2016年の回顧と2017年の世界情勢展望
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Ⅰ．世界情勢
１．マクロ経済
（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及び BREXIT
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
の持ち直し、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でいる。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。
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、米国景気
の持ち直し、及び米大統領選挙における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。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。
こうした中で、「政策」、「需要」、「所得分配」、「国・地域」の各側面における跛行
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様に、再び財政政策の積極的な活用へと舵が切られつつある。
図表1 IM F の世界経済見通し
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(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年の年平均。
(出所）IMF World Economic Outlook, Oct. 2016
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図表2 ﾄﾞﾙ、ﾕｰﾛ、ﾎﾟﾝﾄﾞ、円の実効為替ﾚｰﾄ
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図表3 一次産品価格指数の推移
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（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

（出所）BOEのデータに基づき三井物産戦略研究所作成

「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、
設備投資及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
の伸びが低迷する中で、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
て国民の内向き志向の強まりや、社会及び政治の深刻な分断をもたらしている。
「国・地域」では、年前半と後半で各国毎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。一方、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、
中国経済が、過剰な生産設備の削減等により成長率の鈍化が続く一方、構造改革の進
展を背景にインド経済が好調だったのに対し、年後半は、中国経済及びインド経済の
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及
びブラジル経済がリセッションを脱した。

（２）2017 年の展望～持ち直しは続くが、緩慢な成長が続く～
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、等の構造的な景気下押し圧力も引き
続き強い。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
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3%）に達しない、「回復感無き緩慢な成長」が予想される。
図表4 2017年の世界経済のプラス要因、マイナス要因
（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
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補正予算4兆円、名目GDP比0.8%）を決定。EUは2022年までに6500億ユーロ（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、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。欧州でも、物価低迷やBREXITに伴う景気下振れリスクに対し、量的緩和の拡充（ 2017年3月
以降の期限延長や買取資産の条件緩和等）等、追加緩和期待が高まる。

（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他、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。

（１）BREXITを中心とする欧州の政治的混乱
● ①BREXIT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、②EUは政治の季節を迎えている

が（2017年3月蘭総選挙、4～5月の仏大統領選挙、8～10月の独総選挙等） 、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、等により企業の雇用、投資計画等が先送りされる可能性。

（2）米国の金融引き締め
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● 堅調な雇用の拡大等、 米国の実体経済は 底堅く、 FRBは 2016 年12 月に1 回（ 0.25% ） 、 2017 年に、 2 回と（ それぞれ

0.25%）、緩やかながら着実に利上げを進めると予想。 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、実質世界輸入は世界の実質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が、特にリー

マンショック以降、成長率が低迷する中で、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を劣化させ、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。

図表5 世界の実質GDPと実質輸入の推移
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図表6 G7諸国の所得格差

（％）
20.5

6.5

実質GDP

9.1

12.7

12.2

9.6
7.4

7.9

9.5

9.4

7.0

6.8

8.9
7.2

輸入
4.5

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

（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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米国
ドイツ
英国
カナダ
日本
イタリア フランス
（注1）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。
（注2）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

国・地域毎に見ると、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の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し、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するが、欧州経済は BREXIT ショックにより英国経済が大幅
に減速、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。
一方、新興国では、中国経済が、金融緩和やインフラ投資による下支えにより底割
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、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により堅調な拡大が
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ドナルド・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 の通りだが、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、等によって経済的影響は大きく左右される。
現時点では、影響を厳密に定量的に示すことは困難だが、方向性についてシンクタ
ンクのコンセンサスは以下の通りである。ただし不確実性が極めて高いことに注意が
必要だ。
① 米国経済及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
要し実施に移されるのは年後半以降。規模は大幅に圧縮される（注）。
② 米国経済及び世界経済にマイナスの影響を及ぼす、「保護主義的政策及び強硬な移
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る。
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③ ①、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押し下
げられ、効果は非対称的なものとなる。
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。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若干成長率は押し下げられる可能性がある。一方、イン
フレ圧力が短期・中長期共高まるため、FRB による利上げテンポは若干加速する。
（注）OECD は、Economic Outlook Nov.2016 において、トランプ次期政権が、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、18 年にそれぞれ 1000 億ドル、
③法人税減税を 2018 年に 1500 億ドル実行するという前提の下で、シミュレーションを実
施。米国の実質 GDP は 2017 年に 0.4%ポイント、2018 年に 0.9%ポイント、世界の実質 GDP
は 2017 年に 0.1%ポイント、2018 年に 0.3%ポイントそれぞれ押上げられるという結果を示
している
（上記 OECD 試算の前提を単純に 10 年間に通算すれば、
インフラ投資 5000 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）
。

図表7 トランプ次期米大統領の主な経済政策
公約
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・ 「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％へ引下
げ）。
・ 「 法人税減税」連邦法人税を現
行35％から15％へ引下げ。
・ 相続税廃止。

内

容

・ 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 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）が落としどころとする見方も。

・ 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
的な景気押上げ効果は大きい。
・ 「 供給面」 から見ても、 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。

・ 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。

・ 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～
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。

商

移

民

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、公約通りの大規模な保護主義的貿易政策が大統領権限で迅速に導入さ
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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）が警告する様に、米国経済は輸入イ
ンフレと、個人消費及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あてた
「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。

（４）回復を阻む恐れがある４つのリスク
① 「欧州の金融不安」
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や、イタリアの銀行危機と国内政治混乱の負の共振（レンツィ
首相が進退を賭けた 2016 年 12 月の国民投票が否決され、同首相は辞任、今後後継首
相が選出されるが、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）等を背景とした金融市場の混乱を懸念。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恐れがある。
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8 新興国通貨の対ドルレートの推移
（2013/5/21=100）
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（出所）Bloombergのデータに基づき三井物産戦略研究所作成

-7-

前述したトランプノミクスの行方次第では、米国の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（現在は 2017 年に 2 回程度を想定。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、公約通り中国製品への 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9 保護貿易による世界経済への影響
1 （%）
0
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-1.4%
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-5
-6

世界の実質GDP

-7

世界の実質輸入

-8

-6.0%

-6.0%

世界の実質輸出
（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

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。

-8-

２．外交
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、すでに
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。そのような中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中で、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。すでに 6 月 23 日の英国国民投票
において有権者が選んだ BREXIT（英国の EU からの離脱）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、さらなる不安を煽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。

（１）トランプ次期米政権の外交政策
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
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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みえてこない。
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おそれがある。

（２）予測困難な米露関係
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、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、トランプ次期大統領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ＴＶ討論会で、マイク・ペンス次期副大統領は、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
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プ氏はこれを受けて、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）をせん滅出来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きわめて不透明なままだ。

（３）不透明感を増す東アジア情勢
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
する中、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
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みせ、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
口島建設を批判したが、今後の中国との距離感はまだ明確ではない。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、金正恩第一書記との面会に意欲
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、同盟国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。
更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。朴大統領は与党
案の「4 月退陣、6 月大統領選」を受け入れる姿勢を示したが、野党は弾劾手続きを進
めており、先行きは予断を許さない。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 年に入っても続くとみられる。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
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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、
米韓関係はその煽りを受けて悪化することも想定される。

（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
き対露関係を推進してきたが、日本の対露接近を警戒するオバマ政権がレームダック
期にある 12 月 15 日にプーチン大統領を日本に迎える。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く対露経済協力が打ち出
されており、プーチン大統領の訪日時には、8 項目の具体的な経済協力案件が発表、
各種文書も署名される見込みだ。
安倍首相は、経済協力を通じた信頼醸成を手掛かりに北方領土問題の解決を図る方
針であるが、領土問題を巡る日露双方の隔たりは依然として大きい。また、訪日直前
のタイミングになってプーチン大統領は、北方 4 島における「共同経済活動」に言及
した。日本にとっては、北方領土が日本固有の領土との原則的立場があり、北方 4 島
でロシアの法律に従って活動することは受け入れ困難であることを承知の上で、困難
なボールを投げてきたものと見られる。これに加え、ロシア軍が択捉島に地対艦ミサ
イル「バスチオン」（射程 300 キロ）と国後島に同「バル」（射程 130 キロ）を今般配
備したことが明らかになっており、領土問題交渉は楽観できない状況だ。経済協力が
先行し、領土問題の進展が無ければ、ロシアによる「良いとこ取り」であるとして、
安倍首相への批判も出て来よう。

（５）EU 主要国を襲うポピュリズムのうねり
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
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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訳ではないが、
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 年を越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%前後に留まって
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して機能
する傾向があり、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。

