
Copyright ©2009 JETRO. All rights reserved. 

３．アジア .......................................................... 7 

【ＡＳＥＡＮ】 ........................................................... 7 

・ ASEAN では IT 分野、单西アジアは繊維分野に注視－世界同時不況の産業・企業へ

の影響－ （ASEAN・アジア）2008 年 11 月 17 日 アジア大洋州課 ...................... 7 

【インド】 ............................................................... 9 

・ 預金準備率引き下げの効果も長続きせず（インド）2008 年 10 月 21 日 ムンバイ発

 ....................................................................................................................................... 9 

・ 金融・財政両面で景気刺激策を発表－物品税や関税を引き下げ－ （インド）2008 年

12 月 09 日 ニューデリー発 ..................................................................................... 10 

【インドネシア】 ........................................................ 13 

・ 金融機関の流動性確保と輸出産業への支援を−KADIN が経済安定化対策提言−（イン

ドネシア）2008 年 10 月 17 日 ジャカルタ発 ......................................................... 13 

・ 預金保護策を皮切りに株価と通貨の安定に向けた対策を实行（インドネシア）2008

年 10 月 22 日 ジャカルタ発 .................................................................................... 16 

・ 経営不振の金融機関のセーフティネット整備を図る政府（インドネシア）2008 年 10

月 27 日 ジャカルタ発 .............................................................................................. 18 

・ 金融危機の影響で先行き懸念強まる−日系企業の景況見通し（1）−（インドネシア）

2008 年 10 月 29 日 ジャカルタ発 ........................................................................... 19 

・ 化学品関連は堅調な国内需要に期待−日系企業の景況見通し（2）−（インドネシア）

2008 年 10 月 30 日 ジャカルタ発 ........................................................................... 21 

・ 食品は消費意欲の減退を警戒−日系企業の景況見通し（3）−（インドネシア）2008 年

10 月 31 日 ジャカルタ発 ......................................................................................... 23 

・ 金融は世界的な金融不安の影響を懸念−日系企業の景況見通し（4）−（インドネシア）

2008 年 10 月 31 日 ジャカルタ発 ........................................................................... 24 

・ 自動車は下期も好調持続か−日系企業の景況見通し（5）−（インドネシア）2008 年

11 月 04 日 ジャカルタ発 ......................................................................................... 26 

・ 10 項目の緊急経済対策を発表（インドネシア）2008 年 11 月 05 日 ジャカルタ発

 ..................................................................................................................................... 29 

・ 家電 5 社が 5～20％の減産に踏み切る－世界同時不況の産業・企業への影響－ （イ

ンドネシア）2008 年 11 月 14 日 ジャカルタ発 ...................................................... 30 

・ 政策金利、12 月には引き下げか （インドネシア）2008 年 12 月 02 日 ジャカルタ

発 ................................................................................................................................. 32 

【韓国】 ................................................................ 33 

・ 09 年の経済成長率は 3％台にとどまる公算（韓国）2008 年 10 月 17 日 ソウル発

 ..................................................................................................................................... 33 

・ 銀行の対外債務に 1,000 億ドルの政府保証−金融安定化策−（韓国）2008 年 10 月 22



Copyright ©2009 JETRO. All rights reserved. 

日 ソウル発 ............................................................................................................... 36 

・ 韓国銀行、政策金利を 0.75 ポイント緊急引き下げ（韓国）2008 年 10 月 29 日 ソウ

ル発 ............................................................................................................................. 37 

・ 危機克服の総合対策を発表（韓国）2008 年 11 月 05 日 ソウル発......................... 39 

【シンガポール】 ........................................................ 41 

・ 景気後退が鮮明に−前年同期比でもマイナス成長−（シンガポール）2008 年 10 月 17

日 シンガポール発 .................................................................................................... 41 

・ 米金融危機の影響は 09 年まで継続−通貨金融庁の見通し−（シンガポール）2008 年

11 月 06 日 シンガポール発 ..................................................................................... 42 

・ カジノ併設型総合リゾートの行方に黄信号（シンガポール）2008 年 11 月 06 日 シ

ンガポール発 ............................................................................................................... 44 

・ 中小企業の資金繰り悪化－世界同時不況の産業・企業への影響－ （シンガポール）

2008 年 11 月 13 日 シンガポール発 ........................................................................ 45 

・ 09 年はマイナス成長の可能性も－追加経済対策（1）企業の資金調達を支援－ （シン

ガポール）2008 年 11 月 26 日 シンガポール発 ...................................................... 47 

・ 09 年度予算の景気対策、前倒しで实施へ－追加経済対策（2）財政－ （シンガポール）

2008 年 11 月 27 日 シンガポール発 ........................................................................ 49 

【スリランカ】 .......................................................... 50 

・ 紅茶産業は価格下落と輸出減のダブルパンチに苦慮－世界同時不況の産業・企業への

影響－ （スリランカ）2008 年 11 月 14 日 コロンボ発 ......................................... 50 

【タイ】 ................................................................ 53 

・ タイは第 4 四半期の経済成長に懸念（タイ）2008 年 10 月 15 日 バンコク発 ...... 53 

・ 日系企業にも金融危機の影響は必至（タイ）2008 年 10 月 22 日 バンコク発 ...... 54 

・ 電気・電子産業に厳しい見方－世界同時不況の産業・企業への影響－ （タイ）2008

年 11 月 13 日 バンコク発 ........................................................................................ 57 

【中国】 ................................................................ 62 

・ 政策の重点は「経済発展の保持」に（中国）2008 年 10 月 17 日 北京発 ............. 62 

・ 1〜9 月期の経済成長率、1 ケタに減速−世界経済の変調が響く−（中国）2008 年 10

月 21 日 北京発 ......................................................................................................... 64 

・ 4 兆元の景気刺激策を発表－インフラ整備などに重点－ （中国）2008 年 11 月 14 日 

北京発 .......................................................................................................................... 68 

・ 伸び悩む広東省の対米輸出 ‐アパレル、玩具など減尐‐（広州発）2008 年 10 月 20

日 ................................................................................................................................. 69 

【バングラデシュ】 ...................................................... 70 

・ 輸出拡大の好機とみる繊維産業－世界同時不況の産業・企業への影響－ （バングラ

デシュ）2008 年 11 月 14 日 ダッカ発 .................................................................... 70 



Copyright ©2009 JETRO. All rights reserved. 

【パキスタン】 .......................................................... 72 

・ パキスタンの外貨管理に不安要因（パキスタン）2008 年 10 月 16 日 カラチ発 .. 72 

・ IMF に緊急融資要請（パキスタン）2008 年 10 月 24 日 カラチ発 ....................... 73 

・ 欧米景気減速と競争力低下で繊維産業が苦戦－世界同時不況の産業・企業への影響－ 

（パキスタン）2008 年 11 月 17 日 カラチ発 ......................................................... 74 

【フィリピン】 .......................................................... 75 

・ フィリピン、成長支える海外出稼ぎ、コールセンターへの影響を懸念（フィリピン）

2008 年 10 月 15 日 マニラ発 ................................................................................... 75 

・ 日系メーカーの受注減が顕在化－世界同時不況の産業・企業への影響－ （フィリピ

ン）2008 年 11 月 13 日 マニラ発 ............................................................................ 76 

【ベトナム】 ............................................................ 77 

・ 輸出産業への影響、徐々に出始める－世界同時不況の産業・企業への影響－ （ベト

ナム）2008 年 11 月 20 日 ハノイ発 ........................................................................ 77 

・ 金融危機下でも安定度高い通貨ドン （ベトナム）2008 年 12 月 02 日 ホーチミン発

 ..................................................................................................................................... 79 

【香港】 ................................................................ 82 

・ 香港を金融津波が襲う（香港）2008 年 10 月 17 日 香港発 ................................... 82 

【マレーシア】 .......................................................... 83 

・ 株買い上げなどの総合経済政策を発表へ（マレーシア）2008 年 10 月 29 日 クアラ

ルンプール発 ............................................................................................................... 83 

【ミャンマー】 .......................................................... 84 

・ 先行きへの不安徐々に広がる－世界同時不況の産業・企業への影響－ （ミャンマー）

2008 年 11 月 14 日 ヤンゴン発 ............................................................................... 84 

４．大洋州 ......................................................... 86 

【オーストラリア 】 ..................................................... 86 

・ 預金全額保護や経済対策を相次いで発表（オーストラリア）2008 年 10 月 16 日 シ

ドニー発 ...................................................................................................................... 86 

・ 首相が国際金融制度改革でアクションプラン発表（オーストラリア）2008 年 10 月 22

日 シドニー発 ........................................................................................................... 87 

・ 08／09 年度の成長率を 2％に下方修正−経済・財政の中間見直し−（オーストラリア）

2008 年 11 月 11 日 シドニー発 ............................................................................... 88 

・ 中国の景気刺激策に期待 （オーストラリア）2008 年 11 月 14 日 シドニー発 .... 89 

・ 連邦準備銀行が 4 ヵ月連続で政策金利を引き下げ （オーストラリア）2008 年 12 月

03 日 シドニー発 ...................................................................................................... 90 

・ 47 億豪ドルをインフラ整備事業に追加支出 （オーストラリア）2008 年 12 月 18 日 

シドニー発 .................................................................................................................. 92 



Copyright ©2009 JETRO. All rights reserved. 

【ニュージーランド 】 ................................................... 93 

・ 政府が預金保証制度を発表（ニュージーランド）2008 年 10 月 17 日 オークランド

発 ................................................................................................................................. 93 

・ 政策金利を 1 ポイント引き下げ 6.5％に（ニュージーランド）2008 年 10 月 24 日 オ

ークランド発 ............................................................................................................... 94 

５．中南米 ......................................................... 95 

【ブラジル・アルゼンチン・ベネズエラ】 .................................. 95 

・ 中单米 3 ヵ国、金融危機の影響は濃淡－進出日系企業に聞く－ （中单米）2008 年 11

月 17 日 中单米課 ..................................................................................................... 95 

【中米】 ................................................................ 99 

・ 各国政府は先手の対策に着手－米国発金融危機の影響－ （中米）2008 年 11 月 19 日 

サンホセ発 .................................................................................................................. 99 

【ブラジル】 ........................................................... 102 

・ 危機の影響は軽微と強調−G20 会合後に財務相がコメント−（ブラジル）2008 年 10

月 15 日 サンパウロ発 ............................................................................................ 102 

・ 大統領、予算削減の可能性に言及（ブラジル）2008 年 10 月 24 日 サンパウロ発

 ................................................................................................................................... 104 

・ 金融危機対策で減税－対象は個人所得、ローン、自動車のパッケージ－ （ブラジル）

2008 年 12 月 16 日 サンパウロ発 ......................................................................... 106 

【ベネズエラ】 ......................................................... 109 

・ ベネズエラ、為替切り下げも視野に（ベネズエラ）2008 年 10 月 15 日 カラカス発

 ................................................................................................................................... 109 

【ペルー】 ............................................................. 110 

・ 短期的には楽観的な見方−金融危機の影響−（ペルー）2008 年 10 月 21 日 リマ発

 .................................................................................................................................... 110 

【メキシコ】 ........................................................... 111 

・ メキシコ企業、株価と為替の下落で経営難も（メキシコ）2008 年 10 月 14 日 メキシ

コシティ発 ................................................................................................................. 111 

・ 大統領、内需刺激のため財政支出拡大を発表−新製油所建設などインフラに投資−（メ

キシコ）2008 年 10 月 15 日 メキシコ発 ............................................................... 113 

６．ロシア・ＣＩＳ ................................................ 118 

【ウズベキスタン】 ..................................................... 118 

・ 政府、国際金融危機の影響なしと発表−1〜9 月の GDP 成長率は 9.4％−（ウズベキス

タン）2008 年 11 月 05 日 タシケント発 ................................................................ 118 

【カザフスタン】 ....................................................... 119 

・ 大手 4 行に国の資金を注入 （カザフスタン）2008 年 11 月 14 日 ロシア NIS 課



Copyright ©2009 JETRO. All rights reserved. 

 .................................................................................................................................... 119 

・ 金融危機対策に 100 億ドルを拠出 （カザフスタン）2008 年 11 月 28 日 ロシア NIS

課 ................................................................................................................................ 119 

【ロシア】 ............................................................. 120 

・ ローン販売不振で失速する自動車販売−ロシア金融不安の影響−（ロシア）2008 年 10

月 14 日 ロシア NIS 課 ........................................................................................... 120 

・ 大手行が中堅行を救済買収（ロシア）2008 年 10 月 24 日 モスクワ発 ............... 122 

・ 11 月の外国車販売が前年比マイナスに－現地生産にも影響－ （ロシア）2008 年 12

月 19 日 モスクワ発 ................................................................................................ 123 

７．中東 .......................................................... 126 

【イラン】 ............................................................. 126 

・ 短期的には堅調なイラン経済、懸念要因は原油の価格と需給動向（イラン）2008 年

10 月 20 日 テヘラン発 ........................................................................................... 126 

【トルコ】 ............................................................. 126 

・ 金融危機の影響は当面は限定的−米国金融市場不安に伴うトルコ経済への影響−（トル

コ）2008 年 10 月 17 日 イスタンブール発 ........................................................... 126 

【湾岸協力会議（GCC）】 ................................................. 129 

・ 大型プロジェクトへの融資減尐は確实−GCC 各国も市中に資金供給−（GCC（湾岸協

力会議））2008 年 10 月 23 日 ドバイ発 ................................................................ 129 

・ インフレ懸念は後退、プロジェクトの見直しは必至 （GCC（湾岸協力会議））2008

年 12 月 17 日 ドバイ発 .......................................................................................... 130 

８．アフリカ ...................................................... 132 

・ 直接的影響は考えにくいがマクロ経済の安定に尽力を（アフリカ）2008 年 10 月 24

日 ナイロビ発 ......................................................................................................... 132 

・ UEMOA/CEMAC 地域、金融危機の影響は限定的だが援助の減尐に警戒(アフリカ)  

2008 年 10 月 24 日 アビジャン発 ......................................................................... 132 

【エジプト】 ........................................................... 135 

・ 2008 年の経済成長への影響は限定的（エジプト）2008 年 10 月 15 日 カイロ発 135 

【ナイジェリア】 ....................................................... 135 

・ 金融よりも資源価格の動向を警戒（ナイジェリア）2008 年 10 月 28 日 ラゴス発

 ................................................................................................................................... 135 

【南アフリカ共和国】 ................................................... 137 

・ 政策金利を 12％のまま据え置く（单アフリカ共和国）2008 年 10 月 15 日 ヨハネス

ブルク発 .................................................................................................................... 137 

・ 懸念される海外市場の需要減退（その 1）‐株と通貨は下落したものの金融機能は影

響を受けず‐（ヨハネスブルク発）2008 年 10 月 21 日......................................... 138 



Copyright ©2009 JETRO. All rights reserved. 

・ 懸念される海外市場の需要減退（その 2）‐国内需要は堅調、為替には懸念‐（ヨハ

ネスブルク発）2008 年 10 月 21 日 ......................................................................... 139 

・ 08 年第 3 四半期の GDP 成長率は 0.2％に急減速 （单アフリカ共和国） 2008 年 12

月 12 日 ヨハネスブルク発 ..................................................................................... 141 

・ インフレ圧力の緩和で 0.5 ポイント利下げ （单アフリカ共和国）2008 年 12 月 16 日 

ヨハネスブルク発 ..................................................................................................... 143 

９．その他（世界・日本） .......................................... 145 

【世界】 ............................................................... 145 

・ 主要国の対策発表にマーケットが反応（世界）2008 年 10 月 14 日 調査企画課発

 ................................................................................................................................... 145 

・ IMF、09 年の世界成長率を 3.0％に下方修正（世界）2008 年 10 月 17 日 国際経済

研究課 ........................................................................................................................ 146 

・ 09 年、先進国はマイナス成長に−IMF、世界経済見通しを下方修正−（世界）2008 年

11 月 11 日 国際経済研究課 .................................................................................... 149 

・ 不透明感強まる米欧中経済－緊急セミナー「米金融危機と米欧中経済」－ （世界）

2008 年 11 月 14 日 国際経済研究課 ...................................................................... 151 

【ＯＰＥＣ】 ........................................................... 153 

・ OPEC、緊急総会で減産検討（OPEC）2008 年 10 月 24 日 ウィーン発 ............ 153 

【日本】 ............................................................... 155 

・ 金融系関係者が語る信用収縮の経済への影響と輸出入企業の留意点（日本）2008 年

10 月 20 日 調査企画課 ........................................................................................... 155 

 

  



Copyright ©2009 JETRO. All rights reserved. 

３．アジア 

【ＡＳＥＡＮ】 

ASEAN では IT 分野、南西アジアは繊維分野に注視－世界同時不況の産業・企

業への影響－ （ASEAN・アジア）2008 年 11 月 17 日 アジア大洋州課 

 世界同時不況の深刻化によって、ASEAN や单西アジアの輸出産業は新興市場の開拓や輸

出先の分散などが求められている。輸出減尐に伴い、徐々に減産や設備投資計画の見直し

が始まっているが、2009 年には雇用にも影響が出そうだ。 

 

＜世界経済の後退はアジア経済の後退＞ 

 IMF は 11 月 6 日、先進国・地域の経済停滞に伴い、10 月に発表した 08 年の世界経済成

長率を 0.2％ポイント下方修正、3.75％とした。09 年については、实体経済への影響の本格

化が見込まれ、0.8％ポイント下方修正し 2.2％とした。特に 09年の主要先進国の成長率は、

戦後初めてのマイナス成長（マイナス 0.3％）と予測した。IT バブルが崩壊し、アジアにも

広がった 01 年の経済成長率（先進国）が 1.2％であったことを考えると、今回の世界的景

気後退のアジアへの影響は深刻である。 

 一方、アジア開発銀行（ADB）は、9 月に発表した「08 年アジア開発展望改定」で、08

年の東单アジアの経済成長率を 5.4％、单西アジアの成長率を 7.1％とした。11 月 13 日に

都内で開かれた「アジア経済の現状と見通し」セミナーで、同銀行のジョゼフ・アーネス

ト・ズベグリッチ Jr 経済調査局次長は、予測値は 8 月までの経済情勢をもとに策定してお

り、全世界の金融市場を震撼（しんかん）させた「リーマン・ショック」以降の状況は考

慮されていないとした。その上で同氏は、「経済成長率の改定値は、今では楽観的すぎる」

とし、さらなる修正を示唆した。 

 また、实体経済への影響について、会場からの質問に答えて、「欧米市場の停滞は、時間

を置いてアジア輸出国に伝わる。中でも影響が最も早く出るのは繊維製品だろう」と語っ

た。同氏は講演の中でも、「世界的な経済後退は、アジアの経済後退を意味する」とするな

ど、輸出に強く依存するアジアの脆弱（ぜいじゃく）性から、「影響は深刻」としていた。 

＜フィリピン、マレーシアに大きな影響＞ 

 アジアの中でも特に ASEAN は、積極的に輸出指向型外国投資を受け入れるなど、工業

化・経済成長の原動力を、外資を中心とした輸出に強く求める傾向があった。ASEAN・单

西アジア各国の輸出の GDP 比を見ると、概して ASEAN が輸出に依存していることが分か

る（表参照）。ここ数年間、日本経済は好調な輸出に支えられて経済成長を達成してきたと

されるが、实質 GDP に占める輸出額の比率は、年々高まっているとはいいながらも、15.6％

（07 年）にすぎない。日本に比べると、いかに東单アジアが輸出に依存しているかが浮き

彫りになる。 

 シンガポールの輸出は、経済規模の 2.5 倍にまで達し、マレーシアでもここ 4 年間は 1.2
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倍の水準。ミャンマーを除き、ASEAN の中で最も輸出の GDP 比率が低いインドネシアで

さえ 47.8％に達している。 

 GDP に対する輸出比率が高い ASEAN において、特に米国向け輸出比率が高いのがフィ

リピン、マレーシアである。フィリピンの総輸出に占める米国向け輸出は 17.0％、マレー

シアが 15.6％で、主要な輸出品はパソコンなど IT 機器・部品である。情報通信技術分野の

調査会社ガートナーは、今回の金融危機から派生した世界的な経済後退について、01 年の

IT バブル崩壊の再来はないとしながらも、「成熟市場、特に米国市場と西欧市場では深刻な

影響が予測される」としている。 

 

 また、マレーシア、フィリピンの輸出は EU27 ヵ国向けも多く、米国と EU とを合わせ

た比率はマレーシアで 28.5％、フィリピンに至っては 34.1％を占める。そのため、IT 輸出

減尐が両国の経済成長の足を引っ張る可能性がある。フィリピン半導体・電子工業会のア

ーサー・ヤング会長はこの点を懸念し、「08 年の輸出額は最大 10％減尐する可能性がある」

と指摘した。 

 

＜バングラデシュは「市場シェア拡大の好機」＞ 

 一方、单西アジア各国は ASEAN に比べ輸出への依存度は低いとされながらも、輸出の

主力は繊維製品であり、欧米先進国の経済後退の影響を最も早く受ける分野とされている。

ADB の Key Indicators2008 年版によると、総輸出額のうち繊維製品が占める割合はバング

ラデシュで 70.1％に達する。またスリランカも衣類だけで 40.6％に上る。 

 繊維・既製服分野における先進国の需要減の影響は、单西アジアに及んでいる。繊維産

業を最大の輸出産業と位置付けているスリランカでは、08 年 1～7 月時点で既に米国向け輸

出は前年同期比 7.7％減を記録している。パキスタンでも、海外顧実からの納品の延期や受

注価格の再交渉などの対応に追われているという。一方、インドでは国内外の需要減退で

20～25％の企業が生産縮小を迫られたとともに、過去 4 ヵ月で既に 50 万～70 万人が解雇

されるなど、繊維産業への影響は雇用にまで広がりつつある。 
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 その中で、輸出総額の 7 割超が繊維分野を占めるバングラデシュは、市場シェア拡大の

絶好の機会とみる企業も多い。バングラデシュで生産されている衣類の多くは低価格品で

あり、主に中高価格品を生産する ASEAN やインドからの受注シフトを期待している。实

際に、縫製業者の多くが米系有名アパレルブランドの OEM 生産を手掛けているインドネシ

アでは、受注急減により業界全体で 15 万人の解雇者が出る見通しが示されている一方で、

世界 32 ヵ国に店舗を展開する H＆M は、既にバングラデシュに 100 以上の委託工場を抱

えるが、中期的に同国への委託生産を拡大する方針という。 

 世界的な経済後退に伴うアジアへの影響は、既に繊維産業では表面化しているが、今後

はさらに広範囲に広がる可能性が高い。IT 産業も含め産業への影響は、09 年にかけて本格

化するとみられ、設備投資計画の見直しだけでなく、徐々に雇用にも影響が及ぶことは避

けられそうもない。企業側は一段のコスト削減努力に加え、ゼロからの生産・調達ネット

ワークの見直し、輸出先の分散を図るなど、この時期は逆に体質改善の絶好の機会ともい

える。 

（助川成也） 

【インド】 

預金準備率引き下げの効果も長続きせず（インド）2008 年 10 月 21 日 ムンバ

イ発 

 サブプライムの影響はほとんどないといわれていたが、世界的な金融不安で海外機関投

資家がインド金融市場からも逃避し始め、流動性の危機に陥っている。政府、中央銀行は

矢継ぎ早に対策を打ち出したものの、その实効性に懐疑的な金融機関も多い。 

 

＜政府は金融市場の流動性テコ入れに躍起＞ 

 G7 財務相・中央銀行総裁会議開会後、インド準備銀行は翌 14 日、債券を担保に資金を

貸し出す「レポ取引（14 日物）」を通じ、市中銀行向けに上限 2,000 億ルピー（約 4,500 億

円）を融資すると発表・即实施した。取引初日の 14 日中に同枠から 350 億ルピーが活用さ

れた。これを受け、同日の SENSEX（インドのベンチマーク株価指数）は前日比 174 ポイ

ント上昇の 11,483 ポイントで取引を終了した。しかし、15 日の株式市場では一転して大幅

反落。海外機関投資家の売りが優勢となり、SENSEX は前日比 180 ポイント安の 10,809

ポイントで取引を終了。15 日の取引時間中、SENSEX が一時 674 ポイント下げたことを

受け、インド準備銀行は流動性供給のために次の施策を発表した。 

○預金準備率を 1 ポイント引き下げ 6.5％とする。これにより、4,000 億ルピー（約 8,200

億円）が金融システムに注入される。 

○法定流動性比率も 0.5％引き下げ 25％とする。 

○14日に発表した14日物のレポ取引を、供給予定の2,000億ルピーに達するまで継続する。 

○各銀行の海外支店、代理銀行からの借り入れについて、これまでは健全な TIER-1 資本の

25％に制限していたが、同資本の 50％あるいは 1,000 万ドルのいずれか高い方まで認め
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る。 

