかなかったものの、 同政権を

支持する勢力が躍進し政治基盤を固めた。 ただ、 制裁

解除により期待された国内経済回復が一部に見られるが、

海外企業のイラン取引 ・ 進出に関する慎重姿勢から、 力

強さに欠ける。 制裁解除の効果が石油増産 ・ 輸出など

一部に限定され、 国民が生活の向上を実感できない状況

が続くと、2017 年 5 月に予定される大統領選におけるロー

ハニ氏の再選には不透明感が増すことになろう。 また、

最高指導者ハメネイ師 （76 歳） は高齢で健康も不安視さ

れており、 後継者にはシャフルディ師 （元司法長官） や

ラフサンジャニ師 （元大統領） らが有力と目されている。

トランプ次期米大統領の対イラン姿勢は、 オバマ政権

の対話路線から強硬なものに転じ、 関係が一気に冷え込

む恐れもある。 もっとも、 強硬姿勢に転じれば、 イラクで

の IS 掃討もシリア内戦の終結も難しくなる。 米英仏独露

中の主要 6 カ国で決定した上記核合意を反故にすること

も簡単にできない。 このため、 依然残っている制裁への

抵触を暗に示し、 海外企業の対イラン慎重姿勢を継続さ

せ、 取引を制限したままにすることが予想される。 ただし、

イラン側からの反発は強まろう。

（２）サウジアラビア
2016 年 4 月、 実権をほぼ握るムハンマド ・ ビン ・ サル

マン副皇太子は原油依存の脱却を目指す改革 「ビジョン

2030」 を発表した。 副皇太子は米仏中日を歴訪し、 改

革実現への協力を要請する積極的な外交を展開。 これら

を受け、同副皇太子は若年層を中心に人気を集めている。

ただ、 王族の一部は 30 歳代と若い副皇太子の権力掌握

に不満を抱いているもようだ。 サウジと米国は、 石油と安

全保障を中心とする緊密な関係を維持してきた。 しかし、

近年米国のイランとの対話路線やシリア内戦への対応に

つき、 サウジは不満を募らせている。 特に米国のテロ支

援者制裁法はサウジの懸念表明にもかかわらず、 2016

年 9 月に成立。 同法はテロ事件の関与が疑われる外国

政府への損害賠償請求を可能にする。 9.11 テロの遺族

がサウジ政府を現在提訴中であり、 裁判で損害賠償が認

められた場合、 両国関係に影響を与えよう。 トランプ次期

大統領が表明したイスラム教徒の入国禁止などを行った

場合、 サウジの米国への不満は一層高まろう。 域内で競

合するイランとは、 2016 年 1 月の断交以降、 両国間での

中傷合戦の様相を呈しており、 関係の改善は期待薄であ

る。

（３）トルコ
2016 年 7 月のクーデター未遂事件後、 非常事態を宣

言したエルドアン大統領は、 事件を首謀したとされるギュ

レン運動を抑圧し、反政府的な報道機関を多数解散させ、

クルド系政党の幹部らを拘束するなど、 強権的な姿勢を

強めている。 しかも、 未遂事件やギュレン運動に関わっ

た容疑で解職された軍人を含む公務員は 8 万人超に膨

れている。 エルドアン大統領の意向をくんだユルドゥルム

首相は実権型大統領制の導入のための憲法改正を再三

明言している。 憲法改正プロセスは、 2017 年 1 月に国

会での採決、 同年 4 月には国民投票が実施される予定

だ。 エルドアン大統領の強硬な姿勢に対し、 国内のクル

ド系過激組織や IS の犯行とみられる、 未遂を含むテロが

頻発するなど、不穏な政情が続いており、当初 3 カ月だっ

た非常事態宣言は 2017 年 1 月まで延長された。 こうした

国内の不安定な政情もあり、 対外関係は揺れが生じてい

る。 2016 年、 トルコ軍のシリア介入やイラク北部への駐留

は、 オバマ政権の方針と異なり、 米国との確執が生じた。

これに対し、 トランプ次期大統領はシリア領内への安全地

帯設置 （同地帯へ難民帰還） を目指すトルコに同調し、

エルドアン大統領と電話会談し、 両国関係は改善すると

の見方も出ている。 一方、 ロシアとはエルドアン ・ プーチ

ン両首脳会談により関係改善が進むと期待されるが、 EU

とは抑圧による人権の侵害や報道の自由等が問題視さ

れ、 関係悪化が懸念される。
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（４）シリア
シリアは、 5 年を超えて続く内戦により、 国内諸勢力が