（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は、海外企業のイラン取引・進出に関する慎重姿勢から、回復し
つつあるも力強さに欠ける。制裁解除の効果が石油増産・輸出など一部に限定され、
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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
を抱いている模様だ。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
拘らず、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やサウジ政府へ保護を受ける米軍への費用請求を行った場合、
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等、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汲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、
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国内のクルド系過激組織や IS の犯行と見られるテロや未遂が頻発するなど、
不穏な政
情が続いており、当初 3 ヵ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。
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あたる約 14 百万人に膨れ、経済規模も 2010 年に比べ 2015
年には約半分に収縮した模様だ。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ドナルド・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無くなった。大統領選
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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来ていた 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無くな
ったと見て代わりに RCEP を一層高水準にすべきとの主張をそれぞれ強めると見られる。
結果、RECP 交渉はまとまり難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 交渉がその通り妥結すれば、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。
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（参考） 2016年の出来事、2017年の予定
1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月
9月

10月

11月

12月

社会保障と税の共通番号制度（マイナンバー）の運用開始（1日）
国連安全保障理事会の非常任理事国に日本が就任（1日）
台湾総統選挙、立法院（一院制）選挙（16日）。野党民進党の蔡英文主席が当選（5月20日就任予定）。立法院選挙も民進党が大勝。
第10回ラオス人民革命党大会(18日-22日）
第12回ベトナム共産党大会（20日-28日）
米ASEAN首脳会議をカリフォルニア州サニーランドで開催（15日-16日）
イラン議会（一院制）選挙、専門家会議選挙（26日）。政府支持派が躍進、批判派との勢力が拮抗する形に。
アイルランド議会（下院）選挙（26日）。第1党の統一アイルランド党だけでは過半数に至らず、第2党の共和党との連立政権発足(4月30日)
スロバキア議会（一院制）選挙（5日）。中道左派の与党「スメル」が勝利も過半数割れ。民族主義政党など3党との連立で政権を維持。
中国全国人民代表大会開幕（第13次5ヵ年計画を採択、5日）
ミャンマー議会においてティンチョー氏を大統領に選出(15日）。新政権発足（31日）
第8期ラオス国民議会（一院制）選挙（20日）。新国家主席(書記長）にブン・ニャン国家副主席、新首相にトンルン副首相兼外相が選出された。
核安全保障サミット(米国・ワシントン、31日-4月1日）
ミャンマーのアウン・サン・スー・チー外相が新設の役職「国家顧問」に正式就任し、実権を握る。(6日）
ペルー大統領・議会（一院制）選挙（10日）。大統領選はいずれの候補者も過半数未満のため、6月5日に上位2者で決選投票実施。
G7外務大臣会合を広島県広島市で開催。一連の関係閣僚会合が始まる（10日-11日）
韓国議会（一院制）選挙（13日）。与党セヌリ党が大敗し、第一党から転落。
第4回日アラブ経済フォーラム（モロッコ・カサブランカ、4日-5日）
英国スコットランド議会選で独立が党是のスコットランド民族党（SNP）が第1党を維持。ロンドン市長に初のイスラム教徒（労働党）が当選（5日）
フィリピン議会(上･下院)選挙、大統領・副大統領選挙(9日)。大統領にロドリゴ・ドゥテルテ氏、副大統領にレニ・ロブレド氏が当選(大統領就任式6月30日)
ブラジル・ルセフ大統領、弾劾裁判開始決定により最大180日間の職務停止に(12日)。テメル暫定大統領が新政権樹立(13日)
オーストリア大統領選挙（22日）。緑の党出身のファン・デア・ベレン氏が当選したが、反移民を掲げる自由党の候補が0.6ポイント差まで肉薄（10月2日に再選挙決定）。
ベトナム議会選挙（22日）。最高指導者グエン・フー・チョン書記長が留任。新国家主席にチャン･ダイ･クアン公安相、新首相にグエン･スアン･フック副首相を選出。
国連世界人道サミット（トルコ・イスタンブール、23日-24日）
G7伊勢志摩サミット（26日-27日）
ペルー大統領選挙決選投票（5日）。クチンスキー元首相が得票率50.1%、僅か4万1,057票差でフジモリ元議員を破り当選（7月28日就任）。
選挙権年齢を20歳以上から18歳以上に引き下げる改正公職選挙法が施行（19日）
上海協力機構(SCO）首脳会議（ウズベキスタン・タシケント、23日-24日）
EU離脱の是非を問う英国国民投票で離脱派が勝利（23日）。キャメロン首相が辞任し、メイ氏が首相に就任。離脱手続きの開始時期は未定。
スペイン議会（上・下院）選挙（26日）。昨年12月の総選挙と同様、今回も下院で国民党が第一党維持も過半数に及ばず。再び連立交渉入り。
モンゴル議会（一院制、定数76）選挙（29日）。最大野党の人民党が65議席を獲得し政権交代（与党の民主党は9議席）。エルデネバト氏が新首相に。
オーストラリア議会（上･下院）選挙（2日）。ターンブル首相率いる与党連合(自由党・国民党他)が議席数を減らすも下院で過半数を確保。上院でも第一党を維持。
NATOサミット（ポーランド・ワルシャワ、8日-9日）
日本、参議院選挙（半数改選、10日）。非改選議席と合わせ与党が過半数を、また、改憲勢力が憲法改正の発議に必要な三分の二を確保した。
オランダハーグ仲裁裁判所、南シナ海の中国の主権主張に対して、提訴したフィリピン側の勝利判決確定(12日）
ASEM首脳会議（モンゴル・ウランバートル、15日-16日）
ASEAN地域フォーラム（ARF）（ラオス・ビエンチャン、24－26日）
リオデジャネイロ夏季五輪（ブラジル、5日-21日）
第6回アフリカ開発会議（TICADⅥ）（ケニア・ナイロビ、27日-28日）
東方経済フォーラム（ロシア・ウラジオストク、2日-3日）
香港立法会選挙（4日）定数70のうち親中派が40議席、民主派が30議席（うち急進勢力の「本土派」が6議席）を獲得。
G20サミット（中国・浙江省杭州市、4日-5日）
ASEAN首脳会議（ラオス・ビエンチャン、6日-8日）
ロシア国家院（下院）選挙（18日）。与党「統一ロシア」が全450議席中343議席を獲得し圧勝。
英国労働党党大会（25日-28日）開幕前日の24日には、コービン党首が党首選で再選。
英国保守党党大会（2日-5日）
ハンガリーでEUの難民割当計画の是非を問う国民投票（2日）。割り当て反対が約98%だったが、投票率は43%と投票成立要件の50％に届かず、不成立。
モロッコ議会（下院）選挙（7日）。連立政権を主導するイスラム系政党「正義発展党」（ＰＪＤ）が第１党を維持。
リトアニア議会（一院制）選挙（9日と23日）で、中道の農民・グリーン同盟が第一党となり、社会民主党との連立に合意。スクバルネリス氏が首相に就任。
タイのプミポン国王死去(13日）
BRICS首脳会議（インド・ゴア、15日-16日）
中国共産党中央委員会全体会議（六中全会）（24日-27日）
パリ協定（2020年以降の地球温暖化対策の新たな枠組み）発効（4日）
ニカラグア大統領・議会（一院制）選挙（6日）。オルテガ大統領三選を果たす。2017年1月10日三期目就任。野党は選挙戦で不正があったとして反発。
第22回国連気候変動枠組条約締約国会議（COP22）（モロッコ・マラケシュ、7日-18日）
米国大統領・議会（上・下院）選挙（8日）。ドナルド・トランプ共和党候補が勝利。議会選も、上下院で共和党が多数を維持。
APEC首脳会議（ペルー・リマ、19日-20日）
フランス共和党が2017年大統領選の候補者を決める予備選挙を実施し、フィヨン元首相が勝利（27日）
キューバのフィデル・カストロ元議長死去（25日）
オーストリア大統領再選挙（4日）
イタリアで上院権限縮小の是非を問う国民投票（4日）
ルーマニア議会（上・下院）選挙（11日）
日露首脳会談（15日）
日中韓首脳会談（19、20日 調整中）