○非居住者のルピー預金の金利はロンドン銀行間取引金利（LIBOR）の 0.5％を超えないこ

ととされていたが、これを 1％まで認め、さらに非居住者の外貨預金の金利も LIBOR プ

ラス 0.25％まで認める（これまでは LOBOR のマイナス 0.25％まで）。 

○インド企業の社債について、海外機関投資家に対しては保有をこれまで総額 30 億ドルま

でに制限していたが、海外資本を引き付けるための施策としてこれを 60 億ドルまでに拡

大する。 

 しかし、この施策発表後の 16 日もインド株は続落、SENSEX は前日比 227 ポイント安

の 10,581 ポイントで取引を終了した。ある銀行関係者は、「預金準備率引き下げなどは短

期間の効果しか持たない。海外機関投資家の売りは今週だけで 11 億ドルに達しており、資

金需要には追いつかない」と地元紙に話している。 

 当地を代表する民間経済調査機関であるインド経済モニタリングセンター（CMIE）は「現

在インドで起こっている流動性の危機は投資家の心理の問題であり、インドのファンダメ

ンタルズは引き続き良好である。インド経済は内需に負う部分が多く、その需要は引き続

き強い。経済成長率の見込みはやや下げる必要があるものの、08 年から 09 年にかけて 8.7％

の成長率を予測している」とみている。 

 政府の財務委員会は 15 日、「財務相がつくった流動性評価委員会がムンバイで、複数の

銀行、ノンバンク、ミューチャルファンド、住宅金融会社や中小企業などの経営トップか

ら直接事情を聴取し、20 日の週までに連邦政府に中間レポートを提出する」と発表した。

銀行関係者は、流動性供給のためのさらなる追加策が講じられることを期待している。 

（前川直行） 

 

金融・財政両面で景気刺激策を発表－物品税や関税を引き下げ－ （インド）2008

年 12 月 09 日 ニューデリー発  

 政府は、世界的な金融収縮に伴う国内経済への影響を最小限に抑えることを狙った金

融・財政に関する一連の景気刺激策を発表した。この中では、金融収縮の影響を強く受け

るインフラ関連部門や輸出セクターへの支援に重点を置きながら、物品税を一律 4 ポイン

ト引き下げるなど、製造業全体の底上げも図っている。自動車メーカー各社は相次いで値

下げを発表するなど素早い反応を見せたが、産業界は利下げと貸し渋りの是正について、

金融機関がどう対応するか注目している。 

 国家計画委員会のアルワリア副委員長は 12 月 7 日、金融・財政両面からの景気刺激策を

発表した。 

 声明では「過去数ヵ月にわたり实施してきた金融緩和で、金融セクターでは一定の流動

性と安定性を確保できた。今後は、世界的な景気後退がインドの経済成長に及ぼす影響を

最小限に抑えることに注力していく」と述べ、財政出動を明らかにした。政府は、今回の

財政出動による 2008 年度の歳出超過を、2,000 億ルピー（1 ルピー＝約 2 円）と見積もっ
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ている。 

＜金融措置：政策金利を 1 ポイント引き下げ＞ 

○利下げ 

・レポレート（中央銀行が市中銀行に貸し出す短期レート）を 7.5％から 6.5％に引き下げ

（12 月 8 日から实施）。 

・リバース・レポレート（中央銀行が市中銀行から現金を借り受ける短期レート）を 6.0％

から 5.0％に引き下げ（12 月 8 日から有効）。 

○外貨変換社債の取り扱い 

・所定の条件の下で、09 年 3 月末まで繰り上げ返済／買い戻しを認める。 

 

＜財政措置：減税、輸出やインフラ関連産業の支援＞ 

○物品税の減免 

・すべての物品製造に課せられる物品税を一律 4％減税する。これにより、基本税率 14％、

譲許税率 12％（小型車、二輪車、商用車など）や 8％（医薬品など）は、それぞれ、10％、

8％、4％となる。 

・1500cc 以上の乗用車に課せられている特別税率 24％は 20％となるが、付加税である 1

万 5,000 ルピー（1500～1999cc）、2 万ルピー（2000cc 以上）は据え置き。 

・綿製品や繊維製品は 4％から無税になる。特別譲許税率が課せられているセメントも实行

税率から一律 4％引き下げ（バルクの場合は 10％または 1 トン当たり 280 ルピーのどち

らか高い方が適用）。 

・石油製品、タバコ、その他特別譲許税率が適用されている製品については変更なし。 

○関税の減免 

・発電用途で輸入されるナフサの関税を 5％から無税とする。 

・細粒鉄鉱石(fine)の輸出関税を 8％から無税、塊状鉄鉱石(lump)は 15％から 5％に引き下

げる。 

○サービス減税 

・輸出に際してサービス税の還付が受けられる 18 の規定サービス行為に、新たに通関サー

ビス、荷役サービスを加える。 

・国内調達と輸出代理業サービスへの還付の上限を、FOB 価格の 2％から 10％に引き上げ

る。また、当該サービス業者の関税払い戻しスキーム（Duty Drawback Scheme）利用

も認める。 

○輸出企業支援 

・労働集約型輸出産業（繊維、ハンディクラフト、皮革、宝飾品、水産加工物）と中小企

業に適用される輸出信用の料率のうち 2％を政府が補助する。ただし、最低料率 7％で、

09 年 3 月末までの限定措置とする。 

・輸出信用の適用期間を、輸出後 90 日間から 180 日間に延長する。 
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・輸出にかかわる物品税と中央販売税（CST）の還付分を全額補償するため、追加で 110

億ルピーを拠出する。 

・輸出促進スキームなどの拡充のため、35 億ルピーを拠出する。 

・信用度の低い国への輸出を促進するため、国営の輸出信用組合（ECGC）に 35 億ルピー

を拠出する。 

○住宅セクター支援 

・低所得者向け住宅ローンを拡充するため、住宅公庫（NHB）に 400 億ルピーを拠出する。 

・後日、50 万ルピー以下および 50 万～200 万ルピーの住宅ローンを対象に、国営銀行から

新たなスキームを発表する。 

○中小企業支援 

・中小企業の資金繰りを改善するため、中小企業開発銀行（SIDBI）へ 700 億ルピーを拠

出する。 

・中小企業向け無担保ローンの上限を、500 万ルピーから 1,000 万ルピーに引き上げる。 

・銀行の貸し出しを促進するため、返済保証期限（lock-in period)を 24 ヵ月から 18 ヵ月に

短縮する。 

・中央政府と州政府に対し、中小企業向けの債務を速やかに処理するよう通告する。 

○繊維産業支援 

・繊維産業向けの技術向上支援スキーム（TUF、設備投資にかかわる利息支払いを 5％まで

補助するなど）を促進するため、140 億ルピーを拠出する。 

・特別農業・村落工業支援スキーム（VKGUY、農村の小規模業者の輸出を支援するための

関税優遇など）の対象業種に、ハンディクラフトを加える。 

○インフラ金融支援 

・主に、高速道路と港湾の整備を促進するため、インフラ開発金融公社（IIFCL）が無税債

券を発行し、1,000 億ルピーを調達する。 

・官民連携プロジェクトを支援するため、IIFCL に対し債券発行による追加資金調達を許

可する。 

○その他 

・各政府機関に対し、年度予算の範囲内で公用車の買い替えを奨励する。 

・12 月 6 日から、ガソリンを 1 リットル当たり 5 ルピー、ディーゼル油を 2 ルピー値下げ

する。 

 

＜産業界の反応はいまひとつ＞ 

 一連の措置にいち早く反応したのは、2 ヵ月連続で販売台数が前年割れしている自動車業

界だ。乗用車最大手マルチ・スズキのバルガバ会長は「物品税が 4％下がったことで、自動

車の価格は自動的に 4％安くなるはずだ」と発言し、同社全車種の値下げを発表した。その

ほか、タタ、マヒンドラ・アンド・マヒンドラ、ゼネラル・モーターズ（GM）などもこぞ
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って値下げを発表している。 

 しかし、景気刺激策に対する産業界の反応は芳しくない。二輪車シェア 2 位のバジャジ

オートのバジャジ会長は「銀行は十分な資金を持ちながら、貸し倒れを極度に恐れている。

このまま融資が行われない状況が続けば、政府の救済策でも誰も救われない」と述べ、利

下げと貸し渋りの是正が景気回復の鍵を握っていると指摘する。 

 全インド商工会連盟（ASSOCHAM）のジンダル会長は「尐なくとも 7,000 億ルピーは必

要だった」と、期待以下の財政措置に不満を漏らす。また、住宅、繊維、輸出業界からも

「救済措置は、過去の負債を穴埋めする程度にしかならない」といった声が上がっている。

これに対し、政府は「09 年度も大規模な景気刺激策が必要となる」とみており、財政赤字

の増大を覚悟の上で、必要ならタイムリーに追加措置を講じていく姿勢を示した。 

（河野敬） 

 

【インドネシア】 

金融機関の流動性確保と輸出産業への支援を−KADIN が経済安定化対策提言−

（インドネシア）2008 年 10 月 17 日 ジャカルタ発 

 インドネシア商工会議所（KADIN）のヒダヤット会頭は 10 月 6 日、ユドヨノ大統領が

世界的な金融危機への対策を検討するため開いた拡大閣僚会議で、金融機関の流動性確保

や輸出産業支援などについて産業界からの提言を発表した。また、直面する困難な問題を

克服するため、政府と産業界が一層緊密なコミュニケーションと協力を行うことの重要性

を強調した。 

 

＜金融と貿易赤字拡大で危機的影響を受ける＞ 

 提言は、ユドヨノ大統領から、世界的な金融危機への対応策を検討するよう要請を受け

たヒダヤット会頭が、断食明けのレバラン休暇の初日に当たる 10 月 1 日の午後に、経済界

の代表や著名な経済学者を自宅に招いて深夜まで議論するかたちで作業を開始し、取りま

とめた。 

 提言は冒頭で、世界を取り巻く金融不安の状況とそれに対する国際的な金融協調政策に

ついて報告。流動性の低下に加え、金融危機により、2008 年の米国と世界経済はかなり成

長が鈍化するとし、これが先進諸国の輸入需要の低下を招いて世界の産品価格の下落を引

き起こし、特に輸出に頼る開発途上国の経済発展を抑制することになるとの認識を示した。 

 インドネシア経済については、現在まで各種マクロ経済指標は安定的な数値を示してい

るものの、世界経済に密接にかかわるため、その混乱の影響から免れられないとし、以下

のとおり 2 つの主要分野で危機的影響を被ると指摘した。 

a.1 つは金融分野で、投資銀行をはじめとする金融機関の倒産により、金融セクターで流動

性資金の供給が不足し、大企業のキャッシュフローの持続性に影響する。資本市場や世界

的大手銀行からの資金調達は、金利の高さや資金の確保の面から困難になる。 
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 資本逃避が生じており、インドネシアをはじめとする国々の資本市場の相場が急落。イ

ンドネシア証券取引所指数は、08 年当初の 2,745 から 9 月末には 1,832 に低下し、1 年も

の国債の利回りは年初の 7.7％から 9 月には 11.26％になった。この結果、投資家の信頼の

低下を招くことになり、現在もインドネシアで流動資産をまだ保持している投資家がそれ

らの資産を手放し始めることが最も懸念される。過去の危機から分かるとおり、ルピア交

換レートは、国内経済の信頼性に大きな影響をもたらすことから、それを維持することが

非常に重要な指標となっている。 

b.2 つ目は、主要輸出産品の需要低下と価格の下落。例えば、パーム原油（CPO）と石炭は、

ここ数ヵ月間価格が下落しており、今後、輸出量と輸出額が減ることが考えられる。一方、

輸入にはまだブレーキがかけられていないため、中期的にみて貿易赤字がさらに拡大する

ことが懸念される。 

 現在のように世界経済の動揺が続いている時には、輸入増に歯止めをかける一方、各種

輸出産品の多様化と成長の加速化をはかる必要がある。世界の金融市場の流動性が滞って

いることに伴い、貿易の赤字を埋める多額の資本流入が難しいことを考えれば、輸出産品

の多様化と成長の加速化を優先することが不可欠である。 

 

＜銀行の流動性確保が国内経済の安定化のカギ＞ 

 今回のような混乱の状況下では、国内経済の安定を図る上で金融部門の安全が重要であ

る。このため、国内金融部門の安定を維持することを優先し、世界的危機の影響に対応で

きる、賢明かつ包括的な措置を取る必要があるとし、以下の提言を行った。 

 

（1）中央銀行は、流動性に関連する諸政策を変更し、引き締め政策を緩和することが必要。 

（2）政府は国家予算の歳出を加速し、国債発行を通じて既に引き出されている金融セクタ

ーの流動性資産を元に戻す必要がある。 

（3）中銀と政府（預金保証機関の役割も含む）は、ガバナンスの側面に留意しつつ、金融

セーフティーネットプロトコルと、最後の貸し手（lender of the last resort）の役割を

強化し、銀行や債券の流動性危機が生じた場合、支援・救済の力強いメカニズムが発

動できるようにする必要がある。 

 米国の金融安定化法の経緯に学んで、行政と立法ができるだけ早期に調整し、緊急

事態の場合は、行政が法律に変わる政令（Perpu）を出すことで、必要な臨時的措置を

とることに理解を示すことが期待される。これに関連して、国民議会にも「金融セー

フティネット」関連法の審議を加速することが望まれる。 

（4）国内の金融セクターの信頼性を高めるため、他国では既に实施されている、預金保証

機関の負担額の引き上げを検討すること。安定した状況では 1 億ルピア（100 ルピア＝

1.15 円）の保証で十分かもしれないが、不確定要素の多い緊急事態では不十分だろう。 

（5）政府は、余剰外貨を持つ国営企業が資金を国内にとどめたり、大規模輸出業者が輸出
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売上を持ち込むよう呼びかけることで、大銀行への外貨資金の預け入れを促進する必

要がある。この政策は外貨キャッシュフローに困難をきたす危険性がある国営企業や

大企業が、国内の銀行に資金源を確保することを支援するセーフティーラインとして

重要である。 

（6）政府は、多額の資金を長期間調達する必要があるインフラなどの優先プロジェクト融

資や、資本財輸入向けの外貨資金調達のための特別な金融プール（financial pool）を

支持する必要がある。 

（7）中銀は、追加外貨準備を取得できるようほかの ASEAN の中銀と調整し、また市場操

作を行うことが期待される。 

 

＜輸出意欲と国内生産を維持するような産業政策を＞ 

 世界経済の成長が鈍化する中、競争力の強化や輸出市場の多様化は、貿易の伸びや収支

を維持するために重要な措置であり、また、国内生産についても、コストを抑え、プロセ

スを加速する各種政策により一定水準の維持が必要として、以下を提言した。 

（1）港湾や各種物流コストを抑えるため一層の努力が必要。 

（2）ピーク時の電力コスト課金について再検討すること。 

（3）経済的利害を考慮し、労働者の利害を保護しつつ、地域最低賃金の引き上げについて、

各企業と労組の協議結果に委ねるのが望ましい。 

（4）特定の金融商品を通じた資金調達スキームにより、優良輸出産品向けの特別サポート

を行うこと。 

（5）税還付の便宜の向上と還付の迅速化。輸出指向型の企業については、書類管理がきち

んとしており、評判が良い場合には、再輸出を行う予定の原材料向けの関税は猶予を

検討する。 

（6）中央と地方の各種分担金や徴収金の合理化。 

（7）WTO で合意したメカニズム（アンチダンピングなど）による、国内市場保護の強化。 

（8）2 国間アプローチにより、主要輸出先国の関税引き下げをはかるインセンティブにつ

いて努力する。 

（9）経済の多様化を進め、これまで米国の状況に影響を受けていない湾岸諸国との貿易協

力の強化を通じ、米国・欧州経済への依存度を削減する。 

 

＜内需対策としての減免税なども提言＞ 

 世界的な需要の減尐と産品価格の低下傾向に伴い、国内経済の弾力性が非常に重要な要

素となっているとし、国内経済セクターの強化と需要増を図るため、以下を提言とした。 

（1）省庁間、中央と地方間の一層の協調を通じ、官民で合意済みの農業、食糧、エネルギ

ーセクターの諸政策の实施を加速する。 

（2）消費者の信頼を維持し、国内需要が低下しないようにする。 
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（3）国家予算实行の有効性を高め、財政拡大が年初に一段と早く感じられるようにする。 

（4）国内需要を増やすため特定物品の減免税を行う（付加価値税、奢侈販売税など）。 

（5）インフラプロジェクトの实施を加速する。 

 

 ヒダヤット会頭は最後に、産業界としては、国内経済の安定化と成長維持のために政府

と中銀が最大限尽力してきたと確信していると述べ、世界的経済危機の影響をうまく克服

するためには、ともに難しい時期を乗り越えていく上で、より一層緊密なコミュニケーシ

ョンと協力を行うことがカギとなると指摘。そのために、政府と産業界が議論し、意見を

交換できるような公式・非公式のフォーラムが引き続き行われることを大いに期待してい

ると語った。 

 

 政府は、この提言を受けて、早速、銀行預金の保証上限を引き上げる緊急政令の施行や

国内製造を助けるため、輸入原材料の免税などを实施している。未曾有の金融危機に対し

て、政府がいち早く経済界と協力体制を示したことを経済界は評価している。 

（桑山広司） 

 

預金保護策を皮切りに株価と通貨の安定に向けた対策を実行（インドネシア）

2008 年 10 月 22 日 ジャカルタ発 

インドネシア政府は、米国発の金融危機に伴うインドネシア株式市場の株価下落とイン

ドネシア・ルピアの下落を受け、預金保険機構による銀行預金の保証限度額を従来の 1 銀

行 1 顧実あたり 1 億ルピア（約 105 万円）から 20 億ルピア（約 2,100 万円）に拡大した。

この限度額の拡大は G20 の臨時会合とタイミングを合わせ、預金保証機構（LPS：Lembaga 

Penjamin Simpanan）法「2004 年第 24 号」の改正に関する緊急政令で発布され、10 月

13 日付でユドヨノ大統領が署名し即日施行された。また 10 月 22 日にはインドネシア中央

銀行が市中銀行の準備預金に一部の債券を認める措置をとる旨発表した。  

株価が 10.8%と大きく急落し株式取引が中断した 10 月 8 日、ユドヨノ大統領は、株価は

直に元の水準に戻ると楽観的な先行きを示していた(ジャカルタポスト 10 月 8 日付)。直前

とあわせた 3 日間ではアジア市場としては最も率が大きいで約 20%の下落となっていた。

米国市場の動向も踏まえ 10 月 9 日と 10 日は株式市場の閉鎖に追い込まれた。銀行預金の

保証限度額の引き上げは、こうした緊迫下、検討された。株式市場再開後の株価は世界的

な反騰の影響もあり、指標は市場閉鎖前の 1,451.669 から 10 月 16 日には 1,520.41 まで戻

した。  

銀行預金の保証限度額の拡大を緊急政令で決定した背景としてスリ財務相は、預金保険

機構法の改正という通常の法改正の手続きを踏むことは、速やかな金融対策が必要な現状

においては適切で無く、緊急政令の発布に踏み切ったと説明した。同相によれば、保証限

度額の拡大により、預金総額の 97％が保証枠の範囲内に含まれることになる。  
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これまで銀行預金は、旧法（2004 年第 24 号）の規程（第 100 条）に基づき、06 年 3 月

21 日まで全額、以降、保証限度額を同年 9 月 21 日まで 50 億ルピア、07 年 3 月 21 日まで

10 億ルピアに引き下げ、翌 22 日以降は保証限度額を 1 億ルピアとされていた。  

2004 年第 24 号の規程では、預金保証限度額の変更は、（1）過度な銀行預金の引き出し

（取り付け騒ぎ）の発生、（2）数年にわたる大幅なインフレ率継続、（3）預金保証を受け

られる預金者の割合が全預金者の 90％を割り込んだ場合に实施可能とされていた。今回発

布された緊急政令（2008 年第 3 号）は、旧法第 11 条第 2 項に規定されている上記変更基

準に加えて、（4）銀行への信頼を揺るがし、金融システムの維持に危険性をもたらす金融

危機の発生を追加した。また、旧法では国会の承認事項となっていた預金保証限度額の変

更を、上記（1）と（4）の場合には政令で変更出来るよう改め、国会に対する事後報告事

項とした。2008 年第 3 号の規程により、政令で預金保証限度額の変更が可能となった為、

政府は同時に別の緊急政令（2008 年第 66 号）を発布して、限度額を 1 億ルピアから 20 億

ルピアに拡大する手続きをとった。  

また中央銀行は、10 月 14 日、外貨建て預金準備率の引き下げ等、5 つの金融緩和策を発

表した。世界的な金融危機の影響から外貨資金調達に支障が出るなか、外貨取引の期限や

借り入れ上限を緩和し、金融機関による外貨調達を容易にしたほか、国内企業に対する外

貨資金供給の安定化、ルピア資金の流動性確保を図った格好だ。  

 

＜５つの金融緩和策＞ 

今回、発表された５つの金融緩和策は以下の通りである。 

（1） 為替スワップの取引期限を 7 日間から 1 ヵ月に延長。 

※一時的な米ドル需要の増加に対応することが可能となり、銀行や投資家に対してポ

ートフォリオ構成の調整に十分な期間を与えることが目的。 

（2） 国内企業の外貨需要に対応するため、銀行を通じて外貨資金を安定供給。 

（3） 銀行及びシャリア銀行（イスラム法銀行）の中央銀行に対する外貨建て預金準備率

を、預金残高の 3％から 1％に引き下げ。 

※外貨建て預金準備率の引き下げにより銀行の外貨保有高を高め、顧実に対して米ド

ルを供給しやすくすることが目的。 

（4） 銀行の外貨借り入れに関する中央銀行規定（2005 年第 7/1 号）のうち、銀行が 1 日

に調達出来る外貨短期借り入れの残高を銀行資本の 30％までとする第 4 条を廃止。 

※銀行の外貨資金調達を緩和することで、銀行が顧実の外貨資金需要に対応しやすく

して、頻発する外国顧実によるルピア預金の外貨預金への預け替えを抑制し、外貨

（米ドル）買い圧力の抑制を図ることが目的。 

（5） 銀行の中央銀行に対するルピア建ての預金準備率の算定方法を、預金残高のみに対

して一律 7.5％に変更。 

※ルピア資金の流動性を高めることが目的。従来は、法定準備率の 5％に加え、預金残
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高に応じて 0～3％、預貸比率に応じて 0～5％がそれぞれ上乗せする算定方法（最大 

13％）がとられていたが、変更後は中小銀行を除いては預金準備率の引き下げにな

る銀行が多い。 

 