跋扈し、 国外の介入も招き、 国家機能がほぼ失われてい

る状態である。 内戦の激化により、 国内外に難民となり

離散した国民は人口の半分に当たる約 14百万人に膨れ、

経済規模も 2015 年には 2010 年比約半分に収縮したも

ようだ。 内戦は、 アサド政権の少数のシーア派、 反体制

派全般の多数のスンニ派の基本的な対立に、 政権側に

立ってイラン、 ロシアが介入している。 これに対抗し、 米国

やサウジ、 トルコは反体制派の支援に回る。 しかし、 反体

制派は多数の諸勢力に分かれ、 合従連衡を繰り返し、 IS

など過激組織との区分も定まらない。 2015 年後半、 空軍

基地を新設し、 軍事介入したロシアにより、 アサド政権側

が優位な情勢にある。 これに対し、 2016 年前半から米

国が反体制派のシリアのクルド人民兵組織を支援し巻き返

すものの、 同組織によるシリア北部の支配を嫌うトルコが、

2016 年後半、 単独で軍事介入し、 三つ巴ならぬ多数の

内外勢力が自己の利益で関与する複雑な状況が続いて

いる。 トランプ次期米大統領はアサド政権の退陣よりも IS

壊滅を優先すべきとし、 アサド政権やロシアと協議する姿

勢を示している。 トランプ次期米政権がアサド政権を存続

させた上で IS 掃討と内戦終了の道を並行して拓くことが期

待される。

７．世界の経済連携の潮流変化
米国大統領選で、 TPP に反対を表明していたトランプ

氏が勝利したことで TPP は同氏の大統領任期の 4 年間

は発効しないとの見通しがメインシナリオである。 米国が

TPP に参加するには、 議会の承認が必要であるが、 現

議会は大統領選の結果を踏まえ、 2016 年中に承認手続

きを開始する予定はない旨を表明しており、 オバマ政権

下のいわゆるレイム ・ ダック ・ セッション中の承認の可能

性はなくなった。 大統領選挙期間中、 極端な保護主義

的政策を唱えていたトランプ氏は、 大統領就任に当たっ

ては現実路線に考えを変えるとの見方もあるが、 TPP に

関しては 2017 年 1 月 20 日の大統領就任初日に離脱を

表明するとしており、 現時点で上述のメインシナリオに変

更はない。

唯一交渉がまとまり各国の国内手続きの段階まできて

いた TPP に当分発効の可能性はなくなったことで、 依然

交渉段階にある他のメガ FTA の進捗は遅れるというのが

メインシナリオである。 例えば、 RCEP （東アジア地域包

括的経済連携） 交渉において、 中国やインドは TPP 発

効によるデメリットを懸念する必要がなくなったので、 低

水準の RCEP でよいとの従来の主張を、 一方、 日本や

豪州は TPP 早期発効の可能性がなくなったとみて代わり

に RCEP を一層高水準にすべきとの主張をそれぞれ強め

るとみられる。 結果、 RECP 交渉はまとまりにくくなると考

えられる。 一方、 年内妥結を目標としている日 EU ・ EPA

交渉がそのとおり妥結すれば、 トランプ氏への圧力になる

との期待もあるが、 どの程度の効果があるかは不透明で

ある。

トランプ次期米政権が実際に保護主義的な政策を採っ

た場合、 他国は通商面での米国依存を減らす政策を採

る可能性が高まる。 具体的には、 二国間 FTA の締結等

を通じて貿易相手国の多様化を目指すことになろう。 従っ

て、 当面二国間 FTA の増加が世界の経済連携のメイン

シナリオとなろう。