2017年 世界経済フォーラム（スイス・ダボス、1月17日-20日）
米国大統領就任式（1月20日）
エクアドル大統領選挙（2月19日）
オランダ議会（下院）選挙（3月15日）
香港行政長官選挙（3月26日）
IDB（米州開発銀行）年次総会（パラグアイ・アスンシオン、3月30日-4月2日）
世銀・IMF春季会合(米国・ワシントン、4月21日-23日）
フランス大統領選挙（4月第一回投票、5月決選投票）
ADB（アジア開発銀行）年次総会（横浜、5月4日-7日）
G7サミット（イタリア・シチリア島タオルミーナ、5月26日-27日）
イラン大統領選挙（5月）
アスタナ国際博覧会（カザフスタン、6月10日-9月10日）
フランス議会（下院）選挙（6月）
レバノン国民議会（一院制）選挙（6月）
G20サミット（ドイツ・ハンブルク、7月7日-8日）
モンゴル大統領選挙（7月まで）
＊日付の記載のないものは期日未定。
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ケニア大統領選挙（8月）
ASEAN設立50周年（8月、2017年議長国はフィリピン）
ドイツ議会（下院）選挙（8月-10月）
第72回国連総会開幕（米国・ニューヨーク、9月12日）
世銀・IMF年次総会(米国・ワシントン、10月13日-15日）
アルゼンチン議会（上下両院）選挙（10月）
第23回国連気候変動枠組条約締約国会議（COP23）
(ドイツ・ボン、11月6日-17日）議長国はフィジー。
米国州知事選（ニュージャージー州、バージニア州：11月7日）
チリ大統領、議会（上下両院）、州知事選挙（11月19日）
タイ議会（下院）選挙（11月又は12月）
南アフリカ与党アフリカ民族会議党大会で次期大統領選出（12月中）
韓国大統領選挙（12月）
(年内） APEC首脳会議（ベトナム・ダナン）
BRICS首脳会議（中国）
第19回中国共産党全国代表大会

Ⅱ．地域動向
１．米国
（１）経済
① 2016 年の回顧
2016 年の成長は、年前半に前期比年率 1%前後だった。個人消費は堅調な雇用増加
と賃金の上昇に支えられ、4-6 月に前期比年率 4.3%増と 2014 年 10-12 月以来の水準へ
加速する勢いをみせたが、企業の設備投資が弱い（図表 10）。年初の WTI 原油価格の
下落を受け、石油関連の産業部門で特に減少が目立つ。在庫投資も 4-6 月に 2011 年
7-9 月以来の落ち込みを示し、成長を押し下げ
た。
年後半は在庫投資が回復し、純輸出もブラジ
ルの悪天候を背景とした米国の大豆輸出の急増
により寄与度が高まった。WTI 原油価格が 40-50
（出所）米経済分析局のデータに基づき三井物産戦略研究所作成

ドル台で安定推移するなか企業の設備投資の一

つである構築物投資も低迷から脱却しつつある。年後半は 3%成長が視野に入ってきた。
通期では年前半の低迷が響き、前年比 1%台後半と、2015 年の 2.6%比鈍化が見込まれ
る。
大統領選で共和党のトランプ氏が勝利し、米株相場を中心にセンチメントは好転し
た。FRB は、市場予想通り 12 月に利上げを行う見通しだ。
② 2017 年の展望
トランプ政権下で、2017 年は引き続き個人消
費が牽引し IMF の成長率見通し 2.2%（図表 11）
を目指すだろう。トランプ氏は政策の最優先課
題に①移民、②医療、③雇用を挙げ、特に雇用
をめぐっては選挙公約で向こう 10 年間に 2,500
万人の創出に言及していた。単純計算で月平均

（出所）米経済分析局のデータに基づき三井物産戦略研究所作成

雇用者増加数は政権発足後に 21 万人増となり、2016 年 11 月までの月平均雇用者増加
数である 18.0 万人増を上回るため、個人消費は過去 2 年間の流れを引き継ぎ前年比
2.5～3%増が期待できる。
米株相場は、トランプ政権下でインフラ投資の拡大や所得税や法人税減税を含む税
制改正、規制緩和を柱に成長が加速すると期待し最高値を更新した。しかし、インフ
ラ投資と税制改正には財政赤字の壁が立ちはだかる。財政赤字の GDP 比は 2016 年度
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（2016 年 9 月末終了）で 3.2%と 2013 年度以来の高水準だったほか、2016 年 4-6 月期
時点で公的債務の GDP 比も 105%と、過去最高に達した同年 1-3 月に近い。トランプ政
権と共和党の財政タカ派の間で財政補填の着地点を探るための時間を要し、インフラ
支出拡大実現並びに法人税減税による早期の設備投資押し上げ効果は見込みづらい。
トランプ次期大統領は、100 日計画にて就任初日に TPP の離脱を宣言した。二国間
協議を重視する立場を強調したが、
「アメリカ・ファースト」で交渉が進めば各国との
摩擦を生み、2016 年後半に成長を支えた純輸出の寄与度が縮小する事態になりかねな
い。個人消費が堅調でも純輸出や設備投資が伸び悩み、2017 年の成長率は 2016 年を
わずかに上回る 2.2%増が見込まれる。FRB の利上げも、年 2 回にとどまるだろう。

（２）政治
① 大統領選、議会選結果
11 月 8 日に行われた大統領選挙では、共和党のドナルド・トランプ候補が事前の世
論調査の傾向に反して勝利した。民主党のヒラリー・クリントン候補は、全米の投票
総数ではトランプ候補を上回ったが、各州に配分された選挙人が勝者総取りで割り当
てられる方式に阻まれ、敗北した。民主党が、1951 年に大統領 3 選が禁じられて以降、
3 期連続で政権を取れないジンクスは今回も残った。
トランプ候補は、オハイオ、フロリダ、ノースカロライナといった激戦州の多くで
の勝利に加え、ウィスコンシン、ペンシルベニアといった、ここ 6 回続けて民主党が
取っていた中西部の接戦州でも勝利したことが決め手となった。投票総数は、全米で
は 2012 年を下回るものの、投票率は州ごとで差があり、「クリントン支持者が投票に
行かなかった」とは必ずしも言えない。
共和党に風が吹いた流れは議会選挙結果にも反映された。上院選（34 議席改選）は、
共和党として守りの選挙だったが、議

図表12 議会選挙結果

席減は 2 つに留まった（図表 12）。当

■下院

落線上にあった現職議員は、ウィスコ

246

3

空席

2未定
⇒

ンシンなど、大統領選の結果と一致す
る形で再選を果たした。2017 年からの

・・・民主党

■上院

議席数は共和党 52、民主党 48 の予定

54

である。共和党の優位は僅かであり、
法案成立には一定数の民主党票を集め

194

186

・・・共和党

46
独立系2人を
含む

⇒

（注）日本時間11月25日時点
（出所）AP通信 選挙速報に基づき三井物産戦略研究所作成

る必要がある。
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239
1 未定⇒うち1つは
12/10決選投票