世界的な金融危機の影響軽減を目的として導入された金融緩和策であったが、上記（5）

のルピア建て預金準備率について、中小銀行からは準備率の引き上げに繋がるとの不満の

声が上がり、中央銀行は新預金準備率 7.5％の適用に 1 年の猶予期間を設定し、猶予期間中

は 5.0％の預け入れを義務づけることとした。具体的には、一律 7.5％の預金準備率を、5％

の「法定準備」と 2.5％の「第 2 準備」に分類し、2.5％の「第 2 準備」については 09 年

10 月 24 日までの 1 年間は遵守出来なくても罰則を適用しないこととした。また、法定準

備は従来通り当座預金による預け入れのみが認められるが、第 2 準備については当座預金

に加えて国債と中銀短期証券（SBI）による預け入れも可能となった。  

さらにインドネシア中央銀行は 10 月 22 日、市中銀行が中央銀行に預け入れる準備預金

の一部として国債とインドネシア中央銀行債も認めるとした。政府と中央銀行は、株価と

為替の安定に向けて引き続き必要な金融政策を全力で進めていくとしており、今後、その

实効性が注目される。  

インドネシアにとり、10 月 21 日に英国系のホンコン・シャンハイ・バンキング・コーポ

レーション・グループ(HSBC)がバンク・エコノミの株式の 88.89%を取得すると発表した

ことは、市場の信頼性をアピールする上で大きな朗報となった。HSBC は世界 80 カ国に支

店・現地法人・事務所網を持ちリテイル・バンキングを業務の中心に据えており、他のラ

イバル銀行の多くが投資銀行業務で業績を悪化させたことで今や世界最強の優良銀行とみ

なされている。インドネシア現法は 90 の支店網を持っている。HSBC によると、バンク・

エコノミは、支店が 86、資産は約 17 兆ルピア(約 18 億ドル)とされ、HSBC にとりインド

ネシアでターゲットとしている中小企業向け融資の強化でメリットがあるとしている。  

（塚田 学） 

経営不振の金融機関のセーフティネット整備を図る政府（インドネシア）2008

年 10 月 27 日 ジャカルタ発 

インドネシア政府は 10 月 16 日、金融危機対策として金融セーフティネットの緊急政令

（2008 年第 4 号）を発布した。この緊急政令により、経営不振に陥った金融機関への緊急

融資や公的資金の注入といった緊急避難的なスキームは出来たことになる。しかしながら

政令発布から 10 日あまりたったが、实施細則は明らかにされていない。世界的な金融危機

の更なる拡大が懸念されるなか、早急に实施細則が策定・公表されることが望まれる。な

お、この緊急政令は 9 章 31 条で構成されており、金融危機対策として、銀行およびノンバ

ンクに対し、(1)中央銀行による政府保証付きの緊急融資供与、(2)一時的な公的資金の注入、

(3)流動性低下、資本不足に陥った金融機関の買収に対するインセンティブ供与を盛り込ん

でいる。緊急融資の供与や公的資金の注入等の決定権を持つ機関として財務相と中央銀行
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総裁から成る「金融システム安定化委員会（KSSK）」を設置すること、緊急融資や公的資

金の財源には国家予算や国債を充当することを定めている。  

 

＜中央銀行による政府保証の緊急融資供与＞ 

金融システム安定化委員会は、中央銀行により、金融システム悪化に伴う流動性の低下

が見られると判断された銀行について、審査して該当の有無を決定する。該当すると判断

されれば、中央銀行総裁からの提案に基づき、緊急融資の金額、期間、金利、その他条件

等を金融システム安定化委員会が決定し、中央銀行による緊急融資が供与される。緊急融

資の期間は原則 90 日までだが、必要に応じて一度だけ最長 90 日までの延長が可能。中央

銀行は、緊急融資の供与を受けた銀行について、役員変更のための株主総会を招集する権

限を持ち、当該銀行を特別監視下に置くことになる。  

さらに、金融システム悪化に伴う流動性の低下に該当するが緊急融資という対応では難

しい場合や、金融システム悪化に伴わない別の理由で流動性が低下、あるいは資本不足に

陥っていると判断されれば、当該銀行は中央銀行によりこのままの状態では存続が困難な

銀行に指定され、公的資金の注入が検討される。ただし資金の注入方法については公表さ

れていない。また、ノンバンクについては、中央銀行では無く財務省の所管になるが、取

扱い等については別途政令で定めるとしている。  

 

＜一時的な公的資金の注入＞ 

公的資金の注入は、金融システム全体や国家経済の安定を損なう恐れが発生した場合に

实施される。注入を受けた金融機関は、預金保証機構（LPS）または政府が設置する特別機

関の支配下に置かれることになる。  

 

＜流動性低下、資本不足に陥った金融機関の買収等に対するインセンティブ＞ 

政府と中央銀行は、民間企業が金融破綻や流動性不足の解決に向けた行動をとる場合に、

インセンティブを供与する。これは、政府の財政負担を軽減する為に、健全な銀行が経営

不振の銀行を買収、合併する場合等に、税制面の優遇措置や規制緩和の便宜等のインセン

ティブ供与が想定されている。緊急政令には、インセンティブの内容についての記載は無

い。  

（塚田 学） 

 

金融危機の影響で先行き懸念強まる−日系企業の景況見通し（1）−（インドネシ

ア）2008 年 10 月 29 日 ジャカルタ発 

 ジャカルタ・ジャパン・クラブ（JJC）調査部会は 10 月 28 日、進出日系企業の 2008 年

上期の实績と下期の業況見通しを発表した。結果を 6 回シリーズで報告する。第 1 回は全

体の業況について。上期はマクロ経済の堅調に支えられ全般的に良好だったが、下期は世
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界的な金融不安の影響を見極めにくく、好調が維持される一方、既に下降局面に入ってい

るとする業種もあった。 

 07 年に経済危機後最高の GDP 成長率 6.3％に達したインドネシア経済は、08 年に入っ

てもこれまでのところ堅調に推移しており、上半期の成長率は 6.4％を記録。特に第 2 四半

期は、石油値上げなどによるインフレ高進の影響を受けて経済減速懸念があった中で、第 1

四半期を上回る成長を遂げた。しかし、下期については、米国に端を発した金融不安の影

響がどこまで広がるか不透明で、それが業況観にも反映される結果となった。 

 

＜08 年上期の業況は全般に良好＞ 

 インフレの高進、金利の引き上げと 5 月の石油製品値上げなどの影響が懸念されたが、

経済の堅調に支えられ、進出日系企業の業況も全般的に良好だった。自動車業界は、前年

からの好調がそのまま継続され、販売实績を伸長させた。四輪は前年同期比 48.8％の大幅

増となり、乗用車に加え、鉱業、農業の好況を受け商用車販売も拡大。二輪も、所得の向

上と公共交通機関の値上げで、経済性評価が相対的に高まり 43.3％増を記録。これらが関

連産業にも波及し、部品、原材料、運輸業も業況が上向いた。 

 機械、建設業も、自動車・同部品工場などの設備投資の増加により販売が増加した。ま

た、国内の建設業界の好調を受け、鉄鋼やアルミ、板ガラス、衛生陶器や陶器などが順調

に拡大した。金融業も、自動車や建設機械の販売好調を受け、メーカー向け設備資金や販

売金融向け資金のニーズが旺盛で貸出しが増加した。また、電機・電子は底堅い需要によ

り白物家電の国内販売が好調。電子部品や情報通信も自動車や大型ビル建設の影響を受け

業況が上向いた。 

 繊維は、米国向け輸出が減尐した上、原料も高騰して業況は悪化した。食品は、原材料

価格が高騰したものの、日系企業は値上げ幅を抑えたことで売り上げは大幅に伸びた。 

 

＜08 年下期は「堅調」「悪化」の両論に割れる＞ 

 08 年下期は、国際金融危機に対する懸念が強まっており、国内ではインフレ高進と継続

的な金利引き上げによる内需の冷え込みや企業収益の圧迫が不安材料になっている。 

 国内消費需要は底堅く、年内は業況が好調を維持するとみる業種がある一方、既に下降

局面に入っていて悪化するとみる業種もあった。過去最高の販売台数を見込んでいる自動

車のほか、家電、食品、衛生陶器などの業界は、国内需要が堅調に推移するとしており、

部品、機械、原材料業界もこれに牽引されると予測。一方、建設は自動車などの工場建設

が一服し、繊維・化学・運輸・一部生活用品は、原材料の高騰や世界的な需要の縮小など

のため業況が悪化するとしている。金融は、外貨の流動性が急速に逼迫し、顧実の資金需

要への貸出資金の確保が課題になる。 

 投資については、二輪・四輪・同部品、電機・電子、エネルギー関連、繊維、化学品・

合樹、食品、燃料、生活用品、機械で、増産や品質向上のための投資を計画しているとの
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報告があった。 

（桑山広司） 

 

化学品関連は堅調な国内需要に期待−日系企業の景況見通し（2）−（インドネシ

ア）2008 年 10 月 30 日 ジャカルタ発 

 ジャカルタ・ジャパン・クラブ（JJC）調査部会が「2008 年度第 1 回経済情勢懇談会」

（事務局：ジェトロ・ジャカルタ）でまとめた進出日系企業の景況感報告の 2 回目。繊維

は、国内需要の回復、中国からの生産シフト、燃料価格の下落に伴う生産コストの低減な

どに期待。建設・不動産は設備投資の一服感を懸念している。化学品・合成樹脂は、自動

車の動向の影響を強く受ける板硝子とタイヤ・ゴム、世界需要の動向に注視が必要な塩ビ

樹脂（PVC）、国内需要の動向に着目する医薬品と分野によってバラつきがみられる。 

 

＜繊維は下期の改善を期待＞ 

1．繊維 

 08 年上期は、国内需要が堅調に推移したが、米国依存の輸出の減尐が響き、生産は全体

では前年に比べ減尐した。さらに、原材料と燃料の価格急騰によるコストアップを価格に

転嫁できず、前年に比べ大幅に採算が悪化した。 

 下期は、上期に比べ悪化した後、若干の回復が期待されている。前半は世界的な需要減、

原材料価格の大幅な変動が見込まれ、繊維業界全体として生産の減尐、大幅な採算悪化は

避けられない状況。後半には国内需要の若干の回復、燃料価格の下落に伴い、損益の改善、

生産量の増加が期待される。一部の製品について、中国からの生産シフトが発生し、輸出

の増加も期待できる。 

 

＜下期の建設受注は減尐の見込み＞ 

2．建設・不動産 

 上期は、好調な二輪・自動車メーカーと関連部品メーカーの設備投資関連工事を中心に、

受注、施工、売上ともに増加し、前年比で業況感は上向いた。 

 下期は、二輪・自動車メーカーと関連部品メーカーの設備投資が一服する見通しである

ことに加え、電力不足の問題から企業の設備投資が停滞して、受注は減尐すると見込まれ

る。また建設業は、売上高に一定税率を乗じて税額を確定させるファイナルタックスの導

入が決定されたことで、収益に関係なく税額が確定することになり、損益面の悪化につな

がることが懸念される。 

 

＜塩ビは下期弱含み、医薬品は好調を維持＞ 

3．化学品・合成樹脂 

（1）塩ビ樹脂（PVC） 
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 上期は、前年に引き続き国内向け、輸出ともおおね好調に推移した。国内向けは、主用

途であるパイプの官公庁向け販売が伸び、フィルムも包装需要が強く、全般に好調に推移

した。輸出向けは、前年に引き続き、インド、中東からの引合いが強かった。 

 下期は、断食明け大祭前の特需もみられず、国内需要が幾分弱含む傾向にあるほか、輸

出は東单アジアや中東の需要が堅調に推移するとみられるものの、中国、極東で顕著な需

要後退が見込まれ、業況は上期に比べ悪化する見通し。 

 

（2）医薬品 

 上期は、業界全体では前年比 14.2％の成長となったが、ジェネリック薬の数量増加によ

り、地場企業が外資系企業を上回る成長を遂げた。地場企業は、06 年に施行されたジェネ

リック薬の価格引き下げ統制により、07 年は減収になったが、08 年に入って数量ベースで

増加がみられる。一方、外資系企業は、原料や石油製品の価格高騰を背景に、07 年後半か

ら 08 年前半にかけて、ほとんどの企業で製品価格の値上げを实施したことも成長率に影響

している。 

 下期も、上期からの流れは変わらないと予想される。好材料として、医薬品を購入でき

る所得層が増加傾向にあると考えられることに加え、貧困層を対象としたジェネリック薬

の無料、廉価提供の促進に向けた政府予算の割り当て改善が期待される。 

 

＜硝子・タイヤは自動車需要が好調＞ 

（3）板硝子 

 上期は、国内向けが都市部の旺盛なビル建設と自動車需要の増加、地方の好景気に支え

られて出荷が伸びた。輸出はコスト競争力が強まり、オセアニア、シンガポール、日本向

けの出荷が増加した。 

 下期は、インフレ、燃料や電力の値上がりなどの懸念材料はあるものの、引き続き好調

な自動車需要を中心に好調を維持するとみられる。 

 

（4）タイヤ・ゴム 

 上期の国内販売は、懸念された 5 月下旪の石油燃料価格引き上げの影響があまり大きく

なく、旺盛な自動車需要により好調に推移し、一部の企業で生産能力不足から供給に支障

が出る状況に陥った。輸出は、依然として高い競争力を維持しているものの、生産能力の

制約から取扱量は前年並にとどまった。損益面では、天然ゴム、合成ゴム、カーボンブラ

ック、スチールコードなどの原材料価格の高騰が続き、収益の圧迫要因となった。 

 第 3 四半期は上期の流れを受けて好調を維持するものの、第 4 四半期には米国経済の減

速に伴う北米のタイヤ需要減退、原材料価格の高騰などの影響がどの程度出るか見極めに

くく、景況感は変わらない。 

（塚田学） 
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食品は消費意欲の減退を警戒−日系企業の景況見通し（3）−（インドネシア）2008

年 10 月 31 日 ジャカルタ発 

 ジャカルタ・ジャパン・クラブ（JJC）がまとめた進出日系企業に関する景況感の報告の

3 回目。食品はインフレによる消費意欲の減退を警戒している。燃料は価格の推移と需給動

向に注視が必要。生活用品は輸出依存の分野は厳しい景況感。 

 

＜下期の食品の見通しはまちまち＞ 

1．農林水産・食品 

 08 年上期は、予想以上に原材料価格が高騰したが、業界全体としてはおおむね上向き基

調を維持した。ただし、食品分野（菓子）は、消費者物価の高騰に伴い、消費者の間に嗜

好（しこう）品である菓子の購入を手控える動きがあり、伸び悩んだ。 

 

 下期は、特に大きなマイナス要因（インフルエンザ、金融問題など）がなければ、引き

続き需要増による伸びが期待できるとの見方がある一方で、5 月の石油燃料価格引き上げ以

降、消費の陰りに改善がみられず、断食月前の特需も例年より低迷していることから、一

般消費の後退を懸念する声もある。 

 

 中所得層以上が消費するパーソナルケア、サニタリー関連商品などには伸長がみられる

ものの、低所得層の主食にもなっているインスタントめんが前年割れになるなど、インフ

レの影響が現れてきており、特に消費者向け製品を製造している企業では、消費意欲の減

退を警戒している。 

＜燃料は金融不安の動向がカギ＞ 

2．燃料 

 上期は、年初に米国の景気先行き懸念などから、国際石油価格が一時期下落する傾向も

みられたが、以降、ドル安、インフレ懸念や投機資金の流入など、複合的な要因により一

貫して国際石油価格は上昇した。これに連動して石炭などの価格も上昇を続け、燃料業界

は活況を呈した。 

 プラッツの調査データによると、インドネシアの原油日産量は、1 月が 83 万バレル、2

〜6 月が 86 万バレルで、いずれも OPEC 加盟当時の日産量目標 86 万 5,000 バレルには達

しなかった。 

 下期に入り、7 月には国際石油価格が史上最高値をつける一幕もあったが、以降は、米国

の景気悪化、石油需要減退の見通し、一部産油国での供給緩和などの懸念もあり価格は下

げ基調。世界金融不安の影響もあり、景況感の予測は難しいが不変とみている。 

 

＜衛生陶器は好調、陶器は前年並み＞ 

3．生活用品 
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（1）衛生陶器 

 上期は、輸出が前期並みだったものの、国内向けは 2 ケタの伸びで好調。生産はフル稼

働の状態が続いた。ただし、材料費が高騰したことに加え、電力不足が原因で自家発電の

使用頻度が上昇したことによるコスト増があり、収益の圧迫要因となった。 

 下期も好調を維持する見込みで、景況感は上期と変わらない。増産に向けて、工場増設

を含めた投資も検討されている。 

（2）陶器 

 上期は、中近東、インド、中国のホテル新設に伴う需要増があったものの、欧米向けが

低調に推移し、東单アジア向けにも一服感が見られたことから、全体としては前年並みの

業況となった。 

 下期も全体としては変わらない。国内向けは、引き続き新設ホテル、機内食器向けが中

心となる。輸出では、米国向けが期待できず、東单アジア、中近東、インド中心の展開と

なる見込み。 

 

 

＜楽器、殺虫剤は悪化を予想＞ 

（3）楽器 

 上期は、米国向け輸出の減尐を、好調な欧州、アジア向けの輸出で埋め合わせた格好だ

が、原材料価格高騰の影響で収益は悪化した。 

 下期も、米国向けは引き続き苦戦する見込みで、欧州向けも計画どおりにいかない懸念

があることから、景況感としては悪化するとみている。 

 

（4）殺虫剤 

 上期は、国内販売が 2 ケタ成長を遂げたものの、燃料価格の高騰から生産コストが上昇

し、価格転嫁が十分に進まず収益は悪化した。景況感としては前年と変わらない。 

 下期は、販売価格引き上げの影響で、マーケットの成長が鈍化する懸念がある。価格競

争力の低下により、輸出の減速は避けられず、業況は悪化する見通し。 

（塚田学） 

 

金融は世界的な金融不安の影響を懸念−日系企業の景況見通し（4）−（インドネ

シア）2008 年 10 月 31 日 ジャカルタ発 

 ジャカルタ・ジャパン・クラブ（JJC）がまとめた進出日系企業に関する景況感の報告の

4 回目。金融は外貨の資金需要への対応が課題。運輸はコストの高止まりを警戒し、金属は

世界的な需要動向を注視している。 
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＜ドルの流動性が急速に逼迫＞ 

1．金融 

 08 年上期の貸出残高は、全銀行ベースで 14.5％増、邦銀 4 行で 15.0％増となった。特に、

自動車・二輪・建機向けの販売金融、携帯通信、資源（石炭関連）の資金ニーズが旺盛で、

業界全体の業況は上向いた。 

 中央銀行はインフレ抑制に向けて上期中に政策金利を 0.5 ポイント引き上げたが、国内経

済が好調に推移したことから、利上げ後も引き続き資金ニーズは旺盛だった。融資先企業

の業績もおおむね堅調に推移したため、信用コスト（融資先企業の業績悪化に起因する引

当金）、不良債権比率（4.1％→3.5％、全銀行ベース）が低下した。 

 下期は、8 月までの景況感は上期と変わらなかったが、米国に端を発する金融不安から、

ドルの流動性が急速に逼迫するなど、景況感は急速に悪化した。取引先の資金需要に対す

る貸出資金の確保が課題となっている。しばらくは現状の事業規模を維持して、金融不安

の収束が確認できれば融資を拡大することになる。景況感としては、上期に比べ悪化する

見込み。 

 

＜下期は航空、海運の収益が悪化＞ 

2．運輸 

 上期は、アジアや日本向けの輸出貨物が好調に推移し、船腹消席率と倉庫占床率はおお

むね 70〜90％の水準だった。航空業界は国内が堅調で、貨実数は前年並みか若干の上向き

となった。海上輸送では輸入貨物の増加がみられた。 

 下期は、特に航空、海運業界で収益の悪化が懸念される。一時期ほどではないものの、

燃料油高騰の影響は大きく、サーチャージで实コストをカバーできない状況が続く懸念が

強い。米国を中心とした世界経済の不透明感から、年末に向けてのクリスマス需要も伸び

悩む懸念があり、業況は悪化する見込み。 

 

＜世界的に鋼材需要の逼迫が続く＞ 

3．金属 

（1）鉄鋼 

 上期は、比較的安定した為替・金利を背景とした順調な経済成長に支えられて、鋼材需

要はさらに増加した。統計データは未発表だが、需要産業の成長に伴って、国内鉄鋼販売

は輸入材を中心に大幅に伸び、日本からの鋼材輸入も増加した。また、国内鉄鋼生産は、

鉄鉱石・スクラップなどの原料価格や輸入半製品価格の高騰、天然ガスなどのエネルギー

価格の高騰があるものの、世界的な鋼材需要の増加に伴う市況上昇の恩恵もあり、順調に

増加した。 

 下期も、需要産業の活動水準は好調に推移し、鋼材需要は引き続き堅調とみられるが、

世界的に鋼材需要逼迫の状態は続き、販売数量は大きく伸びない見込み。輸出は、国内の
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鉄鋼産業が構造的に原料・エネルギーコストの上昇に弱く、生産は需要ほど伸びていない

ため、減尐傾向にある。 

 

＜アルミ需要は堅調な伸び＞ 

（2）アルミニウム 

 上期は、国内唯一のアルミニウム製錬所の生産が高位安定操業を続け、販売面では国内

向けが増加、輸出が減尐した。景況感は前年と比べて変わらなかった。 

 下期も、生産・販売量や価格水準は上期と同水準で推移するとみており、業況は変わら

ない見込み。世界のアルミニウム新地金需要は、建材や輸送機器分野を中心に堅調に伸び

ており、08 年は年間 4,000 万トンを超えるとみられている。供給面では、中国や中東を中

心に拡大している一方、单アフリカや中国の一部の製錬所で電力不足による減産や生産の

遅れもみられ、結果として需給はほぼバランスしている。 

 価格は、需給関係だけでなくドル相場や原油・非鉄金属相場などの影響を受けて変動す

る傾向が強いが、中長期的には現在の価格水準が維持されるとの見方が強い。 

 

（3）ニッケル 

 上期は、ニッケル価格の下落、中国需要の停滞、燃料費・副資材費の高騰などにより、

業況が悪化した。 

 下期についても、上期と同様の状況が続くとみられることから、景況感は変わらない。 

 

＜スズの生産量は減尐＞ 

（4）スズ 

 上期は、生産量の減尐に伴って輸出が低迷し、業況は悪化した。長い間維持してきた日

本向け輸出国首位の座は、5 月からタイに奪われた。生産量の大幅な減尐は、モンスーンシ

ーズンの長期化と、環境保全のための違法操業の取り締まり強化による。国内の供給不安

に加えて、07年からスズの純輸入国に転じた世界最大の生産国である中国が08年から10％

の輸出税を課したことで、供給不安がさらに高まった。 

 下期は、産地の環境破壊につながる無秩序な採掘の規制が強化され、秩序ある生産体制

への移行が望まれる。生産量は上期比で若干の伸びにとどまるとみられ、景況感としては

変わらない。 

（塚田学） 

 

自動車は下期も好調持続か−日系企業の景況見通し（5）−（インドネシア）2008

年 11 月 04 日 ジャカルタ発 

 ジャカルタ・ジャパン・クラブ（JJC）がまとめた進出日系企業に関する景況感の報告の

5 回目。自動車・二輪車は、減速懸念はあるものの引き続き好調を維持している。電機・電
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子は家電市場の成長に期待する。 

 

＜自動車・二輪車は年内は堅調に推移＞ 

1．機械 

 2008 年上期は、全体としては前年と変わらないか、上向きの景況感だった。背景として、

国内の自動車、二輪車、建設機械の各業界が好調に推移したことに加え、天然ガスの関連

案件が实施段階に入ってきたことが挙げられる。 

 下期の景況感は全体として上向きまたは変わらない。引き続き自動車、二輪車業界が好

調を持続していること、日本向け造船関連の受注が見込めること、部品の日本向け輸出が

好調に推移することなどがその理由として挙げられる。ただし、世界的金融危機や電力不

足、インフレ高進、労働コストの上昇などの問題により、減速を懸念する見方も出ている。 

 

2．自動車 

（1）自動車 

 上期は、金利の上昇、インフレ高進、燃料価格高騰による市場縮小が懸念されたが、影

響は軽微だった。これは、経済が好調に推移したことに加え、自動車を購入できる層は一

般的に高所得層であることなどが背景にあると思われる。また、鉱業、農業などの好況を

受け、商用車需要が拡大した。石炭、パーム油、ゴムなどの資源価格が高騰した結果、こ

れら資源関連産業の車両需要が旺盛だった。 

 下期は、特に第 4 四半期にさらに金利が上昇し、世界経済低迷の影響が重なって、需要

が鈍化する懸念が出ているが、年内は堅調に推移するとみられる。ただし、原材料価格高

騰に伴う価格転嫁はまだ十分ではなく、今後、値上げによる販売鈍化が尐なからず起こる

と予想される。 

 

（2）二輪車 

 上期は、経済の好調、資源価格の上昇による関連産業従事者の所得向上に加え、燃料価

格の引き上げで相対的に二輪車の経済性が評価されたことなどを背景に、各社の新機種投

入の効果も相まって業況は好調に推移した。 

 下期は、断食明け大祭休暇（10 月初旪）まで、第 3 四半期は好調を維持するが、その後

は例年どおりやや鈍化する見通し。下期を通しては、上期と大きく業況に変化はない見込

み。 

 