51 48

独立系2人を含む

下院選（435 全議席改選）は元々共和党が議席を減らしつつも多数を維持するとみ
られていた。議席減は 10 以下に収まり、2017 年からの議席数は共和党 239、民主党
194（未確定 2）の予定である。共和党劣勢が伝えられた選挙戦終盤、ポール・ライア
ン下院議長はティーパーティー会派からの突き上げに見舞われていたが、選挙に勝利
したことから党内内紛は小康状態となり、2017 年も続投となる。
民主党として、共和党の立法課題を阻止する最後の砦は上院となる。上院民主党は
2017 年からチャック・シューマー議員（ニューヨーク州）が少数党院内総務に就く。
中国との貿易不均衡が騒がれ始めた頃からの対中強硬派で、10 年以上前、「対中輸入
品に一律 27.5%の関税を課す」法案を提出し話題を集めた。他にも、オバマ政権のイ
ラン制裁緩和に反対し、トランプ次期大統領が唱えるインフラ整備計画の財源提案を
主導するなど、時折、党派に頼らず狡猾に振る舞う政治手腕は注目される。
② 新政権の人員固め
新政権は 2017 年 1 月 20 日にトランプ大統領、ペンス副大統領のもと発足する。政
権、上院、下院の 3 部門が共和党多数となるのは 2006 年以来となる。
年の前半は、閣僚のみならず 4,000 人いると言われる政権内の政治任用ポストが入
れ替わるため、上院は人事承認に相当の時間と労力を割く。議会が立法課題に本格的
に取り組めるのは後半となるだろう。選挙戦の過程ではトランプ候補の言動を批判し
たり、トランプ政権には入閣しないと誓ったりした共和党員が多くおり、こうした人
材を取り込むのかが注目点となる。また承認された閣僚がどの程度の裁量を持つか次
第で、何が実現するかが変わってくる。
閣僚の特徴は（12 月 5 日時点の情報）、1.財務長官に指名されたスティーブン・ム
ニューチン氏、商務長官に指名されたウィルバー・ロス候補など公職経験を持たない
実業家の指名が多いため、利害関係など身元調査に時間を要し就任が遅れる可能性が
ある、2.白人男性が多く多様性（性別、人種）に欠け、例えばヒスパニックは挙がっ
ていない、3.民主党から誰が入るかが未定、4.国務長官はミット・ロムニー2012 年大
統領候補が、共和党主流派の人材を含める点からは有力である、5.通商面では、鉄鋼
大手ニューコア社のダン・ディミッコ元 CEO の行方が注目される。鉄鋼産業の関心が
高い、貿易救済措置を管轄する商務長官は既に埋まった。同氏が代わりに通商代表部
（USTR）代表を受けると、自由貿易推進の観点からは先行き不透明となる。
③ 新政権の政策課題
トランプ次期大統領は、選挙戦後半に就任後 100 日計画を掲げ（図表 13）、当選後
11 月 10 日には筆頭課題として「移民、ヘルスケア、雇用」の 3 点を挙げた。そして、
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就任初日に TPP 離脱、エネルギー生産を妨げる規制撤廃、ビザの目的外利用摘発など
に取り組むと表明した。挙がっている分野は内政に関わるものが多く、対外関係をど
う構築するかには触れていない。
政権の裁量だけでとれる政策は進む見込みがあるが、その範囲には限界がある。法
律として成立させる必要があるもの（最低賃金、移民制度、FTA など）、予算を手当て
して取り組むもの（国境警備、インフラ整備など）など議会が動いて初めて進められ
る政策も多い。共和党主流派の政策と相容れない内容であれば、議会が大統領の思う
ように動かない可能性も十分にある。
図表13 トランプ次期大統領の「就任後100日計画」主要部分
＜初日に行うこと＞
■米国労働者のために
・NAFTA再交渉、さもなくば離脱
・TPPから離脱
・財務長官に、中国を為替操作国に認定するよう指示
・商務長官に、外国の通商協定違反を洗い出すよう指示
・エネルギー資源の生産規制を撤廃
・キーストーンXLパイプラインなど、オバマ政権期に停滞した重要エネルギー
プロジェクトを実施
・国連の温暖化対策プログラムへの資金拠出は一切停止し、国内の水・環境インフラ
にその分を振り向ける
■法の統治を守るために
・オバマ政権が出した大統領令、覚書のうち違憲なものは撤回する
・最高裁判事について、自分が挙げた20人の候補者の中から後任を指名する
・不法移民を法的に保護している都市への補助は撤回する
・200万人いる不法移民の送還を始め、送還を受け入れない国にはビザの発給を停止
・テロの温床地域からの移民は停止
＜それ以降、議会と連携して以下の法案を提出する＞
・中間層減税・税簡素化法案（法人税減税、エネルギー生産規制緩和も含む）
・海外オフショア禁止法案（雇用カットにより海外に拠点を移す製品の輸入に
関税を賦課）
・米国エネルギー・インフラ法案（10年間で1兆ドルの投資を財政中立で行う）
・教育機会法案（学校の選択を自由に行える環境を提案。学力に一定の平均基準を
設けるコモン・コアは廃止）
・オバマケア撤廃法案（州をまたいだ保険購入を認め、メディケイド資金は
州管理とする）
・子供・高齢者ケア法案（雇用主に保育制度を導入するインセンティブを与える、
保育費・介護費の税控除を認める）
・不法移民禁止法案（米墨国境に壁を設置しコストをメキシコが負担する、一度
送還されて再度不法入国する移民に最低2年間の懲役、ビザの厳格な運用）
・コミュニティ安全再建法案（地元警察の機能強化による麻薬や暴力の取り締まり）
・安全保障再建法案（国防予算の強制削減撤回、退役軍人の医療保険充実）
・ワシントン汚職防止法案（倫理規定法改正により特定集団のロビイング影響を削ぐ）
（出所）トランプ選挙陣営「就任後100日計画」（10月22日発表より）
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２．日本
（１）経済
① 2016 年の回顧

図表14 実質GDP

2014Q1=100

2016 年の日本経済は踊り場から脱すること
ができなかった。実質 GDP 注は 7-9 月に 2014

107.5

102.5

年 1-3 月に記録した過去最高水準をほぼ回復
したが、個人消費は消費税率引き上げ後に落
ち込んだ 2014 年 4-6 月以来の、
また設備投資

97.5

92.5

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

と輸出は 2015 年 1-3 月以来の水準から抜け出
せないままとなった。
もっとも、雇用は引き続き増加した。15-64
歳人口は 1996 年に減少に転じたが、就業者は

2014

2015

2016

実質GDP
実質個人消費
実質設備投資
実質輸出
（出所） 内閣府のデータに基づき三井物産戦略研究所作成

図表15 日経平均株価とドル円為替相場

円
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7-9 月に前年同期比 1.3%増え 6,463 万人と
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2000 年 10-12 月以来の水準となった。日本銀
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行の全国企業短期経済観測調査（短観）によ

16,000

100

れば雇用人員を不足と判断する企業の割合が

14,000

90

12,000

80

増えており、人手不足感が続いた。一人あた
り賃金は 1-9 月平均で前年同期比 0.6%の増加
に止まったが、就業者が増えたことで雇用者
報酬の総額は同 2.1%の増加となった。

2014

2015

日経平均株価（左軸）

2016
ドル円相場（右軸）

（注）直近は2016年12月6日
（出所）日本経済新聞社、日本銀行のデータに基づき三井物産
戦略研究所作成

一方で、日経平均株価は 2 月と 6 月に一時 15,000 円の大台を、ドル円相場は 6 月
と 8 月に一時 100 円／ドルの大台を割り込んだ。金融市場の変調に起因するリスクの
高まりに対して、日本銀行は 1 月にマイナス金利付き量的・質的金融緩和を導入した
が、金融機関の収益悪化懸念を招き、また黒田総裁が国会答弁等でマイナス金利を具
体的に考えていることはないと発言していた経緯ゆえ唐突な導入との反発を招いた。7
月にこれまでの金融政策の総括的な検証を行うと決め、9 月になると長短金利操作付
き量的・質的金融緩和を導入することで量から金利へと金融政策の軸足を移した。
安倍首相が掲げる、企業の収益を雇用の拡大や所得の上昇につなげる、経済の好循
環の実現は引き続き道半ばのままとなった。もっとも、金融市場の変調を鑑みれば、
むしろ景気はよく持ち堪えたと言えるかもしれない。
注

GDP 統計は 12 月 8 日の次回公表時に作成基準の変更等のため大幅改定となる可能性がある。
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② 2017 年の展望
11 月 8 日の米国大統領選挙の後、日経平
均株価は 18,000 円台を回復、ドル円相場は
110 円／ドル台に下落した。米国の株価や
金利が上昇した影響が大きいが、株高と円

図表16 法人企業の経常利益、設備投資、人件費
2010年度平均=100
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（出所）財務省のデータに基づき三井物産戦略研究所作成

比 10.9%増と 1 年ぶりの増益となり、加えて、上場企業の 2017 年 3 月期下半期の経常
利益は日本経済新聞社の集計によれば同 10%近い増益となる見通しだ。すでに企業収
益の最悪期は脱したと見られ、2015 年 3 月期に記録した最高益を上回る可能性もある。
上半期の減益幅が大きかった、機械、電気機器、自動車・部品といった業種ほど円安
の恩恵を受け易いことも好材料だ。
持続的な成長の実現に向けた課題は、引き続き、経済の好循環の実現となる。日本
労働組合総連合会（連合）は 2017 年春闘の賃上げ要求水準を 3 年連続で 2%程度（定
期昇給相当分を含め 4%程度）としており、安倍首相も少なくとも 2016 年並みの水準
の賃上げを期待すると表明している。賃金の改定で最も重視する要素とされる、企業
業績の回復感が春闘が本格化する 2 月中旬までにどこまで広がるかが鍵となろう。ち
なみに、人件費の 2%の増加によって、2016 年 4-6 月期の実績に基づく機械的な試算で
は、法人企業の経常利益増減率は 4%ポイント程度低下、また労働分配率は 0.5%ポイン
ト程度上昇すると見られる。
賃金の伸びが高まらなければ消費の拡大は望めない。また、世界景気の停滞が続け
ば輸出や設備投資の拡大も見込みにくい。人口動態に起因するゆえ労働市場は逼迫が
続き、企業収益も高水準を持続する見込みであることから、自律的に景気が悪化する
恐れは小さいが、緩やかな回復にとどまる可能性が高い。もし悪化するとすれば、米
国の金利上昇観測の後退に伴う円高、世界景気の一段の鈍化による輸出や設備投資の
落ち込み、金融市場の混乱や天候不順に起因する消費マインドの低迷等が引き金とな
ろう。
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（２）政治
2016 年 7 月の参議院選挙で自由民主党は
121 議席のうち 55 議席を、連立与党の公明党
と合わせると 69 議席を獲得した。また、自民
党総裁の任期を最長 2 期 6 年から同 3 期 9 年
とする改正案がほぼ決まり、安倍総裁の任期
は現行の 2018 年 9 月までから 2021 年 9 月ま

％

図表17 内閣支持率
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に見える。
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（出所）時事通信社のデータに基づき三井物産戦略研究所作成

目下のところ、安倍首相が取り組む大きな政治課題は四つある。
第一は憲法改正だ。
参議院選挙を経て、おおさか維新の会等と合わせると、衆議院と参議院の両院で憲法
改正に前向きとされる勢力が発議に必要な議席に達している。まだ憲法審査会で審議
を再開した段階だが、安倍首相の任期延長を前提にすれば発議の機会はあると見たほ
うが自然だ。第二は天皇陛下の生前退位をめぐる法整備だ。政府は「天皇の公務の負
担軽減等に関する有識者会議」を設け有識者ヒアリングを行ったが、特別法による対
応は、
「皇室典範の定めるところにより、これを継承する」とする憲法の規定にそぐわ
ないとの指摘がある。第三はロシア関係だ。12 月 15 日の日露首脳会談を前に、平和
条約の締結に向けた期待が高まっているが、安倍首相自身が「そう簡単ではない」と
述べるように、誰もが満足するような満点の結果となるとは考えにくい。第四は日米
関係だ。米国のトランプ次期大統領は、時に安倍首相を評価する姿勢を示し、時に在
日米軍の駐留経費の負担拡大を求める等の発言を行っている。安倍首相が「国家百年
の計」と位置付ける TPP からは大統領就任初日に離脱すると表明した。トランプ大統
領の誕生がただちに日米関係の悪化を意味することはないが、不透明感が増したこと
は間違いない。
今上天皇の生前退位やトランプ米大統領の誕生は予想外の事態だろう。もちろん、
すでに戦後第 6 位の長期政権となり高い支持を誇る安倍首相であれば上手くこれらの
課題を乗り越えても不思議でないが、無理をすると国民の反発を招くかもしれない。
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３．欧州
（１）経済
① 2016 年の回顧
英国経済は EU 離脱決定後も比較的底堅い展開を示した。離脱決定直後の家計・企
業マインドの大幅悪化を受け、景気の急減速が懸念されたが、BOE（英国中央銀行）の
追加金融緩和や、これまでの景気回復に伴う雇用・所得環境の改善効果によりこれを
回避、2016 年 7-9 月の実質 GDP 成長率は前期比年率 2.0%と堅調さを維持した。
英国発の混乱が抑制される中、ユーロ圏
経済も緩やかな回復が継続、2016 年 7-9 月
のユーロ圏の実質 GDP 成長率は前期比年率
1.4%となった（図表 18）。雇用改善に伴う
個人消費の堅調が続く等、内需主導の回復
が続いている。消費者物価は原油価格の底
入れを主因に、徐々に伸び率を高めている
が、ECB（欧州中央銀行）の目標とする 2%
に近い水準には及ばない（2016 年 10 月前

（前期比年率、％）

図表18 実質GDP成長率（ユーロ圏）
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（出所）EUROSTATのデータに基づき三井物産戦略研究所作成

年同月比 0.5%）。こうした中、金融市場では ECB が 12 月 8 日の理事会で QE の期間延
長等、緩和強化を図るとの見方が大勢となっている。
② 2017 年の展望
2017 年の英国経済は前年比 1.1%と 2016 年の同 1.8%から減速すると予想される。EU
離脱決定後に進行するポンド安の影響で消費者物価の上昇ペースが拡大、実質購買力
の低下が見込まれる。また、EU との離脱交渉を控え、企業は投資や雇用・賃上げに消
極的となる可能性が高い点も景気を下押しするとみられる。金融政策については、物
価上昇の中での景気減速という困難な環境の下、BOE は様子見を継続すると見込む。
ユーロ圏経済は緩やかな回復が続くが、2017 年の実質 GDP 成長率は前年比 1.5%と
2016 年の同 1.7%から小幅に減速すると予想される。
原油価格の底打ち等による実質購
買力の低下や、英国経済の減速やポンド安を背景とした英国向け輸出の減速等が重石
となる。投資は、緩和的な金融環境が追い風となる一方、英国の EU 離脱交渉等に伴う
不透明感やイタリア等で顕著な不良債権処理の遅れがこの効果を一部相殺するため、
緩やかな伸びに留まると予測する。原油価格の底打ちを主因に、ユーロ圏の消費者物
価には上昇圧力が生じるが、経済の減速が想定される下、ECB の目標水準は引き続き
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下回るとみられる。このため、ECB は拡張的な金融政策を維持する可能性が高いが、
マイナス金利政策による銀行収益への悪影響が懸念されており、マイナス金利の更な
る深掘りは回避されると予測する。財政面では、イタリア、ポルトガル、スペイン等
では引き続き財政再建の取り組みが求められる状況にある。しかし、反緊縮や反 EU
の機運が高まる中、各国政府・EU ともに緊縮策を強化するような対応はとり難い。結
果として、前述した財政問題を抱える諸国における財政運営はやや緩和的なものにな
る可能性が高い。なお、第三次金融支援下にあるギリシャについては、支援条件の履
行状況と債務減免に関するギリシャ・EU・IMF 間での議論の行方が注目される。
その他のリスク要因としては、イタリアやオランダ、フランス、ドイツ等、ユーロ
圏のコア国で国民投票や選挙が相次ぐ点が挙げられる。
これら諸国で EU 懐疑派や反移
民勢力が躍進するような事態となれば、金融市場の動揺、家計・企業のセンチメント
悪化から経済にも下押し圧力が生じよう。また、ドイツやイタリア等における銀行問
題が欧州全般の金融システム不安へと拡大するリスクにも留意が必要だ。
保護主義的な政策を掲げるトランプ氏が米国大統領選挙で勝利したことを背景に、
環大西洋貿易投資協定（TTIP）は、長期の交渉中断を余儀なくされる見込みである。
日 EU 経済連携協定（EPA）は、年内の大筋合意を目指しているが、自動車や農産物と
いった主要分野で隔たりが残るとされており、越年の可能性も指摘されている。

（２）政治
英国の EU 離脱交渉と難民問題
内政面では主要国で相次ぐ総選挙に加え、英国の EU 離脱交渉と難民問題の行方が
焦点となる。英国の EU 離脱交渉では、メイ首相が 2017 年 3 月末までに EU 基本条約第
50 条に基づく離脱を欧州理事会に通達する方針で、その後に 2 年間の交渉が始まる（加
盟国の全会一致で延長可能）。しかし、ロンドンの高等法院が 11 月 3 日、離脱の通達
には英国議会の承認が必要と判断し、政府側が上訴したことで、最高裁の最終判断が
2017 年 1 月に下される見通しとなった。議会承認が不可欠なら、両院での法案審議や
採決が必要とみられ、離脱の通達が数カ月、遅れる可能性も出てくる。
「単一市場アクセス」と「人の自由な移動」のトレードオフが焦点となる交渉スタ
ンスをめぐっては、早くも英国と EU の対立が先鋭化している。英国世論が「主権の奪
還」と「移民の制限」を求めて EU 離脱を選択した以上、メイ政権が移民制限で譲歩す
る余地はない。他方、EU 懐疑派や反難民勢力の台頭に直面する EU は、英国の要求を
厳しくはねつけ、EU の基本理念を堅持する必要がある。このため、少なくとも独議会
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選が終了する 2017 年秋まで、離脱交渉は英国と EU が強硬な主張を繰り返すことに終
始し、不透明感を拭いされぬまま平行線をたどると予想される。その後、双方は包括
的 FTA の締結を目指し、国内世論を見極めながら妥協点を模索することになろう。
2015 年の 1 年間だけで約 100 万人が流入した難民問題は、沿岸警備の強化やトルコ
経由の難民認定希望者を送還する見返りとして、60 億ユーロの支援などを約束した 3
月の EU トルコ合意が奏功し、2016 年は約 36 万人（11 月 9 日現在）と大幅に減少した。
合意崩壊で難民が再流入すれば、治安の悪化や難民受け入れ分担をめぐる「東西対立」
や「南北対立」が懸念される。選挙を控える独仏蘭では反 EU 勢力への追い風になりか
ねず、合意を維持するメリットは計り知れない。しかし、合意の一部であるトルコ国
民の短期ビザなし EU 渡航の実現が難航しており、年内履行を目指して交渉が続く。強
権的なトルコ政府に不信感を強める EU に対し、エルドアン首相は EU 加盟交渉継続の
是非を問う国民投票の実施にも言及しており、対立の火種は燻っている。