（3）自動車部品 

 上期は、国内需要の増加に加えて輸出もタイ、マレーシア向けを中心に好調に推移した。

生産ラインがフル稼働の状況となり、一部では生産能力不足も発生した。 

 下期は、全体で上期の業績レベルを維持するが、輸出はタイ向けを中心に落ち込む見込
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み。また、国内需要についても、株価・為替の動向、原材料価格の高騰、金利の上昇、イ

ンフレ高進などから落ち込む懸念がある。 

 

＜家電市場は韓国勢が牽引＞ 

3．電機・電子 

（1）家電 

 上期は、原材料価格の高騰による販売価格の上昇があったものの、業界全体としてはお

おむね上向いた。国内販売は、カラーテレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機などの主要製品

が好調だったことに加えて、薄型テレビなど高額製品の販売にも伸びがみられた。輸出も

堅調に推移し、前年比 5 割増を記録した企業もある。 

 下期も引き続き上向く見通し。市場は韓国勢が牽引し、日本勢が対応するという構図に

なりつつあるが、民間消費に特段大きな陰りはみられず、上期ほどの勢いにはならない可

能性はあるものの、上向き基調は持続する見通し。 

 

（2）電子部品 

 上期は、二輪車市場の活況により大幅増産となった企業がある一方で、進まない電力イ

ンフラ整備の影響を受けて業況が悪化した企業もあった。全体としては、前年比で変わら

ないとの見方が強い。 

 下期は、引き続き好調に推移している二輪車業界向けが堅調に推移するものの、国営電

力会社の予算大幅カットによる影響など、懸念材料も指摘されている。全体の景況感は上

期と変わらないとの見方が強い。 

 

（3）重電 

 上期は、景況感としては変わらなかったが、原材料価格の高騰を製品価格に転嫁できず

苦しい状況が続いた。 

 下期も上期同様の業況が継続する見込み。国内市場の活性化に期待している。 

 

（4）情報通信 

 上期は、大都市での大型ビルの建設需要の拡大、進出日系企業の IT 投資の増加、通信事

業への新規参入企業の投資など、上向き要素はあったものの、製品価格の下落に追随でき

ずに事業から撤退するなど、悪化したケースもみられた。 

 下期は、国内需要が堅調に推移しており上向くとの見方がある一方で、輸出の減尐を懸

念する声もある。総じて景況感は変わらない。 

（塚田学） 
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10 項目の緊急経済対策を発表（インドネシア）2008 年 11 月 05 日 ジャカル

タ発 

 経済関係閣僚と中央銀行幹部が 10 月 28 日、国内経済安定化に向けて協議し、外貨確保、

国債の買い戻し、違法輸入防止強化などを柱とする 10 項目の緊急経済対策を決めた。10

月 27 日の週に入り、株式市場は連日下落、国債利回りが上昇し、ルピアの対ドル相場も 2005

年の一時的な経済ショック時を下回ったことで、政府・中銀は危機感を強めていた。緊急

経済政策により、国内産業を下支えするとともに外国投資家の信頼を得ることで相場の安

定を期待している。 

 

＜投資家の信頼回復と国内産業支援が柱＞ 

 会合の後、スリ・ムルヤニ経済担当調整相兼財務相が以下の 10 項目の緊急対策を発表し

た。 

（1）国営企業はすべての外貨を国内銀行に戻す。国営企業は、国営企業省に対し、必要と

する外貨需要と外貨収益を報告し、外貨取引は国営銀行を通じて行う。 

（2）2 国間・多国間協力による外貨建てインフラ建設事業などを前倒しして、外貨確保と

国際収支の安定を図る。 

（3）国営企業が銀行間の資金移動を行わないよう指導し、外貨獲得競争を回避して資金流

動性の安定化を図る。 

（4）政府と中銀が共同で国債を段階的に買い戻し、債券市場を安定させて信用維持を図る。 

（5）第 2 維持防衛ラインとして、必要に応じて日本、韓国、中国の中銀との外貨スワップ

協定を活用し、外貨獲得と国際収支の安定を図る。 

（6）11 月 1 日から貿易決済に対する保証制度を導入し、輸出推進を図る。 

（7）11 月 1 日からパーム粗油（CPO）の輸出関税（2.5％）を撤廃し、实体分野の持続的

発展を図る。 

（8）09 年度予算が国会で成立し次第、補正による対策を発表する。 

（9）11 月 1 日から密輸防止対策を強化する。衣料、電子・電気製品、飲食品などの特定品

目に関する輸入規定を発布し、輸入を登録業者だけに制限し、出荷港での認証取得を

義務付ける。特定品目の輸入を首都にあるタンジュンプリオク港やスカルノハッタ空

港など主要港湾・空港に制限する。 

（10）政府関係機関によるタスクフォースを設け、商品流通の監視を強化する。 

 

＜関係閣僚が具体的なアクションを開始＞ 

 この政策に関連し、ソフィヤン国営企業相は、国営企業が海外で保有するドルなどの外

貨を国内に引き揚げるよう指示。特に、国営石油公社プルタミナに対しては、できるだけ

ルピア建てで支払いを行うよう指示し、ドルの流出防止を求めた。また、国営企業に対し

てドルの借り入れを極力控えるよう要請。ほとんどの国営企業はルピアで取引しているた
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め大きな影響は出ていないとしたものの、ドルが必要な場合には売り上げからの利用に限

定するよう指示した。 

 一方、ファミ工業相は、密輸防止対策の強化について、繊維・衣料、電気製品、飲食品、

子ども用玩具、靴・履物の労働集約型 5 産業に対し、製品輸入を特定の港湾や空港に制限

するため、関係機関との調整を図り大臣規定を出すと述べた。登録輸入業者に限定して輸

入を許可するほか、国産品の利用を促進するため、段階的な規制を強化するとしている。 

 対象製品の輸入は、タンジュンプリオク（北ジャカルタ）、タンジュンマス（中部ジャワ

州スマラン）、タンジュンペラック（東ジャワ州スラバヤ）、ベラワン（北スマトラ州ベラ

ワン）、マカッサル（单スラウェシ州マカッサル）の 5 港湾と、スカルノハッタ（ジャカル

タ）、ジュアンダ（スラバヤ）の 2 空港に限定される見通し。 

 政府は、世界経済減速による实体経済への影響に備えるため、特定の産業分野向けに税

務負担を助成することを目的に 10 兆ルピア（約 1,000 億円）を確保するとともに、インド

ネシア経済の成長率急減などの緊急時に備えて、予算の変更や効率化、外国からの緊急借

り入れ、発行枠以上の国債増発などの危機対策を講じる可能性があることを示唆した。ま

た、09 年度予算は 30 日、国会で可決、成立した。 

 

＜産業界は、実体経済の業績回復につながる政策を要望＞ 

 この政策が発表された翌 29 日には、株価指数は下げ止まり、為替もルピア安傾向に歯止

めがかかったようにみられたが、投資家のリスク回避を狙うルピア売り圧力は非常に強く、

再度ルピア安傾向となり、株価も上昇には転じていない。 

 緊急対策の発表に当たり、市場関係者は状況を好転させるものではないと酷評したが、

今のところ、それが的中した状況にある。一方、インドネシア商工会議所（KADIN）は、

この政策を歓迎しつつも国内外の投資家の信頼を失わないための前提条件は、中小企業の

業績回復、消費者の購買力向上であるとの認識を示し、補助金対象になっている石油燃料

の値下げや電力不足の克服など、实体経済の回復につながる政策を策定する必要があると

指摘している。 

（桑山広司） 

 

家電 5 社が 5～20％の減産に踏み切る－世界同時不況の産業・企業への影響－ 

（インドネシア）2008 年 11 月 14 日 ジャカルタ発 

 米国に端を発した世界同時不況で、实体経済にも影響が出始めている。特に、欧米向け

を中心とした輸出型産業への影響が懸念されるが、これまでインドネシア経済を牽引して

きた内需にも、インフレ高進、金利上昇などの影響で減速傾向がみられ、家電業界は減産

に踏み切った。中央銀行のブディオノ総裁は、金融政策の实施で 6 ヵ月以内に流動性の緩

和は期待できるが、今後 2～3 年は实体経済への影響が残るとの見通しを示している。 
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＜家電、自動車とも国内販売が減尐傾向＞ 

 家電業界は、通貨ルピア安の進行に伴い、全品目で最高 15％の値上げを实施する見込み。

業界団体は、20％を超える値上げが实施されないよう業界全体で監視を強化する必要があ

るとも述べている。家電 5 社（パナソニック、東芝、シャープなど）は 10 月下旪から 5～

20％の減産を始めた。国内販売が減尐傾向にあることに加え、輸出にも減速感が出ており、

減産を余儀なくされた。 

 自動車業界では、金利の上昇、流動性不足によるローン審査の厳格化などの影響で、10

月の国内販売台数は前月比 9.5％減の 5 万台にとどまった。在庫水準が通常の倍以上に上っ

ている企業もある。ルピア安の影響を受けて、11 月から自動車の販売価格は 1～5％引き上

げられる。2008 年の国内販売台数は 58 万台を確保して過去最高を更新する見込みだが、

09 年は 30％の大幅減尐になる見通し。 

 一方、輸出は、これまで各輸出先国の需要が堅調で、1～9 月の实績は前年同期比 76％の

大幅増だった。景気不安が強まる現在でも、年内は複数国から十分な発注があり、国内販

売ほどの減速懸念は出ていないものの、今後、輸出先国の需要が減退し、輸出が減尐する

恐れは強い。 

 経済減速の影響により、全労働者機構（OPSI）は全産業で失業者が 350 万人増加すると

の懸念を示している。繊維産業では、欧米からの受注減尐の影響で 15 万人の解雇者が出る

見通し。鉄鋼業界でも従業員解雇の動きがみられる。鉄鋼価格の下落、密輸品のまん延、

金融危機による銀行の貸し渋りやインフラ事業の延期が、業績不振に追い打ちをかけてい

る。 

 

＜政府が 10 兆ルピアの危機対策資金＞ 

 政府は、09 年度予算で、世界経済減速による国内实体経済への影響に備えるため、合計

12 兆 5,000 億ルピア（約 1,136 億円）の経済対策を決定している。10 兆ルピア（約 909 億

円）の危機対策資金を確保し、所得税・付加価値税の減税による産業界の負担軽減に加え、

大きな影響を受けた産業に対する救済策の实施を表明している。また、2 兆 5,000 億ルピア

（約 227 億円）を部品・原材料の輸入関税撤廃に充て、国内産業のコスト削減を後押しす

る。 

 

＜財界はさらに 10 兆ルピアの上積み求める＞ 

 インドネシア商工会議所のヒダヤット会頭は、産業向けの危機対策資金として、政府決

定の 10 兆ルピアにさらに 10 兆ルピアの上積みが必要だとの見解を示している。09 年には

製造業の生産が 20％減尐するとの予想から、特に繊維や製靴などの労働集約型産業の中小

企業を支援するべきだとしている。 

 政府は、金融政策を中心とした経済対策を相次いで打ち出している（2008 年 11 月 5 日

記事参照）。輸入業者登録の義務化や輸入港湾の制限などで密輸入の防止を目指すなど、国
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内産業を保護する政策を取っている。また、従来の輸出先国の需要が低下するのに対応し

て、外交と国際協力関係の強化を通じて、東欧、中東、アフリカ、单米など新しい市場へ

の輸出を促進する意向。しかし、实体分野に対する具体的な救済策はまだ十分とはいえな

い状況だ。 

（塚田学） 

 

政策金利、12 月には引き下げか （インドネシア）2008 年 12 月 02 日 ジャカ

ルタ発 

 中央銀行は 11 月 6 日の月例総裁会合で、政策金利の中銀短期証券（SBI）1 ヵ月物金利

の誘導目標（中銀レート）を 9.5％に据え置いた。依然として残るインフレ懸念とルピア安

などを考慮して利下げを見送ったが、金融危機の影響で实体経済の活力が低下してきてお

り、12 月には利下げに踏み切る可能性が出てきた。ブディオノ中銀総裁は「今後は経済成

長を後押しする要素が必要になる。あとはタイミングを待つだけ」と述べ、利下げの可能

性を示唆した。 

 

＜インフレは沈静化の方向か＞ 

 2008 年 10 月の消費者物価上昇率（前年同月比）は 11.77％と、引き続き 2 ケタ上昇なが

ら前月より低下した（2008 年 11 月 12 日記事参照）。前月比では、断食明け月という季節

要因もあって、08 年では最低の 0.45％にとどまった。ピークだった 6 月の 2.46％から低下

傾向にあり、インフレは徐々に沈静化しているとも考えられる。 

 12 月 1 日に発表される 11 月の物価上昇率は、10 月と比べてさらに低下すると見込まれ

ており、中銀のハルタディ副総裁は「11 月のインフレ率は小幅にとどまるか、下落に転じ

る可能性もある」との見通しを示している。ただし、ルピア安の進行で輸入品を中心に物

価の上昇が見られること、12 月 1 日から始まる補助金付きのガソリン価格の引き下げは物

価にさほど大きな影響を与えないとみられていることから、インフレ動向には十分に注意

が必要である。 

 

＜産業界は早期利下げを希望＞ 

 6 ヵ月連続で实施された政策金利の引き上げは、企業の資金調達コストを大幅に押し上げ、

金融危機が实体経済に大きな影響を及ぼし始めたことも相まって、企業業績の悪化を招い

ている。 

 需要の冷え込みによる生産減は各業界に広がっており、繊維業界では 10 月以降 2～5 割

の減産、好調を維持してきた自動車・二輪業界についても大幅な生産調整が見込まれてい

る。高金利は、企業業績の悪化にとどまらず、これまで自動車・二輪車業界を牽引してき

た販売金融にも悪影響を及ぼしている。金融危機の影響に伴う資金流動性の低下も大きく

影響して、急速にローンの引き締めが進み始めた。販売金融各社は一斉に貸出金利の大幅
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な引き上げ（平均 5 ポイント程度）に動き始めており、今後、不良債権の増加が懸念され

ている。 

 中銀は、流動性低下の緩和に向けた金融政策を進めているが、特に中堅・中小銀行では

深刻な流動性不足が続いており、大手銀行を含め与信引き締めが進む懸念が強い。金利引

き上げに伴う調達コストの大幅増加と与信厳格化の二重苦が企業業績の圧迫要因となり、

経済の活力低下がさらに進むとして、産業界は早期の利下げを望んでいる。 

 中銀による継続的な政策金利の引き上げは、一定のインフレ抑制効果をもたらしたと考

えられるが、10 月以降のルピア安の進行を見る限り、必ずしも有効な通貨防衛につながっ

ているとはいえない。10 月のインフレ率の低下は季節要因によるもので、依然としてイン

フレ圧力は強いとの見方もあり、今後、利下げに踏み切った場合の反動、ルピア安の一層

の進行は十分に考えられる。経済の活力低下の阻止との両にらみで、中銀は難しい判断を

迫られている。 

（塚田学） 

 

【韓国】 

09 年の経済成長率は 3％台にとどまる公算（韓国）2008 年 10 月 17 日 ソウル

発 

 世界的な金融不安は急激なウォン安、株安をもたらした。韓国経済は減速感を強めてお

り、2009 年の实質 GDP 成長率は 3％台にとどまるとみられている。一部の輸出企業はウ

ォン安メリットが期待されているものの、全般的に見ると、国内外の景気悪化や輸入価格

の上昇による企業収益の悪化が懸念される。 

 

＜ウォン、株価とも大きく下落＞ 

 世界的な金融市場の混乱は韓国経済にも大きな影響を及ぼしている。ウォンと株価の下

落が深刻だ（図参照）。このところ、ウォンの対ドルレートはウォン安基調となっていたも

のの、9 月中旪までは 1 ドル＝1,100 ウォン台を維持していた。しかし、9 月末以降は下落

速度が増し、10 月には一時、1 ドル＝1,400 ウォン台と、通貨・経済危機以来 10 年 7 ヵ月

ぶりの安値を記録した。 

 07 年末以降、経常収支が赤字基調となっていることに加え、リスク許容度が縮小した外

国人投資家が韓国からの資金引き揚げに動いたこと、円キャリー取引の解消が膨らんだこ

と、韓国の輸出企業がウォンへの換金を遅らせたことなどが、急激なウォン安の要因だ。

直近ではやや戻しているものの、依然として不安定な状況だ。 

 株価は米国など世界的な株安の影響を受けている。特に 10月に入ってから下げ足を早め、

韓国総合株価指数（KOSPI）は一時 1,200 ポイント台に下落した。 

 このような中、政府・韓国銀行（中央銀行）は断続的にウォン買い介入し、金融市場の

混乱の解消に向けて 10 月 9 日には利下げに踏み切った（2008 年 10 月 10 日記事参照）。  
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＜経済成長率を下方修正＞ 

 国内外の主要機関は相次いで経済成長率の予測値を下方修正している。有力民間シンク

タンクの 1 つである LG 経済研究院は 10 月 14 日、08 年の实質 GDP 成長率を当初予測の

4.9％から 4.4％に下方修正した。金融市場の混乱などによる世界経済減速が輸出鈍化をも

たらすというのが主な修正理由だ。09 年の成長率も 3.6％にとどまるとみている。そのほ

かの主要内外機関も金融不安が实体経済に波及し始めた最近の状況を踏まえ、相次いで従

来の予測値を下方修正している。いずれも 09 年の实質 GDP 成長率は 3％台の低成長にと

どまるとみている。 

 

＜一部輸出企業除き収益悪化＞ 

 金融市場の混乱の中でも、特に、最近の急激なウォン安ドル高が韓国企業の収益に大き

く影響している。主要業界の影響は次のとおり。 

○食品業界 

 食品業界は輸入依存度が高く、ウォン安ドル高の影響を大きく受けている。CJ、大象な

ど主要食品メーカーは、ウォン安ドル高によりトウモロコシなどの穀物原料価格が 30％以

上も上昇し、収益が悪化する見通しだ。ウイスキーやワインなどの酒類も、輸入価格が 30％

以上上昇している。消費低迷が続いており、食品メーカーは輸入価格上昇を販売価格に転

嫁しにくい厳しい状況にある。 



Copyright ©2009 JETRO. All rights reserved. 

○自動車業界 

 輸出比率の高いメーカーはウォン安効果を享受する見通しだ。GM 大宇は生産量の 90％

以上を輸出しており、ウォン安ドル高による収益向上が見込まれる。「毎日経済新聞」（10

月 11 日）は「輸出の多い GM 大宇は微笑」という見出しを付けた。ルノーサムスンも近年、

輸出比率が高まっており、ウォン安メリットが期待される。 

 輸入車業界はウォン安ドル高の打撃を受けている。特に、BMW など外貨建てで完成車を

輸入している販売業者は業績悪化が予想される。 

○航空業界 

 航空会社は燃料費、航空機購入、保険料などの 70％をドルで決済しているため、為替差

損が発生している。大韓航空は 1 ドル＝10 ウォン下落するごとに 200 億ウォンの損失が発

生すると報道されている。ウォン安による直接的な影響だけでなく、海外旅行需要が減尐

する恐れが強いことも懸念材料だ。 

○小売業界 

 ウォン安、株安により消費者マインドが冷えており、小売業界は厳しい状況に置かれて

いる。主要デパートの 10 月の定期セールの売上高は伸び悩んだ。ロッテ百貨店、現代百貨

店のセール期間の 1 日当たり売上高は、07 年はそれぞれ前年同期比 17％増、13％増と好調

だったが、08 年の伸び率はそれぞれ 4.7％、4.1％と低かった。特に、衣類と家庭用品の売

り上げが不振だった。 

 

＜「KIKO」による損失も急増＞ 

 輸出企業の為替差損の発生を防ぐ目的で設計されたデリバティブ商品の「KIKO」（「ノッ

クイン、ノックアウト」）が、急激なウォン安で皮肉にも差損をさらに拡大させている。ウ

ォンレートが当初、想定した限度額を超えて下落した場合には、購入者に大きな損失が発

生する仕組みになっているためだ。 

「ソウルファイナンス」（10 月 9 日）は中小企業中央会の推計を引用し、「（中小企業の総

損失額は）1 ドル＝1,200 ウォンの場合には 1 兆 1,033 億ウォン、1 ドル＝1,300 ウォンの

場合には 1 兆 4,385 億ウォンに増える。1 ドル＝1,500 ウォンを割れば 2 兆ウォンを超えよ

う」と紹介している。 

 政府は KIKO を購入した中小企業の被害は深刻だとして、対策に乗り出した。10 月 1 日

に「中小企業流動性支援方策」を発表し、KIKO による損失に苦しむ中小企業に対して緊急

融資を行うことにした。 

 

＜日系企業にも大きな影響＞ 

 在韓日系企業は一般的に、韓国企業向けや韓国の最終消費市場向けの販売比率が高いた

め、今後、売上高が伸び悩むことを懸念している。原材料などを円建てで日本から輸入し

てウォン建てで販売する日系企業の場合、顧実との製品価格の改定交渉次第では、業績悪
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化を免れないとの危惧も出ている。さらに、「KIKO の損失を受けた韓国企業からの代金入

金が遅延している」、「為替変動幅が大きいため日本本社への送金ができない」、「外部事業

環境が不透明なため事業計画が立てられない」などの声も聞かれた。 

（百本和弘、崔喜楽） 

 

銀行の対外債務に 1,000 億ドルの政府保証−金融安定化策−（韓国）2008 年 10

月 22 日 ソウル発 

 政府は、外貨の流動性確保支援、株式市場安定化のための税制支援、ウォンの流動性支

援、企業銀行の資本拡充、国際協力体制強化などを骨子とする金融安定化対策を発表した。

これにより短期的には国内金融市場の安定が予想されるが、一部の分野では大きな効果は

期待できないとの懸念も出ている。 

 

＜銀行の対外債務、3 年間政府保証＞ 

 政府は 10 月 19 日、国内金融市場を安定化させるため、「国際金融市場不安の克服対策（以

下、10.19 対策）」を発表した。10.19 対策の詳細内容は以下のとおり。 

（1）外貨の流動性確保支援 

 政府は、銀行間の借り入れに対する各国の政府保証の活発化により韓国の銀行が不利益

を受けることを避けるため、銀行の対外債務に政府保証を付与することにした。対象は 2009

年 6 月 30 日までに海外から借り入れる債務で、保証期間は 3 年間。保証規模は総額 1,000

億ドルとなる。政府では、09 年 6 月までに満期が来る国内銀行の対外債務は約 800 億ドル

としている。また、政府と韓国銀行（中央銀行）は外貨の流動性を確保するため、300 億ド

ルを市中に供給することにした。 

 

（2）株式市場安定化のための税制支援 

 長期保有型の株式・債券ファンドに対する税制支援を通じ、株式市場と資産運用会社の

安定化を図ることを目的としている。長期株式型ファンド（積み立て式）に 3 年以上加入

する場合、金額の一定比率の所得控除と配当所得に対する非課税制度を实施する。長期会

社債券型ファンド（据え置き式）に 3 年以上加入した場合、配当所得を非課税とする。同

対策により、1 兆 3,000 万ウォンの減税効果が期待される。 

 

（3）ウォンの流動性支援 

 ウォンの流動性確保のため、韓国銀行は金融市場に買い戻し条件付き債権の買い入れ、

国債の買い入れおよび通貨安定証券（注 1）の途中償還などを实施し、ウォンの供給を増や

す。 

 

（4）企業銀行（Industrial Bank of Korea）の資本拡充 
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 中小企業への金融支援を拡大するため、政府系金融機関の企業銀行に 1 兆ウォン出資す

る。1 兆ウォンの増資により、中小企業への貸し出し余力は約 12 兆ウォン増加（韓国政府

推定）すると見込まれる。 

 

（5）国際協力体制強化 

 韓国など新興経済国が属する G20 の枠組みで通貨スワップ（注 2）を含む国際協力体制

を構築するよう働きかける。また、ASEAN＋3（日中韓）での外貨融通制度である「チェ

ンマイ・イニシアチブ（注 3）」も 09 年完了を目標にする。 

 

 

＜短期的には金融市場の安定にプラス効果＞ 

 10.19 対策に対して、金融業界では、政府の支払い保証とドルの供給により、ドル調達が

ある程度容易になるとして歓迎している。また、ファンドに対する税制見直しやウォンの

供給拡大によって資金の株式市場への回帰をもたらし、株式市場の安定化に貢献すること

を期待している。 

 しかし、10.19 対策は、最近の世界的な金融不安下での措置であり、韓国の金融市場のフ

ァンダメンタルズを改善させるビジョンにはなっていないとの見方もある。ある銀行関係

者は「10.19 対策にもかかわらず、外国人が韓国から資金を回収しているし、国際金融市場

が依然として不安定なため、ウォン安はしばらく続く」（「毎日経済新聞」10 月 20 日）とみ

ている。「株式市場の安定を図るには税制支援規模が小さすぎる、ウォンの流動性支援の対

策は具体的な金額が明示されていない」（「毎日経済新聞」10 月 20 日）といった懸念も出て

いる。 

 また、政府が支払いを保証することによる銀行のモラルハザードの拡大や韓国銀行がウ

ォンの供給を増やすことによる物価上昇を警戒する指摘もある。 

 

（注 1）韓国銀行が、急激なウォン高を防ぐために外貨を買い入れる名目で発行する証券。 

（注 2）事前に合意された為替レートで決められた期間に交換する契約で、中長期的な為替

リスクをヘッジする仕組み。 

（注 3）00 年 5 月にタイのチェンマイで開催された ASEAN＋3 財務相会合で合意された 2

国間通貨スワップ取り決めのネットワーク構築などを内容とするイニシアチブ。 

（李海昌） 

 

韓国銀行、政策金利を 0.75 ポイント緊急引き下げ（韓国）2008 年 10 月 29 日 

ソウル発 

 韓国銀行（中央銀行）は 10 月 27 日、政策金利を 0.75 ポイント引き下げ、4.25％とした。

金融市場の混乱や实体経済の急速な悪化を受けたもので、利下げのタイミング、利下げ幅
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とも異例だ。今回の利下げが、金融市場の混乱や景気悪化を緩和する一定の役割を果たす

ものと期待されている。しかし、問題の発端が海外発であるだけに、利下げ効果には限界

もある。韓国銀行は既に追加利下げの可能性を示唆している。 

 

＜時期、幅ともに市場の予想を覆す＞ 

 韓国銀行（中央銀行）は 10 月 27 日、臨時金融通貨委員会を開き、政策金利である買戻

し条件付債券（RP）金利を、現行の 5.00％から 4.25％に引き下げると発表した。政策金利

は、10 月 9 日に 0.25 ポイント引き下げられたばかりだったが、経済情勢の急速な悪化を受

け、異例の緊急利下げとなった（図参照）。  

 

 

 市場では、11 月の定例金融通貨委員会での利下げは予想されていたものの、緊急利下げ

は予想外のことだった。また、金融通貨委員会の開催が発表された直後の時点では、利下

げ幅は 0.25 ポイントまたは 0.5 ポイントとみられており、0.75 ポイントもの大幅を予想す

る向きはなかった。利下げの時期、幅とも市場の予想を覆すものとなった。 

 韓国銀行は、今回の決定について「政策金利を大幅に引き下げたのは、国際金融市場の

混乱の影響が国内市場に波及し、為替、株価が大きく変動したことで、部分的な信用縮小

現象が見られ、今後、实体経済活動が大きく縮小する可能性がある。それに積極的に対応

する必要があると判断した」（プレスリリース資料）と説明している。 

 李成太（イ・ソンテ）総裁は記者会見で、「経済活動が相当に鈍化しており、雇用者数も

拡大の速度が急速に鈍化している。家計や中小企業の（借入金の）返済負担が大きい。従
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って、韓国銀行がより確实に積極的に動く必要があると判断した」と述べた。前回の利下

げの効果がほとんど見られなかったことから、思い切った利下げを行ったようだ。 

 

＜対応遅いとの批判も＞ 

 利下げによるウォン安や物価上昇といった副作用が気になるところだが、韓国銀行は、

主要国が一斉に利下げに動いており、国際的な資金の動きが金利よりも流動性によって決

定されているため、利下げは為替レートに大きな影響を与えないとしている。また、物価

上昇圧力についても、内需が停滞しており、原材料価格が急速に下落しているため、影響

は尐ないとしている。 

 今回の利下げは下げ幅が大きいだけに、肯定的な評価が多い。家計や中小企業の金利負

担を軽減させ、市場心理のこれ以上の悪化を防ぐのには一定の効果が期待できるというも

のだ。「株価の追加的な急落の可能性は低下した」（「中央日報」10 月 28 日）という見方も

ある。経済界も「わが国経済に大きなプラスになろう」（大韓商工会議所）と歓迎している。 

 ただし、韓国銀行の対応が遅かったとの批判もある。「毎日経済新聞」（10 月 28 日）は「対

応の遅れが繰り返され、結局、市場に不安感を与えてきた」という市場関係者の声を紹介

し、韓国銀行の金融緩和への政策転換の遅れを批判している。 

 

＜追加利下げの可能性を示唆＞ 

 最近の金融市場の混乱や景気悪化の原因が海外にあるだけに、今回の大幅利下げが抜本

的な解決策になるとは必ずしもみられていない。そうしたこともあって、韓国銀行は今後

の追加利下げの可能性を示唆している。李成太総裁は 27 日の記者会見で「金融市場の混乱

が完全に収まらない状況で、中央銀行が各種のリスクが大きいと判断するのは正しい。そ

れに関心を払う状態が当分の間続くだろう」と述べ、追加利下げの可能性を示唆した。 

「韓国銀行は今後、政策金利を追加引き下げする可能性が高い。政策金利を 0.75 ポイン

ト下げただけでは、金融市場が安定を取り戻し、实体経済が回復することはないため」（聯

合ニュース 10 月 27 日）というのが一般的な見方だ。 

（百本和弘） 

 

危機克服の総合対策を発表（韓国）2008 年 11 月 05 日 ソウル発 

 政府は 11 月 3 日、為替・金融市場、实体経済、中小企業・市民生活の安定を目指した総

合対策を発表した。これにより、2009 年には 4％前後の経済成長、20 万人前後の雇用創出

効果があると期待している。専門家、マスコミも肯定的に受け止めている。 

 

＜財政出動は 11 兆ウォン＞ 

「経済難局克服対策（以下、11.3 対策）」と名付けられた総合対策の主な内容は以下のとお

り 〔 全 文 は 韓 国 企 画 財 政 部 ウ ェ ブ サ イ ト （ 韓 国 語 、 
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http://www.mosf.go.kr/news/press_20_1.php?action=view&t_code=773&no=86086&pare

nt_code=AB0102）参照〕。 

 

○為替・金融市場安定 

（1）為替市場安定 

 米国との通貨スワップ締結（2008 年 10 月 31 日記事参照）により為替市場はある程度安

定的に推移しているが、日本、中国との通貨スワップ（チェンマイ・イニシアチブ）も推

進し、流動性の拡大、多様化を図る。外貨準備高を増やすため、輸出拡大による経常収支

の黒字転換を図る。また、現在は預金保証制度の対象になっていない外貨預金をウォンと

同一水準（5,000 万ウォン、1 円＝約 13 ウォン）まで保証する。国際協調を強化するため、

IMF 理事会と G20 財務相・中央銀行総裁会議に積極的に参加する。 

（2）金融市場安定 

 株式市場の安定を図るため機関投資家に責任のある役割を果たすよう促す。また、金利

を低めの水準に誘導する（2008 年 10 月 29 日記事参照） 。中小企業への貸し出しと輸出

企業への支援を拡大するため、国策銀行に出資する〔韓国産業銀行（5,000 億ウォン）、企

業銀行（5,000 億ウォン）、韓国輸出入銀行（3,000 億ウォン）〕。 

 

○实体経済活性化 

（1）財政支出の拡大 

 公共支出の拡大（11 兆ウォン）を通じ、雇用創出を図り、市民生活を支援する。内訳は、

インフラへの投資（4 兆 6,000 億ウォン）、中小企業・零細自営業・農漁業支援（3 兆 4,000

億ウォン）、青年失業対策支援（3,000 億ウォン）、低所得層福祉支援（1 兆ウォン）、地方

税制支援拡大（1 兆 1,000 億ウォン）など。また、3 兆ウォン規模の税制支援（減税）を強

化し、民間の設備投資拡大を図る。 

（2）不動産・建設業の景気活性化 

 小型住宅建設義務比率の縮小、容積率の拡大などを通じ、再建築の規制を緩和する。ソ

ウルの富裕層地域である江单 3 区を除き、投機過熱地区（注）を廃止し、不動産取引の活

性化を図る。 

（3）規制緩和を通じた投資拡大 

 土地利用の規制を合理化し、企業の投資と雇用の創出を図る。競争国に比べ厳しく策定

されている環境規制を合理化し、企業の負担を減らす。参入障壁が高いサービス産業の規

制を合理化・改善する。08 年の目標である 120 億ドルの外資誘致のため、投資誘致活動を

強化する。 

 

○中小企業、市民生活安定 

 信用保証の供与拡大、貸出金満期延長などを通じ、中小・零細企業の黒字倒産を防止す
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る。このため、信用保証基金、技術保証基金の保証規模を 42 兆ウォンから 48 兆ウォンに

拡大する。失業手当の支給拡大（103 万 2,000 人→112 万 6,000 人）、大学生の奨学金拡大

（3 万 2,000 人→18 万 1,000 人）などを通じ、低所得層への財政支援を拡大する。零細自

営業など小規模カード加盟店の手数料を引き下げる。 

 

＜4％前後の経済成長、20 万人前後の雇用創出を目指す＞ 

 政府は、11.3 対策などを踏まえて、09 年の経済成長率を 4％前後と予想した。現在は 3％

前後の経済成長率が見込まれているが、総合対策などの効果により 1 ポイント上昇すると

みている。また、新規雇用創出も現在の予想の 12 万〜13 万人から 20 万人まで増加すると

期待している。 

 一方、専門家、マスコミは、11.3 対策について、「適切なタイミングでの適切な対応」と

の肯定的な意見が支配的だ。韓国経済研究院のホ・チャングク本部長は「政府が動員可能

な手段はすべて動員した」とし、LG 経済研究院のオ・ムンソク审長も「实体経済が不振だ

と金融不安につながる可能性があるので、それに備えた対応は適切」と評価した（「朝鮮日

報」11 月 4 日）。 

 しかし、一部では、危機の深刻性に比べ規模が小さい、過度な財政支出と減税により財

政の健全性が損なわれる、といった批判も出ている。 

（注）投機過熱地区とは、投機目的の住宅購買を防ぐため、住宅保有者の購買制限、転売

などを規制する地域。 

（李海昌） 

 

【シンガポール】 

景気後退が鮮明に−前年同期比でもマイナス成長−（シンガポール）2008 年 10

月 17 日 シンガポール発 

 2008 年第 3 四半期の实質 GDP は前期比年率 6.3％減（季節調整済み、推定値）となる見

通しとなった。世界的な金融危機深刻化の影響を受けて、第 2 四半期の 5.7％減に続いて 2

期連続のマイナス成長となり、02 年以来のテクニカル・リセッション（定義上の景気後退）

入りした。前年同期比でもマイナス成長となる見込みだ。 

 

＜製造業、マイナス幅を拡大＞ 

 貿易産業省が主として 7、8 月の経済指標を基に算出した 08 年第 3 四半期の实質 GDP（予

測値）は、前年同期比では 0.5％減と、03 年以来初めてのマイナス成長となった。同省は

「最近の米金融危機の深刻化により、信用が一段と収縮し、企業が経済活動を維持するの

がさらに困難になった」と指摘、米国の失業率の上昇と住宅価格の下落に伴い、「米国の消

費意欲がさらに弱含み、アジアとその他の国々の輸出需要に影響を与えている」と述べた。 

 部門別では、製造業が前年同期比 11.5％減と、第 2 四半期の 4.9％減と比べてマイナス幅
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が拡大した。これについて同省は「（国内最大品目の）医薬品が引き続き低迷し、精密エン

ジニアリング、化学も外部需要が低下したため」と説明している。また、好調が続いた建

設も、第2四半期の18.3％増から7.8％増に、サービス部門も第2四半期の7.0％増から6.1％

増に減速している。今後は、金融サービスの伸びが減速するとみられる。 

 

＜金融政策は緩和に転換＞ 

 中央銀行に相当するシンガポール通貨金融庁（MAS）は 10 月 10 日、景気悪化を受けて、

シンガポール・ドル（S ドル）の名目实効為替相場水準（注）を「中立」に改め、4 年ぶり

に金融政策を引き締めから緩和へと転換した。MAS は 04 年以来、「穏やかで段階的な S ド

ルの上昇」スタンスを維持していたが、インフレ加速を受けて 07 年 10 月に S ドルの上昇

ペースを速め、さらに 08年 4 月には实効為替相場の許容変動幅の中央値を引き上げていた。 

 同庁はインフレ対策の一環として、S ドルを高めに誘導することで輸入コスト引き下げを

図ってきたが、インフレ圧力が緩和したことから通貨政策を転換し、輸出の競争力強化に

乗り出したもようだ。 

 消費者物価指数（CPI）上昇率は 4〜6 月に前年同月比 7.5％とピークをつけた後、7 月に

6.5％、8 月に 6.4％へと低下している。MAS は 08 年の CPI 上昇率予想を 7 月に「5〜6％」

から「6〜7％」へと上方修正していたが、今回は予想を修正しなかった。 

 

＜景気後退は長期化＞ 

 貿易産業省は景気状況の悪化を受けて、08 年通年の GDP 成長率予想を「3％程度」とし、

これまでの「4〜5％」から下方修正した。同省は当初、通年の成長率予測を「4.5〜6.5％」

としていたが、08 年 2 月に「4〜6％」、8 月に「4〜5％」へと下方修正していた。 

 リー・シェンロン首相は「米国、欧州、日本経済の悪化の影響をアジアの国々は避けら

れない。厳しい状況は尐なくとも 09 年にかけて続き、さらに長期化する可能性に備える必

要がある」と警告した。ターマン・シャンムガラトナム財務相も 10 月 5 日、景気後退が 1

〜2 四半期にとどまらず、数四半期に及ぶ可能性に言及している。ただ、政府の財政は堅調

で、経済の多角化が進んでいることから、危機を乗り越えることに自信を示した（「ビジネ

ス・タイムズ」紙 10 月 6 日）。 

（注）為替レートは米国を含む主要貿易相手国の通貨で構成する通貨バスケット制を採用。

MAS は毎年 4 月と 10 月の 2 回、通貨政策の見直しを实施している。 

（本田智津絵） 

 

米金融危機の影響は 09 年まで継続−通貨金融庁の見通し−（シンガポール）2008

年 11 月 06 日 シンガポール発 

 シンガポール通貨金融庁（MAS、中央銀行に相当）は 10 月 28 日に発表したマクロ経済

報告で、米国の金融危機に端を発する国内経済の低迷は2009年も続くとの見通しを示した。
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同庁は、金融安定化のため銀行預金の全額保証に踏み切るなどの対策を次々に打ち出して

いる。 

 

＜09 年も潜在成長率の 4〜6％を下回る＞ 

 国内経済は 04〜07 年に年平均 8％の成長を達成するなど好調を維持していた。しかし、

08 年半ば以降、米金融危機のあおりを受けて第 2〜第 3 四半期の GDP 成長率は 2 期連続

で前期比マイナスとなり、テクニカル・リセッション（定義上の景気後退）入りした（2008

年 10 月 17 日記事参照）。 

 08 年通年の経済成長率予想については貿易産業省が 10 月 10 日に、それまでの「4〜5％」

から「3％前後」へと下方修正している。MAS は今回の報告で、金融危機に対する国際協

調の一連の動きについて「国際金融システムが直ちに崩壊する可能性は大きく減退したも

のの、先進工業国の多くが経済低迷の現状を打破するまでには至っていない」とし、今後

の国内経済の見通しについては、09 年も中期的な潜在成長率とされる 4〜6％を下回り、景

気低迷が継続すると予想している。また、09 年下半期の景気回復の可能性については、「G3

（日米欧）と近隣諸国の経済動向次第」とみている。 

 

＜金融安定化に向け預金保護などの対策打ち出す＞ 

 MAS はリーマン・ブラザーズ、アメリカン・インターナショナル・グループ（AIG）の

経営破綻が次々に明らかとなった 9 月 15 日以来、市場の混乱を沈静化させるための声明を

連日のように発表すると同時に、金融安定化に向けた対策を打ち出している。9 月 27 日に

は、3 ヵ月物銀行間取引金利（SIBOR）が 9 月 26 日の 1.76％から、翌 27 日に 2.23％へと

急上昇したのを受け、金融システムの流動性を確保するため市場介入を实施したと公表し

た。MAS が介入を公表するのは異例で、9 月 30 日にも介入を公表した。 

 MAS と財務省は 10 月 16 日、MAS の認定を受けた国内のすべての銀行、金融会社、商

業銀行のシンガポール・ドル（以下、S ドル）建て、外貨建ての預金の全額保護（10 年末

まで）の即日实施に踏み切った。また、全額保護の裏付けとして政府の準備金 1,500 億 S

ドルを充てた。MAS は直前まで預金の全額保護を实施しない方針を示唆していたが、香港

やオーストラリアなど各国が預金全額保護に向けて動き出したのを受け、こうした国々へ

の資金流出阻止を図った。 

 さらに、MAS は 10 月 30 日、米連邦準備制度理事会（FRB）と最大 300 億米ドルに上

る通貨スワップ協定（09 年 4 月 30 日まで）を締結した。同庁は「国内金融機関は大半が

国際的な取引にかかわっており、協定締結はこれら金融機関に対し米ドル資金の流動性を

保証するための予防的措置だ」と強調している。 

（本田智津絵） 
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カジノ併設型総合リゾートの行方に黄信号（シンガポール）2008 年 11 月 06 日 

シンガポール発 

 世界的な信用収縮のあおりを受け、国内でカジノ併設型総合リゾート（IR）の開発を進

めるラスベガス・サンズの資金調達難や工事の遅れが大きく報道され、完成に向けて不安

視する向きもある。これに対し、政府当局は IR の成功のため開発会社と密接に協力する姿

勢を強調している。 

 

＜サンズの株価が急落＞ 

 世界的な景気後退は、国内の観光に打撃を与えている。外国人来訪者数は 9 月までに 4

ヵ月連続で前年同月比減となった。F1（フォーミュラー・ワン）自動車レースが開催され

たにもかかわらず、9 月のチャンギ空港の利用実は前年同月比 0.4％減の 289 万人と、世界

的な景気後退や国内のホテル宿泊料金の高騰などにより 2004年 2月以来初めての減尐を記

録した。政府観光庁（STB）は 9 月 24 日、08 年通年の来訪者数は目標の 1,080 万人に達

しないとの見通しを明らかにしている。 

 国内 2 ヵ所で建設中の IR のうち、中心部のマリーナのカジノを開発している米ラスベガ

ス・サンズ本体の経営への不安が最近になって高まっている。米国などでの各紙報道によ

ると、08 年後半から、米経済の悪化を背景にサンズを含むラスベガスの主要なカジノ経営

会社の売り上げは減尐し、株価も急落、資金調達にも苦慮しているという。 

 ニューヨーク株式市場のサンズの株価は 07 年 12 月 31 日の 103.05 ドルから、10 月 1 日

に 31.32 ドルへと下落していたが、同社のシェルドン・アデルソン会長が自己の資金 4 億

7,500 ドルを自社に注入すると 10 月 1 日に発表されると、逆に同社の資金調達能力への不

安感が高まって株価はさらに値を下げ、10 月 28 日に 4.95 ドルまで急落した。 

 STB は 10 月 28 日の声明で、サンズのシンガポールでのプロジェクトについて「あらゆ

る事態を想定しているが、現段階での憶測は時期尚早だ」と述べ、カジノを成功させるた

めサンズと密接に協力していると強調した（「ビジネス・タイムズ」紙 10 月 29 日）。この

声明を受けて市場にようやく安心感が広まり、サンズの株価は上昇に転じている。 

 

＜営業開始が遅れる可能性も＞ 

「ストレーツ・タイムズ」紙（10 月 30 日）は 1 面で、サンズの事業について消息筋の

情報として、工事が大きく遅れているため予定していた 09 年末に完成しない可能性がある

と報じた。これに対し、サンズは 09 年末の完成予定の延期はないと強調している。STB が

05 年に発表した観光 10 年計画では、15 年までに外国人来訪者を年間 1,700 万人に増やす

という目標を設定しており、目標達成にカジノの存在は不可欠だ。サンズは、カジノによ

る 1 万 400 人の直接雇用を約束しており（注）、雇用創出面でも影響が大きく、工事の進捗

状況に関心が集まっている。 

 一方、マレーシアのカジノ娯楽施設運営会社ゲンティン・インターナショナルは 11 月 3
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日、セントーサ島に開発中の IR について、10 年第 1 四半期にはテーマパークの「ユニバ

ーサル・スタジオ」と 4 ホテルなど、IR 全体の約 6 割が予定どおり開業すると公表した（「ス

トレーツ・タイムズ」紙 11 月 4 日）。ゲンティンは、2 ホテルや大型水族館など残り 4 割の

開業時期について政府と調整中だとしている。クアラルンプール株式市場に上場している

ゲンティンの株価も金融危機の影響で大きく下落している。同 IR も約 1 万人を雇用する計

画だ。 

（注）サンズは 1 万 400 人のうち 75％をシンガポール人とすることを約束。また、間接的

な雇用は 15 年までに 3 万人との見通しを示している。 

（本田智津絵） 

 

中小企業の資金繰り悪化－世界同時不況の産業・企業への影響－ （シンガポー

ル）2008 年 11 月 13 日 シンガポール発 

 米金融危機の影響を受け、2002 年以来のテクニカル・リセッション（定義上の景気後退）

入りしたシンガポールでは、中小製造企業を中心に資金繰りに苦しむ企業が増えている。

政府は 09 年 2 月に発表の 09 年度予算（09 年 4 月～10 年 3 月）で、企業のコスト削減へ

の支援策などを盛り込む方針だ。 

 

＜景況感は大幅に悪化＞ 

 国際企業庁（IE シンガポール）によると、石油製品を除いた地場輸出は 08 年 9 月に前

年同月比 5.7％減尐し、5 ヵ月連続でマイナスとなった。一方、製造業生産指数は 9 月に同

2.4％上昇し、7～8 月の 2 ヵ月連続マイナスからプラスに転じた。9 月は医薬品が大幅に上

昇（38.2％）したことが生産指数全体を押し上げた。しかしエコノミストらは、経済全体が

急速に冷え込みをみせていることから、見通しは厳しいと指摘している（「ストレーツ・タ

イムズ」紙 10 月 25 日）。 

 経済開発庁（EDB）が地元製造業を対象に实施した景況感調査（10 月末発表）では、7

～9 月と比べて 10 月～09 年 3 月に業績が「改善する」と答えた企業（10％）から、「悪化

する」と答えた企業（28％）を差し引いた数値はマイナス 18％と、前回の 7～12 月の見通

し「プラス 1％」に比べ大幅に悪化している。 

 

＜売上金の未回収が表面化＞ 

 今回の金融危機で、地元中小製造企業を中心に資金繰りの悪化が懸念されている。シン

ガポール取引所（SGX）上場の化粧品メーカー、サン・イースト・グループは 10 月 21 日、

取引先 7 社からの総額 3 億 6,000 万香港ドルが未回収になっていることを明らかにした。

また、SGX 上場のウェステック・エレクトロニクスも同月 29 日、大手取引先の台湾企業が

ウェステックへの 3,495 万米ドルの支払いができず、法的手続きを進めていると発表した。 

 企業信用調査会社 D＆B が地元企業 4,000～5,000 社を対象に行った調査によると、08 年
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に債務不履行となるリスクが高い企業は全体の 22.2％と、07 年の 19.77％を上回る見通し

だ。また同社は、09 年にはこの割合が 28.98％へと拡大すると予想している（同紙 10 月

15 日）。 

 全国労働者組合会議（NTUC）のリム・スイセイ議長は 11 月 6 日、景気減速が特に製造

業に打撃を与えていると述べ、「（社員の）残業は減っており、一部は勤務時間を減らして

いるほか、一時的な解雇に踏み切った企業もある」と指摘した。同議長は、労働者の雇用

を維持するため、景気低迷の間、社員研修の費用を政府が支援する基金の設置について政

府と話し合っていることを明らかにした（同紙 11 月 7 日）。 

 

＜新規大型製造業プロジェクトは予定どおり＞ 

 一方、ジオサイクル・シンガポール（注）は 10 月 28 日、銅くずを利用したリサイクル

コンリート工場を開設。また、米石油・ガス関連サービス会社ハリバートンは 10 月 30 日、

電子センサーの製造工場を開設した。この工場は、アジア太平洋地域で使用されている同

社の掘削用ドリルのメンテナンス、修理サービスも行う予定で、最終的に 400 人を雇用す

る。また、翌 31 日には、ノルウェーの大手太陽電池メーカー、リニューアブル・エナジー・

コーポレーション（REC）が、世界最大規模となる工場の第 1 期工事の着工式を行った。

工場は計画どおり 10 年第 1 四半期に操業開始する予定だ。 

 これら大型製造プロジェクトが予定どおり進行していることは、景気の先行きが見えな

い中で一部明るいニュースと受け止められている。ただ、REC は第 2 期工事については、

09 年に需要の動向をみた上で、投資の規模や資金調達など具体的な計画を決める考えだと

いう（同紙 11 月 1 日）。 

 

＜09 年度政府予算で企業支援策も＞ 

 人材省の発表（10 月末）によると、9 月末時点の失業率は 2.2％（推定値）と、6 月末か

ら横ばいだった。第 3 四半期（7～9 月）の解雇者数は 2,000 人で、このうちエレクトロニ

クスを中心とする製造業の解雇者が 1,500 人に上った。地元大手銀行 DBS グループが 11

月 7 日に、同月末でシンガポール、香港の行員を中心に約 900 人を解雇すると発表してお

り、11 月には 12 月の年末賞与を前に、製造業でも人員削減の発表が今後相次ぐ見通しだ。 

 リー・シェンロン首相は 10 月 22 日の国会で、「09 年の経済成長率は予想できないが、

向こう 1～2 年は厳しくなることは確かだ」と述べた。その上で、「企業のコスト削減を支

援し、低所得世帯を中心に家計負担を軽減するための方策を準備している。09 年 2 月の新

年度予算案発表までに、状況がより明確となった段階で何をすべきか決める」との方針を

示した。 

 また、ゴー・チョクトン上級相は 11 月 6 日、「今後 2～3 四半期は重大な局面となる。工

業部門の状況が悪化し、経済全般が減速する」との見方を示した。その上で、09 年度予算

については、「幅広い支援策を盛り込んだ大型予算になる」と語った（「ビジネス・タイム



Copyright ©2009 JETRO. All rights reserved. 