（３）外交
対米、対露関係の見直しも
米国の次期大統領にトランプ氏が決定したことで、欧州各国は米国の外交政策に懸
念と警戒感を募らせている。トランプ次期大統領は大統領選を通じて、米露関係を大
幅改善する意向を滲ませる一方で、冷戦期に創設された NATO を「時代遅れ」と切り捨
ててきた。その後、NATO 体制への支持を明言したが、加盟国の大半が防衛費を GDP の
2%以上とする公式指針を達成しておらず、NATO の集団防衛体制の継続には各国の財政
負担が不可欠と主張し、集団防衛とカネを天秤にかける考えを示している。
クリミア併合に代表されるロシアの領土的野心に危機感を募らせるポーランドやバ
ルト 3 国、独仏などの主要国は、米国に NATO へのコミットメントや対露政策の明確化
を求めており、トランプ政権の対応次第では、加盟国の結束強化も見込んだ EU 独自の
防衛体制整備を支持する見解が勢いを増す可能性もある。
EU の対露政策は、米国との共同歩調を維持できるかにかかる。2017 年 1 月が期限
となる対露セクター制裁は再延長が濃厚だが、EU がシリア情勢に関して検討する対露
追加制裁は実現しない公算が大きい。イタリアやハンガリー、ギリシャは対露関係の
改善を求めており、ウクライナ情勢次第で制裁緩和の議論が活発化しそうだ。
EU は難民対策として中東・アフリカ諸国のインフラ整備、雇用促進のため、最大
880 億ユーロの投資計画を表明している。自国優先を掲げるトランプ次期米政権が内
向き姿勢を強めれば、EU は安全保障面からも中東・アフリカでの関与強化を迫られる。
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４．中国
（１） 経済
(%)

① 2016 年の回顧

図表19 中国の実質GDP成長率
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動産開発投資（同 6.6%増）も回復、低迷した民間投資（同 2.9%増）を補った。また自
動車減税を追い風に 1-10 月の自動車販売は 13.8%増の 2,202 万台に急増、消費を下支
えた。1-9 月の GDP 成長率を産業別に見ると、第 3 次産業（前年同期比 7.6%増）が第
2 次産業（同 6.1%増）を上回り、サービス業が成長を牽引した。2016 年通年の成長率
は前年比 6.7%前後となり、中国政府目標の「6.5-7%」を達成する見通しである。
② 2017 年の展望
2017 年の中国経済は、緩やかな減速が続き、成長率は前年比 6%台前半に低下する
だろう。経済の下押し要因は不動産と自動車だ。不動産については、住宅市況過熱を
受けて 2016 年 10 月以降に主要都市が相次いでバブル対策を打ち出しており、2017 年
は住宅販売や不動産開発投資の減速が懸念される。自動車については、2016 年末に自
動車減税が終了、需要先食いの反動で 2017 年は生産・販売の鈍化が予想される。一方、
2016 年 3 月発表の「第 13 次 5 ヵ年計画（2016～20 年）」では、
「2020 年までに GDP と
国民 1 人当たりの所得を 2010 年比で倍増」という国家目標を前提に、5 年間の GDP 成
長率目標を「年平均 6.5%以上」としている他、2017 年秋には 5 年に 1 度の共産党大会
も控える。
景気下振れ圧力が強まれば、中国政府は経済へのテコ入れを強めるだろう。
財政・金融政策では、財政面の経済下支えが中心となる。財政支出拡大のため、財
政赤字の対 GDP 比は 2016 年予算の 3%から 2017 年予算では 3.5%程度に引き上げる見通
しである。政府主導のインフラ投資は 2017 年も高い伸びが見込まれる。財政負担軽減
のため、公共事業に民間資本を活用する官民パートナーシップ（PPP）も積極的に推進
する。一方、金融面では緩和的な政策スタンスを維持するが、利下げを実施しなかっ
た 2016 年に続き（預金準備率は 1 回引き下げ）、2017 年も企業債務抑制や住宅バブル
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防止の観点から追加金融緩和は小幅にとどめると想定される。
経済構造改革では、過剰生産能力削減や企業債務抑制が重点課題だ。中国政府は 2020
年までに鉄鋼 1 億-1.5 億トン、石炭 5 億トンの生産能力を削減する方針で、2016 年の
年間削減目標は達成したもようだが、老朽施設閉鎖が中心だった 2016 年と比べ 2017
年はより困難な能力削減が必要だ。また中国の企業債務が 2016 年 3 月末で約 18 兆ド
ル（対 GDP 比で 169%）と急拡大、銀行不良債権の増加が懸念される中、政府は 2016
年 10 月に、銀行保有債権を貸出先企業の株式と交換する「デット・エクイティ・スワ
ップ」を解禁した。2017 年も企業債務抑制に向けた取り組み強化が予想される。
対外経済政策は、中国企業による先進技術やブランド取得を目的とした対外 M&A を
後押し、2017 年も対外直接投資は高い伸びが見込まれる。AIIB やシルクロード基金な
どの資金供給枠組みを活用したインフラ輸出も推進、輸出振興や産業高度化を狙う。
2017 年の中国経済の主なリスク要因としては、①住宅市況悪化による住宅販売や不
動産投資の落ち込み、②自動車減税終了後の自動車生産・販売の低迷、③米追加利上
げに伴う中国からの資金流出の再加速が挙げられる。また世界的な保護主義の台頭に
よる輸出低迷の長期化も懸念材料となる。

（２）政治
内政面では第二期習近平政権（2017～22 年）の顔ぶれが決まる党大会（2017 年下
期開催）が最大の注目点で、カギは最高指導部における習派、非習派のバランスだ。
習主席は改革への抵抗勢力、既得権益層の反発を抑え込むため反腐敗運動により政敵
を排除、リーダーシップの確立を図ってきた。2016 年 10 月の六中全会で「核心」と
なり、指導部内での優位が明確となったが、同時に集団指導体制の重要性も強調され
ている。2017 年前半は習一極体制確立に向けた正念場で、指導部入りの可能性のある
幹部の言動、地方トップの人事に留意が必要だ。第二期政権で習主席が更に大胆に改
革を進められるかは、党大会で習派がより
強力な権限を握るかに掛かる。
習主席の共産党支配の“揺らぎ”に対す
る危機感は強く、2017 年も執政党としての
ガバナンス強化に向けた動きは継続される。

図表20

次期最高指導部の候補

名前

生年

年齢

役職

胡春華

1963

53

広東省党委書記、元共青団第一書記

孫政才

1963

53

重慶市党委書記

汪洋

1955

61

国務院副総理、前広東省党委書記

栗戦書

1950

66

党中央弁公庁主任

韓正

1954

62

上海市党委員会書記

王滬寧

1955

61

党中央政策研究室主任

劉鶴

1952

64

党中央財経指導小組弁公室主任

陳敏爾

1960

56

貴州省党委書記

※胡春華氏は次期総書記、孫政才氏は次期首相の有力候補とされる。

反腐敗運動の手が緩むことはなく、最高幹

色付きが習主席に近いとされる人物。

部クラスの摘発もありうる。軍閥化傾向の強い軍に対しては、習主席が 2016 年 4 月に
「総指揮」
（最高司令官）に就任したように、党の指導を更に確固たるものとする。党
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の支配に対する疑義、批判、相容れない価値観に対しては厳格な統制を敷く。ただし、
厳しい姿勢で改革を進める習主席への反発が表面化すれば内政が混乱する恐れもある。

（３）外交
中国にとって 2016 年は、自国の影響力増大を実感する一年だった。7 月の仲裁裁判
所の南シナ海裁定は無視、議長国として迎えた G20 や ASEAN 関連首脳会議（いずれも
9 月）では中国批判を表面化させなかった。フィリピンとは二国間合意で問題の棚上
げに成功、ベトナムにも棚上げを提案し、国際社会が関与する足場を崩している。米
大統領選直後の APEC では、漂流する TPP を尻目に、習主席が FTAAP（アジア太平洋自
由貿易圏）構築の重要性と RCEP の早期締結を訴えた。中国が主導する AIIB（アジア
インフラ投資銀行）も第 1 回総会で融資案件 4 件を採択した他、カナダを含む新規加
盟申請も増え、参加国数ベースで ADB を上回ることが確実だ。2017 年の中国外交の最
優先課題は「トランプの米国」との関係構築だ。中国はオバマ大統領に対し、
「新型大
国関係」を提唱も、同大統領はこれを拒みリバランス戦略を採った。中国は孤立主義
的発言が目立つトランプ次期米大統領の出方を伺いつつ、再度「新型大国関係」の構
築を目指すだろう。通商面では、同氏の強硬な発言（対中輸入品への高関税賦課、為
替操作国認定）がそのまま実行されるとの見方は中国でも少ないが、通商摩擦が過熱
する可能性は高い。中国としては、個々の通商問題が米中関係全体に悪影響をもたら
さないよう争点管理に腐心することになる。一方、AIIB、一帯一路への米国の参画を
働きかける等、トランプ次期米政権誕生を奇貨とする外交を展開する。
南シナ海問題の外交上の優先順位は落ちるものの、中国にとって同海域の戦略的重
要性は不変だ。経済援助等をテコに ASEAN 各国を取り込みつつ、着実に同海域の内海
化を図る。
王毅外相が 2017 年前半での枠組草案の策定を提案した「南シナ海行動規範」
（COC）は中国の行動を束縛するものとならず、棚上げ状態のスカボロー礁の浚渫とい
った新たな行動に出る可能性も否定できない。韓国、台湾には北風外交が続く。韓国
に対しては、中国での韓流コンテンツの流通制限や韓国への観光客の制限等により、
THAAD 配備を取消すよう圧力を強める。台湾については、
「92 年合意」を是認しない蔡
英文政権との対話を拒否する方針は変わらない。台湾への観光客の制限、各種の国際
会合からの台湾の締め出し等により、蔡政権が折れるのを待つ。
日中関係は首脳会談の回数が積みあがっても、急速に距離が縮まる可能性は低く、
神経戦が続く。米中関係の大幅改善で日本が取り残されるリスクもある。2017 年は日
中国交正常化 45 周年の節目だが、先行きは楽観できない。
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５．ASEAN
（１）経済
① 2016 年の回顧
2016 年の ASEAN 経済は堅調に推移、IMF によると、実質 GDP 成長率は、2015 年の
4.7%とほぼ同水準の 4.8%になると見込まれている。中国経済の成長鈍化や先進国経済
の低成長持続等の要因で、世界貿易が伸び悩んだ影響により、外需は牽引役にはなら
なかった。一方、失業率は低水準で推移しており、また、法定最低賃金の引き上げも
あり、雇用や所得の改善を背景とした個人消費が拡大し、景気対策のための政府支出
も増えたことで、底堅い内需が ASEAN 経済の牽引役となった。
国別に見ると、経済成長が加速する国と回復が遅れる国の差が鮮明になった。フィ
リピン経済は旺盛な内需に支えられ成長が加速し、景気過熱を懸念する見方もされた。
成長率は 7-9 月に前年同期比 7.1%となり、2016 年通年で IMF の見通し 6.4%を上回る
ことは確実となった。インドネシア経済は、内需が堅調で緩やかに回復しつつある。
IMF は 2016 年の成長率を 4.9%と予測も、これを上回る可能性も出てきた。マレーシア
経済は、持ち直しの兆しが見られる。7-9 月期の成長率は、通貨リンギ安の影響で輸
出に勢いが出た結果、6 四半期ぶりに上向き前年同期比 4.3%になった。タイ経済は、
クーデターが起こった 2014 年以降回復が遅れ、成長率は 2016 年 1-3 月前年同期比 3.2%、
4-6 月は同 3.5%と低迷している。年後半の回復が期待されていたが、10 月の国王死去
に伴う自粛ムードの中で、小売りや観光等に影響が出て回復は遅れている。
② 2017 年の展望
2017 年の ASEAN 経済は、成長が緩やかに加速し、引き続き世界経済を牽引する一翼
を担う見通しである。内需の底堅さが続く一方、世界経済が上向く見通しであること
から、外需の持ち直しも期待される。IMF の予測では、2017 年の ASEAN の実質 GDP 成
長率は、5.1%に加速する。これが実現すれば、2013 年の前年比 5.2%以来 4 年ぶりに
5%台に乗ることとなる。後発 ASEAN 加盟国のいわゆる CLMV 諸国は高成長を持続する見
通しで、ミャンマーの 7.7%を筆頭に、ラオスは 7.3%、カンボジアは 6.9%、ベトナム
は 6.2%と予測されている。先発 ASEAN 加盟国の中では、2016 年に続きフィリピン経
済が 6.7%の高成長となる予測である。ただし、景気過熱の見方がさらに強まれば、金
融引き締め策が採られる可能性もあろう。
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一方、さらなる中国経済の成長鈍化や低成長を続けてきた先進国経済の回復の遅れ
が、2017 年の ASEAN 経済にとってのリスク要因となろう。また、足元では 2016 年 11
図表21 ASEANの実質GDP成長率

月の米国大統領選で米国第一主義を掲げたド

9

ナルド・トランプ氏が勝利したことで、貿易
面等で同国と ASEAN 諸国との結びつきが弱ま
るとの懸念が生じている。その対応として、

8
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6
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ラオス

輸出先を多様化すべきとの意見も出ており、

マレーシア

2017 年 1 月に発足する米国新政権の政策を見
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極めた上で、ASEAN 諸国は二国間 FTA の締結

7
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加速といった対応を採る可能性もあろう。
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（注）単位は％。2016年と2017年は見通し
（出所）「IMF世界経済見通し」2016年10月のデータに基づき三井物産戦略研究所作成