ズ」紙 11 月 7 日）。 

 

（注）ジオサイクルは、スイスの大手セメント会社ホルシムのシンガポール子会社ホルシ

ム・シンガポールと、シンガポールのリサイクル会社エコワイズ・ホールディングス

が折半出資して設立した合弁会社。 

（本田智津絵） 

 

09 年はマイナス成長の可能性も－追加経済対策（1）企業の資金調達を支援－ 

（シンガポール）2008 年 11 月 26 日 シンガポール発 

 貿易産業省（MTI）は 11 月 21 日、2009 年の GDP 成長率がマイナスになる可能性を認

めた。米国の金融危機に端を発した国際的な金融不安による国内实体経済への影響が広ま

りを見せる中、政府は同日、企業の資金調達などの支援を柱とする追加経済対策を発表し

た。09 年度（09 年 4 月～10 年 3 月）予算案も 09 年 1 月へと発表時期を早め、さらなる大

型支援を前倒しで实施する。最新の経済状況や政府経済対策を 2 回に分けて報告する。 

 

＜経済成長見通しを下方修正＞ 

 MTI は同日発表した経済報告で、第 3 四半期の实質 GDP が前年同期比 0.6％減になった

と発表した。前期比（季節調整値）では第 2 四半期の年率 5.3％減に続き、第 3 四半期は

6.8％減と 2 期連続でマイナス成長となり、テクニカル・リセッション（定義上の景気後退）

入りが確定した。 

 MTI は近隣諸国を含む海外の景気見通しの悪化が続いているのを受け、08 年通年の GDP

成長率の予想をこれまでの 3％程度から 2.5％程度に下方修正した。下方修正はこれで 4 回

目。同省は「市場の安定と消費者の信頼を回復することを目的とした世界各国の経済対策

の効果は弱く、効果が現れるまでに予想以上に時間がかかる可能性がある」と分析。外部

環境の不透明さが増していることを理由に、09 年の GDP 成長率をマイナス 1.0～2.0％と

し、マイナス成長になる可能性を示した。 

 インフレ率については、世界的に商品価格が急落していることを受け、09 年の予想をこ

れまでの 2.5～3.5％から 1～2％へと修正した。 

 また、国際企業庁（IE シンガポール）も同日、石油製品を除く輸出の低迷が続いている

ことを受け、08 年通年の非石油輸出の伸びをマイナス 7～マイナス 5％と、それまでのマイ

ナス 4～マイナス 2％から 3 ポイント下方修正した。同庁は 08 年第 4 四半期の非石油輸出

について、「金融市場の混乱が实体経済に影響し、世界的な経済活動の停滞が先進諸国で消

費を停滞させることから、引き続き弱含む」との見通しを示した。 

 

＜23 億 S ドル規模の資金調達支援策を発表＞ 

 金融危機の影響が国内の实体経済に急速に表われてきているのを受け、MTI は同日、企
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業の資金調達を支援する総額 23 億シンガポール・ドル（以下 S ドル、1S ドル＝64 円）規

模の対策を発表した。中小企業を中心とした資金調達ニーズに応えるため、融資枠の拡大

や政府保証の拡大など

を行う。MTI によると、

申請要件を満たす国内

企業は約12万4,000社

に上るという。支援策

の主な内容は表のとお

り。 

 一連の資金調達支援

策は12月1日から实施

され、期間は 1 年間。

同省は期間延長の有無

については状況を見て

検討するとしている。 

 

＜雇用確保を目指し、

社員研修を支援＞ 

 一方、人材省は同日、

政労使が協力して労働

者の技術向上と雇用確

保を目指す新たな支援

策「技術向上プログラ

ム（SPUR）」を導入す

ると発表した。同支援

策には、生涯教育・研

修（CET）センターの

研修者の受け入れ枠を 09 年度は 2 倍に拡大する。このほか、研修費と研修期間中の給与に

対する政府支援額拡大などを盛り込んだ（注 1）。政府が余剰人員の研修費支出に対する支

援を拡大し、企業のコストを削減することで解雇を抑制すると同時に、労働者の技術向上

を図るのが狙い。08 年 12 月 1 日から实施し、政府は今後 2 年間で 6 億 S ドルを投じると

している。 

 経済環境の急速な悪化に伴い、地元大手銀行 DBS が 11 月 7 日、同月末でシンガポール

と香港の行員を中心に約 900 人を解雇すると発表するなど、人員解雇の動きが目立ち始め

ている（2008 年 11 月 13 日記事参照）。人材省は 11 月 19 日、シンガポール経営者連盟

（SNEF）、全国労働者組合会議（NTUC）と共同で、「余剰人員管理に関する政労使ガイド
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ライン」（注 2）を導入すると発表した。このガイドラインは、企業に対し、余剰人員

については研修、配置転換、業績に応じた給与調整などで対応することを奨励し、「人員解

雇は最後の手段とする」ことを求めている。 

 

（ 注 1 ） 技 術 向 上 プ ロ グ ラ ム に 基 づ く 支 援 策 の 詳 細 は 人 材 省 の 発 表

（http://www.mom.gov.sg/publish/momportal/en/press_room/press_releases/20

08/20081121-government.html）を参照。 

（注 2）余剰人員管理に関する政労使ガイドラインは人材省のウェブサイト

（http://www.mom.gov.sg/publish/etc/medialib/mom_library/Workplace_Stand

ards/files2.Par.6738.File.tmp/693_MEM.pdf）を参照。 

（本田智津絵） 

 

09 年度予算の景気対策、前倒しで実施へ－追加経済対策（2）財政－ （シンガ

ポール）2008 年 11 月 27 日 シンガポール発 

 

 米国発の金融危機が国内の实体経済に波及し、企業の業績も悪化している。政府は、2009

年度予算案（09 年 4 月～10 年 3 月）を例年よりも 1 ヵ月早い 1 月に発表し、景気対策を前

倒しで实行する。11 月 21 日に発表した企業の資金調達支援を柱とする追加経済対策に続き、

予算案に盛り込まれる景気対策も、企業への支援を全面に打ち出したものになる見通しだ。 

 

＜企業の業績悪化が鮮明に＞ 

 金融危機による国内企業の業績への影響が鮮明になっている。シンガポール取引所（SGX）

上場企業のうち、08 年 9 月末までに半期決算報告を発表した 89 社の利益は総額 32 億シン

ガポール・ドル（S ドル、1S ドル＝63 円）と前年同期比 14％減尐した。また、SGX 上場

企業で、7～9 月期決算を発表した 51 社の利益は 34％減の総額 3 億 3,600 万 S ドルだった

（「ビジネス・タイムズ」紙 11 月 25 日）。アナリストらは、09 年以降に企業の業績がさら

に悪化するとの見方を強めている。 

 企業が解雇や給与の削減に踏み切る動きをみせ、消費者は財布のひもを引き締め始めて

いる。市場調査会社 AC ニールセンの調査（10 月 6 日实施、11 月 20 日発表）によると、

消費者信頼指数は 92 と、前回調査（5 月）に比べて 10 ポイント悪化し、同社が 05 年に調

査を開始して以来最低となった。生活費を除いた現金の使い道について、「貯金」と答えた

割合は 7 割に上った。 

 リー・シェンロン首相は 11 月 24 日、輸入品に多くを依存していることから、諸外国の

ように内需を喚起するための大規模な財政出動はできないと述べた。この理由について同

首相は「国民が消費に支出しても、大半が輸入品のため、支出の多くが海外に流出してし

まう」と指摘。このため、景気対策として「政府ができることは、（企業の）コスト削減や、

http://www.mom.gov.sg/publish/momportal/en/press_room/press_releases/2008/20081121-government.html
http://www.mom.gov.sg/publish/momportal/en/press_room/press_releases/2008/20081121-government.html
http://www.mom.gov.sg/publish/momportal/en/press_room/press_releases/2008/20081121-government.html
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国民を直接支援するといった内容になる」と語った（「ビジネス・タイムズ」紙 11 月 26 日）。 

 

＜企業のコスト削減などを支援＞ 

 ターマン・シャンムガラトナム財務相は 11 月 21 日、追加経済対策発表の会見で、09 年

度予算案に盛り込まれる包括的景気対策について、「企業のコスト削減とキャッシュフロー

を改善することが主な狙いとなる」ことを明らかにした。政府の企業への支援策は、中小

から大手を含め全部門の企業を対象としたもので、人件費、賃貸コストなど主要コストの

削減を支援する内容となる予定だ。 

 また、同財務相によると、景気対策には一般世帯への支援も盛り込まれる。支援は全世

帯が対象となるが、特に低・中所得者に手厚くする。ただし、物品・サービス税（GST、

現行 7％）を引き下げる可能性は否定した。09 年度予算案は例年よりも 1 ヵ月早い 09 年 1

月 22 日に発表し、景気対策の一部は 09 年第 1 四半期から前倒しで实施する。 

 

＜08、09 年度は財政赤字に＞ 

 同財務相は同日、08 年度の財政赤字について、「当初見込んでいた財政赤字 8 億 S ドル

の尐なくとも 3 倍になる」との見通しを示した。この理由として、a.成長配当金（注）に加

え、尐子化対策など一般世帯への給付金の拡大、b.インフラプロジェクトのコスト拡大、c.

株、不動産の取引減尐や自動車販売の低迷に伴う印紙税、自動車所有権証書（COE）の歳

入減、を挙げた。07 年度には、65 億 S ドルの財政黒字を計上していた。 

 09 年度も大幅な財政赤字となる見通しだ。同財務相は、a.景気対策として、教育省、保

健省、内務省などでの採用拡大、b.中・長期的計画の一環として、輸送インフラ、ブロード

バンド・ネットワークなどの整備、により政府支出が増えると説明した。 

（注）08 年度予算では、21 歳以上の国民 1 人当たり 100～600S ドル、総額約 8 億 6,500

万 S ドルの「成長配当金（Growth Dividends）」の支給が盛り込まれた。 

（本田智津絵） 

 

【スリランカ】 

紅茶産業は価格下落と輸出減のダブルパンチに苦慮－世界同時不況の産業・企

業への影響－ （スリランカ）2008 年 11 月 14 日 コロンボ発 

 欧米やロシア中東市場の景気後退で、アパレルや紅茶といった主力輸出産業にも大きな

試練が降りかかろうとしている。政府や業界団体は悪影響を最小限で抑えようと、さまざ

まな対策を打ち出している。 

 

＜米国からのアパレル受注激減、欧州は微増＞ 

 米国発金融危機の国内金融セクターに対する影響は、他国に比べて軽微だが、それでも

コロンボ証券取引所（CSE）では毎日低調な取引が続いている。实体経済面では、輸出实
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績が悪化してきており、対策が遅れている政府に対して各業界から要請が強まってきてい

る。 

 アパレル輸出者協会（SAEA）によると、2008 年 1～7 月の輸出は前年同期比 3.3％増の

18 億 7,870 万ドルとやや増加した。品目別でみると織物製品が微減した一方、ニット製品

が増加した（表参照）。市場別にみると米国向け輸出は 1～7 月期で 7.7％減の 8 億 7,100 万

ドルで、欧州向けは 13.6％増の 8 億 9,700 万ドルだった。ただし、本格的に金融危機が始

まった 9 月以降の輸出实績はさらに悪化しそうだ。 

 

 

 こうした現状に対して、ミルチャンダニ輸出者協会長は、政府と国家最大の輸出産業で

あるアパレル産業は強い官民パートナーシップを構築しなければならないと訴えている。

その背景には、08 年末で期限を迎える EU の一般特恵関税制度（GSP プラス、注）の更新

交渉の難航がある。EU 側は年初から続くスリランカの内戦激化に伴い難民が多発する事態

を重くみて、スリランカ政府による非人道的な活動・行為を非難し、GSP プラスを交渉カ

ードにして改善を求めているが、政府は国内調査を拒絶する一方で新しく 3 年間の更新を

強く求めている。 

 单アジアで唯一 GSP プラスの対象国となり得るスリランカのアパレル産業としては、イ

ンド、バングラデシュなどの近隣ライバルとの国際間競争で、EU 向けの特恵関税制度の継

続は欠かせない。年内に内戦終結を目指す政府と EU 側との認識の差は大きい。仮に GSP

プラスが更新できない場合には、好調な EU 向け輸出に大きな影響が出ることは間違いな

い。 

 

＜ロシア、中東市場への紅茶輸出が 10 月から激減＞ 

 スリランカは世界第 4 位の茶葉生産国であり、アパレルに次ぐ第 2 の輸出産業である紅

茶産業は、輸出需要の急激な変化に苦慮している。 

 08 年 1～7 月の紅茶産業の輸出は、ロシアや中東などオイルマネーで沸く新興国の需要増

で、前年同期比で約 44％増の 826 億ルピーに達した。07 年 1～7 月の平均 FOB 価格が 1

キログラム当たり 336.83 ルピーだったのに対して、08 年同期は 27.8％上昇して 420.72 ル

ピーと高値で取引された。輸出量も増加し、08 年 1～7 月は前年同期比 10.7％増の 10 万

1,774 トンとなった。国別ではロシア・CIS 諸国、アラブ首長国連合（UAE）、イランに加

え、トルコ、シリア、クウェート、サウジアラビアなど中東市場が大きく伸びた。国の輸
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出促進機関であるスリランカ紅茶局（SLTB）は、この好況ぶりを 98 年以来最高のパフォ

ーマンスと評した。 

 しかし 10 月を過ぎて、主要な輸出先であるロシアや中東諸国の需要が激減し、取引価格

も約 4 割近く下落した。へッティアラッチ紅茶局長は地元メディアに対して、「世界同時景

気後退で嗜好（しこう）品である紅茶にも大きな影響が生じ、価格下落と海外輸出の減尐

を受け、輸出目標額を当初 1,500 億ルピーから引き下げた」と発表した。また価格維持に

向けた減産計画を打ち出し、07 年と同程度の生産量に抑える考えだ。他方、生産調整によ

る価格維持を試みても、07 年实績 1,200 億ルピーを下回るとの予測も出ている。政府は低

金利融資策を打ち出し、茶葉生産業者の支援に乗り出した。 

 

＜遅れ気味の政府の支援策＞ 

 11 月上旪に政府予算案が発表されたが、国家財政が非常に厳しいため、苦境に立つ輸出

業、金融を含むサービス産業への支援策は薄い。 

 しかし、原油価格が 8 月以降下落していることを理由に、07 年 5 月から高止まりしてい

たガソリンや軽油の小売価格（公定価格）を 10～20％近く即日値下げすることを小売各社

に指示したことで、日用品や農水産物の価格上昇に歯止めがかかりそうだ。砂糖や小麦な

ど輸入に依存している農産物価格は、既に下落している。さらに政府は、付加価値税（VAT）

の通常税率を 15％から 12％に引き下げる案を公表しており、物価上昇が格段と抑制される

ことに期待が集まっている。 

 各輸出産業は外需が減尐する中で、国内エネルギーコストの減尐や物価の安定による人

件費の抑制など、国際競争力に不可欠な要件が徐々に増えることで、シェア拡大や業績復

活を目指している。政府にはインフラ整備や人材開発など、具体的な公的支援策を求めて

いく構えだ。 

 アトゥコララ輸出促進庁（SLEDB）長官は、欧米市場への輸出額が 3 億～5 億ドル減尐

すると予想した上で、インドやパキスタンとの自由貿易協定（FTA）や活用实績の尐ない

アジア太平洋貿易協定（旧バンコク協定、APTA）など、既存の貿易協定を積極的に活用す

ることを提唱している。例えばアパレル産業では、インド・スリランカ FTA で 100％活用

しきれていない輸入割当制度を活用し、アパレル製品をインド向けに輸出するか、あるい

は APTA を活用して中国市場への輸出にチャレンジすることで、急激なロスを抑制できる

と述べているが、市場からは大きな反響は出ていない。 

 

（注）EU は、通常の特恵関税制度（GSP）、最貧国 50 ヵ国（LDC50）に加え、持続可能

な開発と環境や人権、労働などに関する国際条約を批准・履行し、かつ経済的に脆

弱（ぜいじゃく）な小国に対して優遇措置（GSP プラス）を適用している。 

（松永宗徳） 
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【タイ】 

タイは第 4 四半期の経済成長に懸念（タイ）2008 年 10 月 15 日 バンコク発 

＜タイ株式市場は大幅下落＞ 

タイ証券取引所株価指数は連日下落を続けている。10 日には株価の急落によりサーキッ

トブレーカーが発動され取引が 30 分間停止した（その後取引は再開され、週明け 13 日も

通常通りの取引）。10 日の株価は 2007 年末より 47.3％減の 451.96 ポイント、リーマン・

ブラザーズが破産法適用申請を決定する前の 9 月 12 日と比べて 27.2％減となった。なお

G7 後の 10 月 13 日は、24.37 ポイント上昇の 476.33 で取引を終えた。  

タイでは反政府派と警官隊との衝突で死者が出る政情不安も起きているが「タイの株価

下落はグローバル金融危機によるところが大きい」（ティーラチャイ・証券取引等監視委員

会事務局長：10 月 13 日付「週刊タイ経済」）と見られている。株価の急落を受けて株式の

新規公開を延期する例もみられる。10 月 6 日付「バンコクポスト」紙は、バンコク都内を

走る BTS は 2009 年第 1 四半期に予定していた新規株式公開の時期を延期する方針と報じ

ている。  

為替については、バーツ・ドル相場はアジア通貨売りと政情不安からバーツ売りの基調

となっており、10日時点で 34.395バーツ/ドルと 07年末より 1.9％バーツ安となっている。  

 

＜出始めた実体経済への影響＞ 

实体経済への影響について、「2008 年第 4 四半期から輸出部門への影響がはっきりし始

めるだろう」（アムポン・タイ国会経済社会開発委員会事務局長）との見方が出ている。タ

イ商工会議所大学は、2009 年の米国向け輸出が 5.7％減尐するとの調査結果を明らかにし

ている。国別でみると米国は日本と 1、2位を争う輸出先国となっているので影響は大きい。  

一方、タイ産業の大きな柱である自動車輸出について、地場銀行系シンクタンクのカシ

コンリサーチは「タイの 2009 年自動車輸出伸び率は、台数ベースで 8％、金額ベースで 9.9％

の増加を予想しているが、金融危機に伴う世界的な景気低迷の悪影響を受けるため、2008

年の 14％増（台数）、17％増（金額）より減速する」（10 月 6 日付レポート）と見込んでい

る。日系自動車メーカー関係者はサブプライム・ローン問題の影響について「担保の審査

が厳しくなり自動車ローンを組むことが難しくなっていることからタイ国内自動車販売に

影響が出ている」との見方を示している。  

他にも、外資企業の投資手控えを想定した工業団地の販売目標下方修正や、国際線の搭

乗実減尐による航空会社の減便計画が報じられている。  

このように、タイ経済の大黒柱である自動車産業、経済成長を牽引してきた外国投資、

GDP の 8％を占める観光でマイナスの影響が指摘されているが、加えて「経済成長の鈍化

は新規大卒者の就職に大きな影響を与え雇用市場が混乱する」（プラモン・タイ商工会議所

会頭、「バンコクポスト」紙 10 月 9 日）懸念も出てきた。 
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日系企業にも金融危機の影響は必至（タイ）2008 年 10 月 22 日 バンコク発 

 政府は株式市場支援策と景気対策を合わせた 6 項目の経済対策を決定した。しかし、米

国金融危機で輸出や直接投資に影響が出るのは避けられない状況だ。電気・電子機械では

米国経済悪化の影響が出る見通しがあり、そのほかの日系製造業にも先行きに厳しい見方

が増えている。具体的な在タイ日系企業の見方を紹介する。 

 米国発金融危機の影響については、既にジェトロのウェブサイトで提供している緊急特

集で、a. 10 月 10 日のタイ証券取引所株価指数が 2007 年末から 47.3％下落して 451.96 ポ

イントとなり、リーマン・ブラザーズが破産法適用申請を決定する前の 10 月 12 日と比べ

ても 27.2％下落していること、b.「09 年の米国向け輸出が 5.7％減尐する」というタイ商

工会議所大学の調査結果、c.外資企業の投資手控えを想定した工業団地の販売目標下方修正

や国際線の搭乗実減尐による航空会社の減便計画といった当地の報道、d.担保の審査が厳し

くなり自動車ローンを組むことが難しくなって国内自動車販売に影響が出ていること、な

どを紹介した。 

 本記事では、その後公表された政府の株価対策・景気対策と国内経済・産業に与える影

響について追加して報告する。 

 

＜政府が 6 項目の対策決定＞ 

 政府は 13 日、大幅に下落している株式市場の支援策と景気対策を合わせた 6 項目の経済

対策を決定した。概要は以下のとおり。 

（1）株式市場支援策 

○タイ証券取引所は金融機関と連携して株式を購入するマッチングファンド（matching 

fund）を設立する（100 億バーツ、1 バーツ＝約 3 円）。 

○同取引所と上場企業は株式投資する基金を設立する（20 億バーツ）。 

○上場企業の自社株買いを奨励する（300 億バーツを目標）。 

○長期株式投資信託（LTF）、個人退職年金型投資信託（RMF）購入の際の税控除枠を 50

万バーツから 70 万バーツに拡大する（株式市場への投資を増やすための個人投資家向け優

遇税制の拡充。これにより税収は 9 億バーツ減尐する見込み）。 

（2）融資拡大 

 中小企業向けを含めて 4,500 億バーツの融資増加（商業銀行 4,000 億バーツ、公営金融

機関 500 億バーツ）。これにより銀行貸出 5％増加を目標とする（企業の運転資金確保が狙

い）。 

（3）輸出・観光産業の振興 

 輸出で 3,000 億バーツ、観光収入で 600 億バーツ増加させる。特にアジア、近隣諸国、

中東、オーストラリア、单米に注力する。 

（4）政府予算の執行加速 

 会計年度のスタートである 10 月から 1,800 億バーツの予算を早期に執行。特に、SML
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（農村に対する資金提供政策）と OTOP（一村一品運動政策）予算を早期に執行する。 