（２）政治

2016 年前半にミャンマー、フィリピンで総選挙を経て新政権が発足し、共産党一党
独裁のベトナム、ラオスでトップが交代した。いずれもインフラ整備・雇用創出等、
経済発展を目指す前政権の方針が踏襲される見込み。
ミャンマーでは、半世紀振りの文民政権が発足、国家顧問兼外相に就任したスー・
チー氏の最優先課題は軍との協調関係維持と少数民族武装勢力との「国民和解」だ。
スー・チー国家顧問は、2016 年 8 月に中国の影響下にある 3 つの少数民族武装勢力の
和平への協力を取り付ける為中国を訪問した。経済協力を軸にスー・チー国家顧問と
の関係強化を図りたい中国に対し、スー・チーは中国の人権問題へ表立った批判は避
け、前政権にて凍結されていたミッソンダム開発の再開検討委員会を設け、実利を得
るため中国との関係に配慮する現実路線を選んだ。また、9 月に同氏は訪米、米国の
経済制裁緩和を引き出した。経済政策としては漸く外資の進出を促す新投資法の改正
を行ったが、人材不足と言われる現政権から具体性のある政策は依然として見えない。
フィリピンでは、元ダバオ市長のドゥテルテ大統領が地方分権、連邦制の導入に向
けて憲法改正を目指すと表明した。経済面では、外資誘致やインフラ整備の強化、貧
困削減、雇用形態の改善等、アキノ前大統領路線を継承する。外交では、親米反中の
これまでの路線を大きく変更し、ドゥテルテ大統領は、自身が進める麻薬犯罪容疑者
への非法規的な対策について米国や国連が人権問題があると非難するのに対してオバ
マ大統領に度重なる暴言を吐き、9 月の米比首脳会談は中止となった。ドゥテルテ大
統領は、一時は駐留米軍の撤退にも言及し、
「米国との決別、中国、ロシアとの関係強
化」と明確な親中親露、反米を表明しているが、トランプ次期政権では米国とも中立
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なバランス外交に転じる可能性も示唆している。
2017 年に総選挙が予定されているタイでは、2014 年 5 月 22 日のクーデターで、タ
クシン派を事実上追放したプラユット暫定首相による軍事政権が続いている。2016 年
8 月には軍が実質 5 年間は実権を握るという新憲法草案が国民投票で承認され、民主
化のロードマップに則り、2017 年末の総選挙を経て、民政移管が行われる見込みであ
る。ところが、10 月 13 日に 70 年間君臨し、国民の絶大なる信頼を得るプミポン国王
が崩御し、新国王には、プミポン国王が王位継承者に指名したワチラロンコン皇太子
が 12 月に即位した。しかしながら、新国王は国民の信頼を得られておらず、人気のあ
るシリントーン王女を後継者として推していた勢力との対立があった。政治対立の調
停役を担ってきたプミポン国王は、軍事政権の後ろ盾でもあったことから、政治的に
は今までになく不安定な状況にある。
インドネシアは、2019 年の総選挙再選に向けて、ジョコ・ウィドド大統領は、10
月 20 日に 3 年目を迎えた。就任直後の国民からの支持率は 72%、2016 年 8 月の支持率
は 66%と依然として国民からの期待が高い様子が窺える。更に、就任当初、実業家出
身のジョコ大統領は経済には強いが、政党の党首ではないことから政治には弱いと言
われていた。しかし、その後最大野党であったゴルカル党が党内闘争を経て 2016 年の
5 月には大統領支持を表明したことから、議会で与党連合が多数派となり、政治基盤
も強化されてきた。二回の内閣改造を経て、ジョコ大統領の目指す「勤労内閣」のメ
ンバーもジョコ大統領の側近で固め、改革を進める環境が整った。
2018 年に総選挙を控えるマレーシアでは、ナジブ首相が 1MDB 問題の国内での鎮静
化に成功しており、与党が優位なうちに総選挙を前倒しする可能性もあり得る。
南シナ海問題については、7 月のオランダハーグ仲裁裁判所が中国の主権主張を認
めない判決を下した。これを基に国際法に基づく秩序を受け入れることを ASEAN 首脳
会議等の共同声明に明記することを避けるべく、中国はカンボジアやラオス等、中国
を支持する国への経済支援を強化し、ASEAN の分断を図ることに成功した。
2017 年の ASEAN 首脳会議の議長国はフィリピン、
APEC の議長国はベトナムであり、
外交政策が不透明なトランプ次期米大統領誕生による米中関係を背景とした ASEAN の
バランス外交への影響が懸念される。
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６．その他主要新興国
（１）ブラジル
2016 年は、2015 年に続き景気後退が続いた。実質 GDP 成長率は、1-3 月前年同期比
－5.4%、4-6 月同－3.8%、7-9 月同－2.9%で、2016 年通年では同－3%台と見込まれて
いる。不況の原因は 5 月のルセフ大統領職務停止まで続いた政争の着地点を見極める
ために企業が投資と雇用を手控えたこと、政治混乱を嫌気した資金流出による通貨安
がインフレを惹起したこと、これら影響で家計の消費が落ち込んだことが大きい。も
っとも足元で、状況は好転しつつある。鉄鉱石価格が持ち直していることに加え、テ
メル新大統領の政治手腕の下で政治混乱が収束し、為替相場も安定化した。政府は、
失われていた市場や財界の信認を取り戻したといえよう。
2017 年は、企業の投資が底入れし、実質 GDP 成長率は 3 年ぶりに、小幅ながらも前
年比プラスになると予想される。現在 8%台のインフレ率は、為替の安定的推移により
徐々に低下し（年末までに 5%程度へ）、中央銀行は利下げを実施すると予想され、2017
年後半から 2018 年にかけては家計消費にも光明が見えてくるだろう。
リスクは、米国の保護主義化に伴う世界経済の混乱で国内から資金が流出し、レア
ル安となることで利下げが先送りされ、景気回復に支障を来すことである。また与党
政治家の汚職問題が大統領の求心力を削ぐ形で政権運営の足を引っ張る可能性も残る。

（２）メキシコ
2016 年の景気は緩慢な推移に終始した。1-9 月の実質 GDP 成長率は前年同期比 2.3%
となり、2015 年通年（前年比 2.6%）から小幅ながらも減速した。米市場向け自動車生
産・輸出が年央に弱含んだ影響が大きい。また 10-12 月は、11 月の米大統領選におい
て、メキシコの経済成長の前提である NAFTA を修正すると訴えるトランプ氏が当選し
たことで株価・為替相場が急落した。同時に企業・家計の心理も冷え込み、景気は下
振れしている可能性が高い。2016 年通年での実質 GDP 成長率は 2%台を維持しようが、
トランプ当選の前後で景況感は大きく変化したと言わざるを得ない。
2017 年は、この「トランプ・ショック」が景気の足枷となるだろう。同年の実質
GDP 成長率は IMF の 2016 年 10 月時点の予測では前年比 2.3%だが、米国の保護主義化
による投資・消費の冷え込みから、同 2%の達成も困難とする見方もある。
また、米保護主義化の打撃は経済だけでなく、政治・外交にも影響する恐れがある。
メキシコでは 2018 年 7 月に大統領選挙を控えるが、対米強硬姿勢を示す候補者が台頭
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する可能性があるためだ。そうなれば墨・米外交関係が不安定化し、経済面での両国
の相互依存関係に大きな亀裂が入るリスクも想定されよう。

（３）ロシア
2016 年 1-3 月のロシアの実質 GDP 成長率は、前年同期比で－1.2%、4-6 月は同－0.6%
とマイナス幅を縮小してきており、ロシア経済は、原油価格の緩やかな回復に伴い最
悪期を脱したものと見られる。但し、消費マインドの冷え込みや実質賃金の減少によ
り、2016 年 1-10 月の実質小売売上高は前年同期比で－5.3%と不振で、消費は弱含み
で推移している。また、10%と高止まりする主要政策金利、緊縮財政等を背景に国内の
投資活動も低迷している。今後は、原油価格の緩やかな回復と消費者物価の安定に伴
い、引き続き内需が回復していくものと見られ、IMF は、2016 年のロシアの実質 GDP
成長率を前年比－0.8%、2017 年は同 1.1%と予測している。但し、ロシア経済が力強い
成長を取り戻すために必要とされる構造改革は、2018 年 3 月に予定されている大統領
選挙まで実行されることはないものと見られる。
原油価格と同様にロシア経済に重しとなっている対露制裁の行方は、これまで制裁
を主導してきた米国のトランプ次期大統領による対露政策に依るところが大きく、見
通しは不透明である。差し当たり、2017 年 1 月末に期限が設定されている EU の対露
制裁は、ウクライナ紛争の平和的解決を規定した和平合意ミンスク-2 のロシアによる
履行が進んでいないため、半年延長されるものと見られる。但し、トランプ次期米国
大統領は、対露関係の改善に意欲を見せていることから、米露関係の展開次第では、
対露制裁が 2017 年内に緩和される可能性もあろう。

（４）インド
モディ政権誕生から 2 年半が経過したインドは、引き続き好調を維持している。
2016
年 1-3 月の実質 GDP 成長率は前年同期比 7.9%、4-6 月は同 7.1%、7-9 月は同 7.3%とい
ずれも 7%台の高い成長を維持。高額紙幣廃止の影響でも通年の成長率は 7%台を維持す
る見込み。積極的な政府支出と好調な国内消費が原動力となっている。原油需要の 8
割を輸入に依存するが、国際市況下落の影響により、貿易赤字・経常赤字が縮小。消
費者物価上昇率は 4-6 月の前年同期比 5.7%から、7-9 月は同 5.2%に抑制された。短期
的には、11 月に高額 2 紙幣を突如廃止したことによる混乱と消費の落ち込みから、10-12
月の成長率が 6%台に落ち込む可能性が高い。米大統領選の影響も重なり、通貨安も進
んでいる。但し、9 割の国民が同政策を支持していることから、混乱は短期間で収束
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するだろう。中長期的に税逃れの解消が進めば、税収増も期待される。
2017 年最大の焦点は、4 月に予定される物品・サービス税(GST)の導入である。イ
ンフレも懸念されている上、導入に伴う社会的混乱が長期化し、景気後退に繋がるよ
うな事態となれば、モディ首相が再選を狙う 2019 年の次期総選挙にも影響しかねない。
さらに銀行の不良債権問題が深刻化し、銀行融資が伸び悩んでいることや、米国の利
上げ観測の影響による通貨安と資金流出も懸念材料である。さらに銀行の不良債権問
題が深刻化しており、銀行融資が伸び悩んでいることも懸念材料である。
以上
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