（5）メガプロジェクト予算の増額（1,000 億バーツ） 

 増額の内訳は、バンコクと近郊の大量輸送交通（600 億バーツ）、全国輸送部門（100 億

バーツ）、エネルギー事業（300 億バーツ）で、大規模インフラ建設予算を 2,500 億バーツ

から 3,500 億バーツに拡充する。 

（6）ASEAN＋6（日本、中国、韓国、インド、オーストラリア、ニュージーランド）との

協力。金融面での協力に限らず域内貿易の面でも協力を呼びかける。 

 

＜電気・電子産業に厳しい見方＞ 

 バンコク日本人商工会議所（JCC）が 08 年 6 月 24 日に公表した在タイ日系企業景気動

向調査（以下、JCC 調査）によると、タイ進出日系企業（製造業）のうち製品輸出割合が

高くサブプライム問題の影響があるとみているのが電気・電子機械関連企業だ。その 3 割

がサブプライム問題の影響として「米国の消費減速に伴う関連製品の輸出減」という選択

肢を選んだ。さらに 15％が「世界的な株価下落による逆資産効果に起因する需要減」を選

び、ほかの業種に比べて回答割合が高かった。 

 また地場銀行系シンクタンクのカシコンリサーチはリポートで「タイの電化製品の 09 年

輸出予想を当初の 8〜12％増から 3〜5％増へ下方修正し、電子製品については 1％以下の

増加と予想する」と、電気・電子機械の先行きに慎重な見方を示している。 

 自動車産業はどうか。07 年の国内販売と輸出の割合は 48％対 52％と初めて輸出の割合

が多くなり、今後も徐々に輸出の割合が高まっていくと予想されている。輸出についてタ

イ工業連盟は「金融危機の影響で 08年自動車輸出が予想の 79万台を下回る可能性がある」

と景気後退の影響があるとの見方を示している（「NNA」紙 10 月 17 日）。 

 また、タイ商工会議所大学の調査では、米国金融危機のタイ産業への影響について、い

わゆる勝ち組（Gainers）として、農業製品、食料品、非アルコール飲料、健康製品などを

挙げる一方、負け組（Losers）として電子製品、電化製品、衣服、繊維、不動産、建設素

材といった業種を例示しつつ、消費者はぜいたく品・嗜好（しこう）品よりも生活必需品

を重視するとしている（「ネーション」紙 10 月 17 日）。 

 投資の面でも悪影響が見られ始めている。地場工業団地造成大手のアマタは、世界金融

危機とタイの政情不安を背景に、企業による新規投資目的での土地購入は減尐するものと

見込み、08 年の土地販売面積目標を 1,700 ライ（1 ライ＝1,600 平方メートル）から 1,200

ライへ縮小することを発表した。さらに同社のヴィブーン最高執行責任者（COO）は「自

動車産業 4 社が 9 月末までにアマタでの工場建設決定を見直した。さらに多くの外国企業

がアマタでの投資を延期するだろう」と述べている（「ネーション」紙 10 月 8 日、15 日）。 

 観光面では、韓国の影響を指摘しておきたい。タイ観光庁によると、07 年の国別観光実

（居住地ベース）では韓国からの来訪者が約 110 万人と 3 位である。1 位は地続きの隣国マ

レーシアで約 150 万人、2 位が約 130 万人の日本であるので、地理的条件・人口の多寡か
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らすると韓国の影響は大きいといえよう。しかし、金融危機に関連したウォン安により

（2008 年 10 月 17 日記事参照）、韓国からの旅行実の増加を期待するのは厳しい状況にな

っている。 

 

＜厳しい見方を示す在タイ日系企業＞ 

 タイ中央銀行は四半期ごとに経済・

物価の見通しを示すインフレリポート

を 10 月 17 日に公表した。農産物価格

の低下や米国金融危機の影響による貿

易相手国の経済成長見通しの下方修正

により、タイ経済見通しも下方修正し

ている。09 年 GDP 成長率は 7 月時点

の予想では 4.3〜5.8％だったが、今回

10 月時点の予想では 3.8〜5.0％とし

ており、マクロ経済見通しは悪化して

いる（表参照）。  

 JCC 調査によると、サブプライム問題が自社（在タイ日系企業）の事業に及ぼす影響に

ついて、回答企業の 65％が「特段影響なし」と答えた。調査時期が 08 年 5 月とリーマン・

ブラザーズ破綻以降の金融市場の混乱が顕在化する前の状況であり、半年ほど前は在タイ

日系企業の間では米経済の減速懸念はあまり深刻にとらえられていなかったといえる。し

かし、現時点におけるジェトロのインタビューでは、在タイ日系企業は景気の先行きに厳

しい認識を示しており、企業マインドは急速に悪化している。 

 

 タイでも株価が大きく下落しているが、在タイ日系企業関係者 A 氏は「株価急落や為替

変動による資産運用への悪影響が出る」ことを懸念している。同 B 氏は「資金調達、新規

貸し出しに影響が出始めており、年内には地元中小企業の中に金融危機の影響で倒産する

会社も出てくると見込んでいる。日系でも下請け製造企業でこうした影響を被り、深刻な

影響が出る可能性を懸念している」との見方を示した。 

 同 C 氏は「原油価格の下落を受けてナフサ・エチレン価格が下落しており、先安感を見

越した樹脂ユーザーの原料買い控えから樹脂メーカーの在庫増、生産調整の動きが出てお

り、樹脂関係の動きが大変悪化している。さらにクリスマス商戦不振懸念から米国をはじ

めとする大手小売業者の発注が抑制され、おもちゃメーカー・電気製品メーカーなど樹脂

ユーザーの受注減尐という影響も懸念される。この 2 つの要因が重なり日系に限らずタイ

の樹脂メーカーや樹脂関係製品の生産メーカーは生産に急ブレーキを踏んでいる」として

おり、生産減尐という悪影響が既に明らかになっているほか、クリスマス商戦にも不安を

示している。 
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 このように状況は厳しいが、「金融危機と景気後退の影響を最小限とするため、人件費を

含めた一層のコストカットを行う必要がある」（A 氏）、「需要の冷え込みに当面あまり打つ

手はなく、過大在庫を持たないようにする」（C 氏）など、企業側の対策は限られているも

ようだ。 

（鶴岡将司） 

 

電気・電子産業に厳しい見方－世界同時不況の産業・企業への影響－ （タイ）

2008 年 11 月 13 日 バンコク発 

 タイ経済は輸出依存度が高い。世界景気が減速する中、輸出で大きな比重を占める農業

では価格下落の影響が表面化している。自動車産業は米国が主要市場ではないため影響は

軽微との見方もあるが、欧州向けの減尐が懸念される。また、電気・電子産業では減産も

あり得ると厳しい見方が出ている。輸出産業の現状をまとめる。 

 中央銀行は経済・物価の見通しを示すインフレーションレポート（2008 年 10 月）で、

09 年の GDP 成長率見通しを 3 ヵ月前の 4.3～5.8％から 3.8～5.0％へと下方修正した。輸

出については、「貿易相手国の経済成長が想定より下振れしているものの、バーツ安と物価

上昇圧力の低下により、タイの価格競争力は高まっている。とはいえ、09 年の輸出は以前

の想定よりも一層緩やかな伸びになると予想される。世界経済の回復は 09 年後半以降とな

ろう」と、タイの優位性を挙げながらも 09 年の動向には懸念を示している。 

 アジア開発銀行によると、07 年の GDP 成長率 4.8％に対する外需寄与度は 3.0％、輸出

は GDP 比 69.7％で、タイ経済は外需への依存が高い。08 年 1～9 月期の主要輸出品目（ド

ルベース）は、金額の大きい方からコンピュータ・同部品、自動車・同部品、精製燃料、

宝石・宝飾品、天然ゴム、コメ、電子集積回路の順となっている。以下、タイ経済の中で

大きな比重を占める農業と自動車、電気・電子産業、の影響を中心にみることにする。 

 

＜農家の収入増は一時的＞ 

 農業従事者は、就業人口の約 4 割を占める。08 年上半期にはコメや天然ゴムは価格高騰

の恩恵を受けた。農業従事者 1 人当たりの平均月額収入は、07 年の 3,420～3,490 バーツ（1

バーツ＝約 2.8 円）から 08 年第 1 四半期には 5,286 バーツに跳ね上がった。しかし、第 2

四半期には 3,781 バーツに落ち、農家収入の増加は続かなかった。 

 これは世界経済の減速懸念の広まりによる需要の減退から、商品市況が下落に転じてい

ることが影響している。ピーク時と直近（10 月下旪）を比較すると、タイ産の白米(100％、

B 等級)で約 3 割、天然ゴム（シート状ゴム輸出価格）で約 4 割、それぞれ価格が下落して

いる。農産物価格高騰による農家収入の増加が内需の拡大に寄与すると期待されていただ

けに、輸出の減速が内需の拡大期待に水を差すことになりそうだ。政府には、天然ゴムを

買い取って価格を上昇させようとする考えもあるようだが、具体的な政策としてはまだ決

定していない。 
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＜欧州向け自動車輸出に懸念＞ 

 製造業の 2 本の柱である自動車産業と電気・電子機械産業は、輸出にも大きく貢献して

いる。自動車産業は生産の大部分が日系メーカーであり、電気・電子産業は中国・韓国メ

ーカーの存在が大きいものの、日系メーカーも大きな位置を占めている。この 2 つの業種

に対する米国発金融危機による影響は、そのまま日系企業への影響へとつながる。 

 09 年の自動車生産台数については「前年比 18％減の 120 万台を予想」〔アディサック・

ローヒタスン・タイ工業連盟（FTI）自動車部会副会長・アジアホンダ上級副社長：「ネー

ション」紙 11 月 5 日〕という厳しい見方が示されている。これは金融危機で国内向け、輸

出向け需要がともに落ち込むと見込むためだという。 

 一方で同氏は、「米国は主要な市場ではない。主な輸出先は中東を含むアジア、オースト

ラリア、单米だ」と、タイ自動車産業の優位性も示している。「タイから欧米への輸出は多

くないため影響は軽微だが、09 年にかけ影響が出るかもしれない。」（園田光宏タイトヨタ

自動車社長、時事通信 10 月 28 日）との見方も同じ趣旨といえよう。 

 07 年の自動車生産台数は前年比 8.4％増の 128 万 7,379 台と 6 年連続で過去最高を更新

中で、中でも輸出台数が初めて国内販売台数を上回ったのが大きな特徴。直近では、卖月

では生産台数の増加率は低下傾向にあるものの、08 年 1～9 月では前年同期比 14.5％増の

106 万 8,730 台。生産のうち国内向けが 46 万 5,667 台（6.4％増）、輸出向けが 60 万 3,063

台（21.6％）、实際の輸出台数が 59 万 9,431 台（21.5％増）と、現在のところ輸出動向は

底堅く推移している上、輸出への依存度が一層高くなっている。 

 主な輸出先は表 1 のとおりで、 a.乗用車ではオーストラリア・ASEAN 向けの比率が大

き い、 b. バ

ン・ピックア

ップトラッ

クでは EU・

オーストラ

リア向けの

シェアが大

きく、BRICs

のシェアも

比較的高い、

ことが分かる。アディサック氏の指摘どおり、米国向けの輸出は尐ないものの、ピックア

ップ・トラックの輸出拠点として、EU 向けへの影響が懸念される。またユーロやオースト

ラリア・ドルは米ドルに対して安くなっていることも輸出への逆風となるとみられる。 

＜全般的に厳しい電気・電子産業＞ 

 電気・電子機械については、「バンコクポスト」紙（10 月 29 日）がカティヤ・FTI 電子・
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電気関連部会長の 09 年見通しを次のように紹介している。 

「09 年の欧州のエアコン市場は金融不安により不透明だが、仮に欧州での需要が低下す

るとすれば、タイからの輸出が横ばいとなる可能性がある。HDD（ハードディスクドライ

ブ）の 08 年の輸出額は、前年比の伸び率が近年の 20％超に比べ（半減となる）10％にな

ると見込んでいる。国内で生産する電子・電気製品の約 85％が輸出向けだ。この業界は 50

万人を雇用しており、年平均 3 万～4 万人増えてきている。今後、残業時間を縮小してコス

トを削減するかもしれないが、大規模なレイオフが起きるとは考えていない」。 

 カティヤ氏が指摘するように、エアコン・同部品はその大部分が輸出向けである。イタ

リア、米国、ベルギー、フランス、フィンランドなどへの輸出も多いため、欧米の景気減

速の影響が大きく出ることが懸念される。 

 日系電機メーカーはジェトロに対し「08 年上期の生産活動は比較的順調に推移したが、

下期以降は 10％以上の大幅な減産を見込んでいる。09 年度は欧米の生産拠点からタイに移

管する新規事業がいくつかあるためグループ全体の事業規模は拡大するが、既存事業につ

いては厳しい状況が続くと見込んでいる」と語っている。 

 

＜一時解雇の実施は不透明＞ 

 雇用への影響は、見方が交錯しているようだ。複数の報道によると、タウィーキット・

ジャトゥラチャランクン FTI 副会長は 10 月 27 日、「09 年には 90 万～100 万人の失業者が

生じ、70 万人の新卒者が職を探すことが困難になるかもしれない。多くの製造業で超過勤

務を削減し、週の操業日を 6 日から 5 日に短縮し、平均 10％のレイオフを实施するだろう」

と発言したという。 

 しかし、その後、FTI の衣料、家具、食品、自動車、自動車部品といった各部会幹部は「一

部の業種では人手不足で、大規模なレイオフには至らない。」（「バンコクポスト」紙 10 月

29 日など）といった趣旨の発言をしており、労働者の反応を意識して火消しに動いている

とも受け取れる。一方で、サンティ・ビラサックダノン FTI 会長は「50 万人の雇用者がレ

イオフされ、新卒者のうち 50 万人は職を得ることができないだろう。」（「ネーション」紙

11 月 4 日）との見方を示している。 

 国家統計局によると、08 年第 2 四半期の失業者数は約 52 万 4,700 人。通常は上半期に

失業者が多くなる傾向がみられるが、この数年、失業者は減尐傾向にある。仮に FTI の正

副会長がいうような一時解雇が生じれば、国内の雇用、消費など経済全般、ひいては政治

への信任低下といった影響が出るとみられる。FTI 幹部の見方が錯綜（さくそう）している

のは、経営者層が雇用不安をあおらないよう心配りをしつつも、今後の経済見通しに懸念

を強めている様子を示しているといえよう。 

 

＜企業は対応策として「製造コストの削減」に関心＞ 

 上記の業種以外にも、食料、素材、サービスなどさまざまな業種・企業が金融危機によ
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る景気後退の影響を見込んでいる（表 2 参照）。具体的には、売上高の減尐、設備投資計画

の見直し、新規雇用の絞り込みなどである。 
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「クルンテープ・トラキット」紙（10 月 27 日）の国内企業 300 社経営者アンケートによ

ると、世界金融危機に対する企業の対応策として最も回答が多かったのは「製造コストの

削減」だった。次いで「リスク管理手法の導入」、「広告・マーケティング予算の削減」、「輸

出市場を補完する国内市場の開拓」といった回答が続く。一方、「新製品の発売延期」、「福

利費の削減」は尐なかった。なお、日系企業でよく聞かれる「適正・適切な在庫管理」と

いう選択肢がないのは、別の意味で興味深い。 

 政府は一時の原油高騰を受け、7 月からエタノール含有ガソリンに対する物品税減免など

「6 項目 6 ヵ月対策」の生活者支援策を既に導入・实施している（2008 年 7 月 18 日記事

参照）。原油価格は低下しているが、政府は予定どおり 6 ヵ月間（09 年 1 月末まで）対策を

継続することを確認した（10 月 21 日閣議）。また 10 月 13 日には、株式市場支援策や 1,000
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億バーツの公共投資予算の増加など金融危機に対応する 6 項目の経済対策を発表したが

（2008 年 10 月 22 日記事参照）、11 月 4 日の閣議でこれに伴う歳出予算拡大を承認した。 

（鶴岡将司、コンゲオ・キータモタニーヤクン） 

 

【中国】 

政策の重点は「経済発展の保持」に（中国）2008 年 10 月 17 日 北京発 

 米国金融市場不安が中国経済に与えている影響は、現状では限定的との見方が大半とな

っている。2008 年の経済成長率は 07 年に比較すれば減速しているが、これは外部環境の

変化というよりも、景気過熱を抑制するための政府のマクロ政策によるところも大きく、

総体的には高成長を維持していると評価されている。他方、世界経済が一段と減速する中

で、有識者の間でも国内経済の先行きに悲観的な見方が広がりつつあり、政府はマクロ経

済政策の軸足を「経済発展の保持」に移しつつある。 

 

＜金融不安の影響は現状では限定的＞ 

 中国共産党第 17 期中央委員会第 3 回全体会議（三中全会）が 10 月 12 日に閉幕した。主

要議題は農村改革だったが、それ以上に注目されたのが、米国発の国際金融不安が世界経

済を揺るがす中で、今後のマクロ経済政策運営をめぐる議論だった。 

 閉幕後に公表されたコミュニケは、中国経済の現状について「総体的には良好で、経済

は比較的速い成長を保持しており、金融機関の経営も健全であることから、基本的に変化

はない」と強調している。しかし、他方では、「国際金融市場の動揺は激化しており、世界

経済の成長は明らかに減速している。国際経済環境の不確实・不安定な要因は増大してお

り、国内経済の運営にも突出した矛盾や問題が存在している」との認識も示している。 

 その上でコミュニケは「柔軟かつ慎重なマクロ経済政策を取り、国内需要とりわけ消費

の拡大に尽力し、経済、金融、資本市場、社会の安定を保持、経済社会のより良くより速

い発展を推進しなければならない」と述べている。 

 国際金融不安が中国経済に与えている影響について、当地の学者やエコノミストの多く

は、現状では限定的と見ている。08 年の中国の経済成長率は、第 1 四半期が 10.6％、第 2

四半期が 10.1％と、07 年通年（11.9％）に比べれば確かに減速しているが、総体的には高

成長を維持していると評価されている。経済が減速してきているのは、過熱状態にあった

景気がソフトランディングの方向に向かっているためで、マクロ経済政策上はむしろ好ま

しいというのが政策担当者の見解となっている。 

 直接的には金融機関への影響が考えられるが、サブプライム・ローンや経営破綻した米

投資銀行リーマン・ブラザーズに関連した債券の保有額は、公表されている限りでは、総

資産に占める比率が小さく、財務状況に重大な損失が及ぶ可能性は低いとみられている。

むしろ、有識者の中には「中国の金融市場が閉鎖的であったおかげで、今回の問題で大き

な影響を受けずに済んだ」という意見もあるほどである。このような考え方が大勢を占め、
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中国の金融市場の開放をより一層遅らせてしまうことをマーケット関係者は懸念している。 

 

＜先行きについては悲観的見方が徐々に増加＞ 

 とはいえ、世界的な金融不安が一段と深刻化する中で、有識者の間でも経済の先行きに

悲観的な見方が徐々に広がりつつある。マクロ経済政策を担う国家発展改革委員会の経済

研究所は、経済運営の上で楽観できない問題として、a.輸出の減尐や生産コストの上昇など

を背景とした中小企業の経営難、b.企業の利益低下に伴う雇用と個人所得に対する圧力の高

まり、c.株式・不動産市場の調整リスクの増大、の 3 点を挙げており、今後のマクロ経済政

策に対する調整圧力になり得ると指摘している（「中国証券報」10 月 14 日）。 

 また、中国人民銀行（中央銀行）の李超スポークスマンは「世界経済が減速し、外需が

弱まれば中国経済に対して一定の影響が及ぶことは避けられない」との見解を示している

（「第一財経日報」10 月 12 日）。輸出の減速に加えて、世界的な信用収縮が続けば、先進国

からの対中直接投資にも影響が出る可能性は否定できない。 

 实際、最近公表された経済統計をみると、経済調整を示すような数字が尐なくない。 

 9 月の輸出は前年同期比 21.5％増の 1,364 億ドルと、依然として 20％を超える伸びを示

しているものの、伸び率は 07 年通年（25.7％）に比べると明らかに低下している。輸入は

21.3％増の 1,071 億ドルにとどまった。貿易黒字は 293 億ドルと卖月ベースでは 8 月に次

いで 2 ヵ月連続で過去最高を更新したが、これは年初から 30％余りの伸びが続いていた輸

入が 8〜9 月に減速したことが大きい。この背景には、国際的な商品価格の下落もあるが、

内需の減尐を受けて、国内生産が減産傾向にあることが主因と見る向きもある。 

 9 月の自動車販売台数は前年同期比 2.7％減の 75 万 1,500 台と、2 ヵ月連続の前年割れと

なった。国家発展改革委員会直属のシンクタンクである国家信息センターの徐長明・信息

資源開発部主任は「マクロ経済動向と自動車販売台数は関連性が高く、経済成長の減速は、

自動車販売台数に必ず影響する」と指摘する。自動車販売台数は、07 年は 879 万台に上り、

08 年には 1,000 万台に達することが期待されたが、大台を突破することは、現状ではかな

り困難な情勢だ。徐主任は、08 年は前年比 7％増の 940 万台にとどまるのではないか、と

予測している。 

 思わぬ損失も顕在化してきた。「北京晨報」（10 月 14 日）によると、中国版政府系ファン

ド（SWF）として、07 年 9 月に設立された「中国投資」（CIC）は、米投資ファンド・ブ

ラックストーンと米投資銀行モルガン・スタンレーに合計 80 億ドルを出資していたが、株

式の大幅な下落から 61 億ドルの評価損を出しているという。さらには、同社の子会社が 54

億ドルを出資している米投資ファンドが巨額のリーマン・ブラザーズ関連債券を保有して

いるとも報じられている。 

 

＜成長率 8〜9％なら財政出動も＞ 

 中国政府は、08 年下半期の経済運営について「経済の安定した比較的速い発展の保持、
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および物価の急速な上昇の抑制をマクロ調整の主要課題とする」という、「一保一控（1 つ

の保持と 1 つの抑制）」を方針として掲げていたが、2 月に 8.7％に達した消費者物価指数

（CPI）上昇率は、8 月には 4.9％まで低下しており、現状ではインフレ懸念は後退しつつ

ある。三中全会のコミュニケでもインフレに対する指摘はみられない。このため、政府は

「経済発展の保持」に政策の軸足を移しつつあり、中国人民銀行は 9 月、10 月と 2 ヵ月連

続で利下げと預金準備率の引き下げを行っている（2008 年 9 月 17 日記事、10 月 10 日記

事参照参照）。 

 08 年通年については 10％前後の経済成長率を予測する向きが多いが（国家発展改革委員

会経済研究所と中国社会科学院はともに 10.1％と予測）、09 年については、米国経済の減

速を受けて中国の輸出が大きな影響を受けた場合、8％程度まで低下するのではないかとの

見方も増えつつある。経済成長率の警戒水準は 8〜9％との見方もあり、今後成長率が低下

してくれば、政府は大幅な下振れを回避するため、景気刺激策を打ち出す見通し。 

 政策の方向性としては、世界経済の減速を受けて、輸出の伸び率は低下しており、消費

も大幅な増加は期待できないことから、公共投資などによる固定資産投資の増加といった

財政出動が政策の柱になるとの見方が多い。 

 10 月 20 日には第 3 四半期の経済統計が発表される。さらに、09 年の経済政策を決定す

る中央経済工作会議が年内に開催される予定だ。 

 国家信息センターの祝宝良チーフエコノミストは、内需の減尐に伴い物価上昇圧力が低

下していることから、09 年は「一保一穏」（経済発展の保持と物価の安定）にすべきではな

いか、との見解を示している（「21 世紀経済報道」10 月 10 日）。 

（真家陽一） 

 

1〜9 月期の経済成長率、1 ケタに減速−世界経済の変調が響く−（中国）2008 年

10 月 21 日 北京発 

 国家統計局は 10 月 20 日、2008 年 1〜9 月期における中国の GDP 総額を 20 兆 1,631 億

元、实質成長率を 9.9％と発表した。世界経済の減速を受けて輸出の伸びが低下したことな

どが背景にあるものとみられる。なお、7〜9 月期の成長率は、9.0％と大幅に鈍化し、四半

期ベース（速報値）では 05 年第 4 四半期（9.9％）以来の 1 ケタ成長となった。 

 

＜四半期ベースでは約 2 年ぶりの 1 ケタ成長＞ 

 成長率を四半期ごとにみると、第 1 四半期（1〜3 月）は 10.6％、第 2 四半期（4〜6 月）

は 10.1％、第 3 四半期（7〜9 月）は 9.0％と、第 3 四半期の成長率は、第 2 四半期に比べ、

1.1 ポイント低下し、1 ケタ成長となった（図 1 参照）。 

 1〜9 月の GDP を需要面からみると、消費の伸びが拡大する一方、世界経済の減速を受

けて輸出の伸びが鈍化し、外需が減尐している。 

 消費動向を示す社会消費品小売総額は、前年同期比 22.0％増の 7 兆 7,886 億元と、伸び
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率は前年同期比で 6.1 ポイント上昇した。うち都市部では同 22.7％増の 5 兆 3,165 億元、

農村部は同 20.6％増の 2 兆 4,721 億元となっている。 

 投資面では、全社会固定資産投資額が同 27.0％増の 11 兆 6,246 億元と、伸び率は前年同

期比で 1.3 ポイント上昇、08 年上半期と比べても 0.7 ポイント上昇した。うち都市部の投

資は同 27.6％増の 9 兆 9,871 億元、農村部の投資が同 23.3％増の 1 兆 6,375 億元となって

いる。産業別では、第一次産業への投資は同 62.8％増、第二次産業は同 30.2％増、第三次

産業は同 24.8％増となっている。中でも、第一次産業への投資は同 21.7 ポイントも伸び率

が上昇した。また、地域別では、中国政府が推進する「中部振興戦略」に関連し、中部地

域への投資は同 35.4％増と、東部地域（同 22.7％増）、西部地域（同 29.5％増）の伸びを

上回っている。 

 なお、対内直接投資額（实行ベース）は、同 39.9％増の 744 億ドルとなっている。ただ

し、社会消費品小売総額と全社会固定資産投資額の伸びはいずれも名目ベースであり、物

価上昇を加味すれば、特に投資の实質的な伸び率は前年同期を大きく下回っているものと

みられる。 

 貿易面では、貿易総額が同 25.2％増の 1 兆 9,671 億ドル、うち輸出が同 22.3％増の 1 兆

741 億ドル、輸入が 29.0％増の 8,931 億ドルとなっている。輸出の伸びが同 4.8 ポイント

低下したことにより、貿易黒字額は 1,810 億ドルと同 47 億ドル減尐した。 

 GDP を供給面からみると、第一次産業以外の伸び率は前年同期比を下回った。産業分野

別では、（カッコ内は前年同期における増減ポイント）、第一次産業が同 4.5％増の 2 兆 1,800

億元（0.2 ポイント増）、第二次産業が同 10.5％増の 10 兆 1,117 億元（3.0 ポイント減）、

第三次産業が同 10.3％増の 7 兆 8,714 億元（2.4 ポイント減）となった。 

 第二次産業のうち、工業生産増加額（付加価値ベース）の伸び率は同 15.2％増と、前年

同期の伸び率を 3.3 ポイント下回った。9 月卖月では 11.4％と鈍化傾向が強くなっている。 

「21 世紀経済報道」紙（10 月 20 日）では、権威のある専門家の指摘として「工業生産

増加額が 19％前後であれば経済成長は 11％程度、16％前後であれば 10％程度になる」と

の見方を紹介している。内需の減尐を受けて国内生産が減速しており、このことが年初か

ら 30％余りの伸びが続いていた輸入が 8、9 月に減速した主因と見る向きもある。 

 農業関連では、08 年の夏季収穫穀物の生産量は前年比 2.6％（507 万トン）増の 1 億 2,041

万トン、早稲の生産量は前年比 6.2 万トン増の 3,158 万トン、秋季収穫穀物も政府が耕作面

積の拡大および卖位収穫量の増加に政策の力点を置いていることから、増産が見込まれて

いる。これにより、穀物の生産は 5 年連続豊作の見通しである。 

 なお、肥育豚の生産は、現在回復過程にあり、豚・牛・羊・家きん類の生産量は引き続

き増加している。 

 消費者物価指数（CPI）上昇率は前年同期比 7.0％と、前年同期（4.1％）を 2.9 ポイント

上回ったものの、08 年上半期（7.9％）を 0.9 ポイント下回った。都市部での CPI 上昇率は

6.7％、農村部は 7.7％だった。月別でみると、9 月の上昇率は 4.6％と、2 月の 8.7％をピー
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クに低下傾向にあり、5 月以降は 5 ヵ月連続で前月を下回っている。品目別では、食品価格

が同 17.3％と依然として高いものの、第 1 四半期（21.0％）、上半期（20.4％）と比べ、明

らかに落ち着きをみせ始めている。なお、商品小売価格が同 6.9％、工業品出荷価格が同

8.3％、原材料・燃料・動力購入価格が同 12.4％それぞれ上昇した。 

 マネーサプライをみると、9 月末現在の M2 は同 15.3％増の 45 兆 3,000 億元と、伸び率

は前年同期比で 3.2 ポイント低下し、政策目標である 16％の伸び率を下回った。また金融

機関における人民元の預金残高は 08 年初と比べ 3 兆 4,803 億元増の 29 兆 6,477 億元、各

種貸出残額は同 6 兆 5,601 億元増の 45 兆 4,942 億ドルとなっている。 

 都市住民 1 人当たりの可処分所得（1〜8 月）は同 7.5％増（实質）の 1 万 1,865 元、農

村住民 1 人当たりの現金収入は同 11.0％増（同）の 3,971 元と、農村住民の収入の伸び率

が、都市住民を上回った。これにより都市住民と農村住民の所得格差は 2.99 倍（07 年は

3.33 倍、08 年上半期は 3.17 倍）と、わずかながら縮小している。  

 

 

＜国際金融不安が中国経済に与える 3 つの影響＞ 

 国家統計局の李暁超スポークスマンは記者会見し、米国発の国際金融不安が中国経済の

先行きにいくつかの不利な影響を与えるとして、注目すべき問題として以下の 3 つを指摘

した。 

（1）直接投資（FDI）受入への影響：改革開放以来、特に 00 年以降、FDI は急速に伸び

ており、中国経済の発展に非常に大きな役割を果たしてきた。しかし、金融危機によ

り世界の流動性が減尐しており、中国の FDI にも影響が及ぶと考えられる。 
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（2）輸出への影響：これまで輸出の増加が、経済成長に大きく寄与してきた。07 年の GDP

に占める輸出割合は 37.5％と高く、金融危機による影響で世界経済が停滞すると、輸

出が伸び悩み、成長率に大きな影響を与え得る。 

（3）投資者および消費者への心理的影響：金融危機が投資者、消費者の心理に与える影響

は大きく、中国も例外ではない。 

 その一方で李スポークスマンは、中国はこれらのマイナス影響を抑える能力と基礎があ

ると述べ、その背景として国内貯蓄率が高く、資金の出所も安定しており、内需を拡大で

きる余地が大きいことなどを挙げた。加えて、アフリカ諸国向けの輸出や資源国経済の発

展などにより、中国の輸出先にも開拓の余地があること、財政政策、貨幣政策、産業政策

など政策措置による対応も可能であることなどを指摘した。 

 10 月 17 日に開かれた国務院常務会議では、輸出増値税の還付率引上げにつき提議され、

輸出型の中小企業、特に労働集約型の輸出企業が置かれている困難な状況を緩和すること

が議論された。中小企業は就業や税収面においても重要な役割を果たしており、具体的な

政策措置の实行により、これら中小企業を救済することが話し合われた。 

 

＜成長重視か、インフレ抑制か＞ 

 第 3 四半期の経済成長率が 9.0％と、大幅な減速となった。北京のある有力エコノミスト

は「7 月の国務院常務会議で経済の安定した比較的速い発展の保持、および物価の急速な上

昇の抑制をマクロ調整の主要課題とするという、『一保一控（1 つの保持と 1 つの抑制）』が

方針として掲げられたが、まだ十分な政策効果が出ていないため、第 4 四半期はさらに成

長率が落ち込む可能性がある」と指摘、08 年通年の成長率がさらに落ち込む可能性を示唆

した。 

 9 月の CPI は 4.6％と、政府目標である 4.8％を下回り、現状ではインフレ懸念はかなり

後退しつつある。10 月 9〜12 日まで開催された中国共産党第 17 期中央委員会第 3 回全体

会議（三中全会）のコミュニケにもインフレに関する指摘は見当たらない（2008 年 10 月

17 日記事参照）。また、李スポークスマンも CPI 値の低下は、原油の国際価格をはじめと

する資源価格が下降傾向にあることに加え、マクロ経済政策の効果が表れた結果だと指摘

している。 

 今後、中国政府は経済成長の大幅な減速を防ぐため、公共事業の拡大などによる固定資

産投資の増加といった景気刺激策を打ち出してくるとの見方がある。 

 しかし、同エコノミストによれば「中国政府の中には成長率が 8％になっても中国経済に

は問題はなく、インフレ抑制が最も重要である」とし、依然としてインフレを強く懸念す

る意見があるという。成長を犠牲にして引き続きインフレ抑制に力点を置くのか、それと

も「経済成長の保持」に軸足を移すのか、現時点において中国政府の政策の方向性はまだ

固まっておらず、同エコノミストは、年内に開催される中央経済工作会議で、この論争に

結論が出されるものとみている。  
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（清水顕司） 

 

4 兆元の景気刺激策を発表－インフラ整備などに重点－ （中国）2008 年 11 月

14 日 北京発 

 政府は 11 月 9 日、2010 年末までの総投資額が 4 兆元（約 57 兆円）に上る景気刺激策を

発表した。また、08 年末までに中央政府による追加投資 1,000 億元、09 年に予定していた

四川大地震の復興再建資金の 200 億元を含む、総額 4,000 億元の投資を行うことも併せて

発表した。 

 このような経済政策は例年 12 月上旪に開催される「中央経済工作会議」で可決された後

に発表されるが、外部の経済環境がますます深刻化していることなどから、今回は前倒し

で公表されたとみられる。 

 中央経済工作会議自体も、11 月末に前倒しで開催されるとの見方が強まっている。日程

についての公式な発表は今のところないが、胡錦涛国家首席が G20 緊急サミット、APEC

などの外遊から帰国後、11 月 27～29 日の 3 日間開催されるとの観測もある。 

 今回発表された景気刺激策は以下の 10 項目。インフラ建設に加え、貧困層向けの安価な

住宅建設や医療、衛生といった社会保障や国民収入の引き上げなど、消費の拡大も視野に

入れているのが特徴である。 

（1）安価な住宅建設の拡大 

（2）灌漑設備など、農村インフラ建設の拡大 

（3）鉄道、高速道路、空港などの重大インフラ整備の拡大 

（4）医療、衛生、文化、教育事業の促進 
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（5）環境対策の強化 

（6）技術イノベーションの促進 

（7）震災地の復興再建プロジェクトの加速 

（8）国民収入の引き上げ 

（9）増値税改革による企業負担の軽減（1,200 億元） 

（10）銀行による貸出しの拡大 

 

 特に、住宅、農村インフラ、鉄道、高速道路などといったインフラ建設を拡大すること

は、景気浮揚に直接つながる。これにより、鈍化していた輸入需要が大幅に拡大し、輸入

が復調する可能性も報じられている（「第一財経日報」11 月 12 日）。 

（清水顕司） 

 

伸び悩む広東省の対米輸出 ‐アパレル、玩具など減尐‐（広州発）2008 年 10

月 20 日 

10 月 15 日付の中国紙・広州日報（電子版 A23 面）などによると、広東省の 1～9 月期の

対米貿易額は前年同期比 8.1％増の 682 億 5000 万ドルであった。伸び率は前年同期より 3.8

ポイント低下した。うち、輸出額は同 7.9％増の 578 億ドル、輸入額は同 9.6％増の 104 億

5000 万ドル、貿易黒字は 7.5％増の 473 億 5000 万ドルとなった。輸出額と輸入額の伸び

率は、前年同期比と比較して、それぞれ 2.4 ポイントと 12.3 ポイント低下した。  

 

表 1 広東省の対米貿易（1～9 月） 

 

 

広州日報によると、米国向け輸出の中で、主要品目別では、アパレル（前年同期比 20.8％

減）、玩具（同 2.4％減）、プラスチック製品（同 10.0％減）、などが減尐、家具、照明機器、

包装箱、服飾、靴、プラスチック製品、玩具など労働集約型製品が前年同期比 0.04％増と

ほぼ横ばいの水準にとどまり、伸び率では前年同期より 19.2 ポイント低下した。また、電

気・機械製品の中でも自動データ処理設備の部品（電子部品）が同 8.0％減尐。今後、電子

部品ばかりでなく完成品にも影響が及ぶかが注目される。  
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表 2 主要商品別の広東省の対米輸出（1～9 月） 

  

 

在広州の日系物流会社関係者は対米輸出動向について、「パソコンの米国向けが減尐、電子

部品も同様に影響を受けている」と述べた。また、9 月以降、デジタルカメラなど高価格帯

の商品輸出が、米国向け、日本向けともに減尐傾向にあり苦戦しているという。  

（天野真也、鄒淮英） 

 

【バングラデシュ】 

輸出拡大の好機とみる繊維産業－世界同時不況の産業・企業への影響－ （バン

グラデシュ）2008 年 11 月 14 日 ダッカ発 

 欧米市場向けの繊維製品が輸出額のおよそ 7 割を占めるバングラデシュにとって、米国

発の金融危機の影響は避けて通れない。しかし、製品は低価格品が中心なだけに、短期的

には不況の影響は受けないとの楽観論が多く、大手工場にはむしろ売り込みのチャンス到

来と意気込むところもある。 

 2007／08 年度（07 年 7 月～08 年 6 月）の輸出総額 141 億ドルのうち 75.8％を繊維製品

が占めており、輸出相手国の 9 割が欧米市場になっている。最大輸出品目のニット製品は、

特恵関税のメリットもあってドイツ・英国・フランスだけでおよそ 5 割、布帛（ふはく）

製品は米国だけでおよそ 5 割に達する。こうした構造上、欧米市場の需要動向は輸出産業

に直接的な影響を与えることから、米国に端を発した金融危機がどのような形で製造・輸

出業に波及するのか、関係者の関心は極めて高い。 
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＜低価格品の売れ行きは景気に左右されない＞ 

 バングラデシュ・ニット製品製造輸出業協会（BKMEA）のファズルル・ホック会長は、

中長期的な影響は不透明だが、短期的な影響はないとの楽観的な見通しを示している。業

界各社も同様の認識だが、その理由の 1 つとして、製品には高付加価値品が尐ないため、

需要の所得弾力性が小さいことを挙げている。ホック会長はジェトロのインタビューに対

して、価格帯によっては減産などの影響が避けられないとしながらも、多くの低価格品は

不況にも耐えられるとの自信をのぞかせている。「今後は日本市場への輸出に取り組む」と

も語っているが、欧米市場とは別の市場開拓を目指すことで、リスク分散を進めたいとの

狙いがあるとも考えられる。 

 安さを武器に「いまこそチャンス」ととらえる声は強く、たとえば、国内に 100 以上の

委託工場を抱える H＆M は、今後中期的に発注量を増やす積極的な計画を立てている。IMF

は、バングラデシュの輸出産業に関する報告書の中で、欧米の消費マインドが冷え込む中

でも、引き続き廉価な労働力を強みに主力の繊維産業は競争力を維持する、と記している

ほか、金融関係者には、コットンなどの国際価格の下落も手伝って、原料の多くを輸入す

るバングラデシュにとっては打って出るタイミングとの意見もある。 

 

＜中小の工場は輸出鈍化を懸念＞ 

 ただし、一部の工場からは、金融危機を理由に取引価格や納期の再交渉、新たなリベー

トをバイヤーに求められるケースなどが報告されており、工場の選別、二極化が進んでい

るもようだ。輸出額で大手の工場は前年度以上の生産目標を達成可能と考えているが、中

小の工場ほど輸出鈍化の懸念を高めている。 

 こうした不安に対する政府や業界レベルの予防策は特段講じられていないが、バングラ

デシュ縫製品製造輸出業協会（BGMEA）は、二重為替レート制の導入を政府に提案してい

る。07 年 7 月以降、対米ドル為替相場の月平均値は 68.50～68.70 タカの範囲で変動してお

り、10～11 月も同様に連日安定している。このことが、自国通貨安となっているインドや

パキスタンなど、近隣他国に比べて価格競争力を失うとして、タカ安を望む輸出業者は尐

なくない。 

 

＜政府は省庁横断組織を設けて事態を注視＞ 

 国内の金融市場については、これまでのところ金融危機の影響はみられない。中央銀行

は、国内の金融市場には先進諸国の複雑なデリバティブ取引はなく、資金流動性のリスク

は高くないと話している。しかし、07／08 年度に 80 億ドルを記録した海外労働者送金が

減尐するとの予測もあり、中央銀行は継続的な市場監視の必要性を認め、商業銀行などと

頻繁に意見交換を重ねている。 

 そのような中、ミルジャ・アジズル・イスラム財務顧問（大臣に相当）は、11 月 2 日に

省庁横断的な特別委員会を組織した。資本市場や輸出入などの動向分析によって、金融危
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機が国内経済に与える影響を見極め、必要な措置を政府に対して迅速に提案することを目

的としており、財務次官をトップに、歳入庁長官や輸出振興庁長官など 8 人が参加する。

ただ、財務顧問は緊急に委員会を召集すべきレベルにはないとの認識を示し、中長期的な

予防策の一環として位置付けている。 

（木ノ本知弘） 

 

【パキスタン】 

パキスタンの外貨管理に不安要因（パキスタン）2008 年 10 月 16 日 カラチ発 

パキスタン中央銀行が公表している外貨準備に関する統計から、パキスタンの外貨準備

が 2007 年 8 月の 160 億ドルから 2008 年 6 月に 110 億ドル、8 月には 100 億ドルを割る水

準となり、2008 年 9 月末には 83 億ドルと、この 1 年でほぼ半減したことが明らかになっ

た。  

格付け会社スタンダード・アンド・プアーズ（S&P）は、10 月 6 日パキスタンの外貨建

て長期債務の格付けを「CCC+」とし、従来の「B」から 2 ノッチ引き下げた。ムーディー

ズも 9 月 24 日までに、パキスタン国債の格付け見通しを従来の「安定的」から 1 段階低い

「ネガティブ」に引き下げた。クレジット市場でも、パキスタンのクレジット・デフォル

ト・スワップ（クレジット〔債権のデフォルトリスク〕の売り手が買い手に対して支払う

プレミアム〔保険料〕、10 年物）が 9 月中の 10％台から米国証券市場の下落幅が大きくな

った 10 月上旪以降は 20％を超える水準にまで上昇し、市場が認識する同国のリスクも急激

な高まりを見せている。  

これらの変化の背景には、パキスタンが抱える以下の問題がある。 

輸出の伸びを支えていた繊維関連製品が、周辺国との競争激化にさらされた結果、ここ

数年の輸出は伸び悩んでおり、貿易赤字は増加の一途をたどっている。国際競争力のある

輸出品が見当たらない構造的な問題に加え、原油高騰やインフレが経常収支の悪化を加速

し、外貨準備高の減尐の一因となっている。  

これまで外貨準備の増加は対内直接投資や海外からの労働者外貨送金により支えられて

きたが、マリオットホテルでの大規模な爆破テロ発生（9 月 20 日）に伴い、治安に対する

パキスタンのイメージは一段と悪化、今後の対内直接投資に対してマイナスの影響を与え

ることは必至である。  

政府が現在の財政難に対する明確な対策を立てていない。一方で外国政府機関や国際機

関の支援を頼りにしているが、昨今の世界金融危機により、今後外国政府の協力や外国か

らの投資意欲が減尐する可能性がある。  

パキスタンの輸入依存度が高い原油と穀物は相場が下落しているものの、金融不安と世界

的な景気停滞による輸出減と海外からの投資の減が予想されることから、外貨繰りへの関

心が高まっている。  

（多崎 央） 
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IMF に緊急融資要請（パキスタン）2008 年 10 月 24 日 カラチ発 

 政府が IMF に対して国際収支状況の急激な悪化に対処するための緊急融資を要請してい

たことが 10 月 22 日、明らかになった。数日中に IMF の使節団がパキスタンを訪問し、具

体的な融資額や財政強化の方策について協議を開始する。 

 当地では 23 日、複数の報道機関が政府の IMF に対する緊急融資要請のニュースを報じ

た。融資額は 100 億ドルとも 150 億ドルとも伝えられている。 

 

＜98 年のデフォルト危機と似た道のり＞ 

 これまでの一連の動きを見ると、98 年のデフォルト危機と類似した道のりをたどってい

る。当時、政府は、財政赤字、経常赤字、対外債務の 3 重苦に加え、慢性的な外貨準備高

不足に苦しめられていた。さらに 98 年 5 月に核实験を实施したことで外資の引き揚げやル

ピー安が重なり、外貨準備高も一層減尐した。核实験の強行に対し、国際社会から経済制

裁も受けた。 

 このためシャリフ首相（当時）が中東のイスラム諸国を訪問し、2 国間融資を要請したが

不調に終わり、デフォルト危機寸前まで追い込まれた。最終的には IMF の協力により、融

資を受けることができた。その後、軍事クーデターにより融資が停止されたが、2000 年 11

月に短期融資が承認され、世界銀行やアジア開発銀行の融資も再開された。当時、IMF は

融資再開条件として、公共料金の値上げ、補助金の撤廃、一般消費税の引き上げ、課税対

象の拡大、を挙げていた。 

 現在も、財政赤字や経常赤字に苦しめられており、対外債務は GDP 比では減尐している

ものの、総額ベースでは徐々に積み上がっている。ルピー安が進行し、外貨準備高は、こ

のところ急激に減尐した。こうした流れを受けて、98 年と同じプロセスを踏むように、ま

ずはサウジアラビアや中国などの諸外国に対して 2 国間融資を要請したが、はかばかしい

反応は得られず、「最後の貸し手」である IMF に頼らざるを得ない状況になっている。 

 

＜IMF の緊急支援が好転への道標に＞ 

 メリルリンチは 10 月 9 日、「過去にパキスタンでは IMF 緊急プログラムの発動により、

株価や不安定な為替変動が安定し、信用格付けが改善したことがある。政府が IMF 支援を

受ければ、債務不履行の不安をかきたてる国際収支、通貨安、株価の暴落は沈静化すると

思われる」というリポートを出している。また、ある商社の支店長は「慢性的な貿易赤字

が続き、ルピー安が深刻化して国家の信用危機が広がりを見せ、国外からの融資は避けら

れない情勢にある。デフォルト不安を解消するため、政府や援助機関の早急な対応が必要

だ」と語った。 

 ここ数年、国内消費や外国投資に支えられた堅調な経済成長を遂げてきたが、慢性的に

貿易赤字が増大し、国庫への歳入も思わしいものではなかった。国の脆弱（ぜいじゃく）

な体質のつけが、今回の金融危機で一気に回ってきてしまった。IMF の緊急融資が決定し
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た場合でも、急激な財政改善は難しい。しかし、IMF のてこ入れで適切な政策を打ち出し、

正常な財政運営のための道筋をつけられれば、今後の経済活動に安心感を与える効果が望

めそうだ。 

（多崎央） 

 

欧米景気減速と競争力低下で繊維産業が苦戦－世界同時不況の産業・企業への

影響－ （パキスタン）2008 年 11 月 17 日 カラチ発 

 ルピー安でここ数年の貿易赤字が縮小に向かうと思われていたが、逆に拡大している。

主要輸出産業である繊維製品は、コスト高や周辺国との競争激化に加え、最大の輸出相手

国である米国の輸入減が響き、不振が続いている。 

 

＜景気後退でルピー安のメリットもなし＞ 

 2008／09 年度第 1 四半期（08 年 7～9 月）の輸出は、前年同期比で 19.2％増の 52 億 6,900

万ドル、輸入は 34.3％増の 108 億ドル 1,900 万ドルとなった（パキスタン統計局データ）。

貿易赤字は 52.7％増の 55 億 5,000 万ドルとなり、ここ数年急激な増加を示していた貿易赤

字には歯止めがかかっていない。 

 1 ドル＝60 パキスタンルピー前後で安定的に推移していた為替相場は、4 月に 64 ルピー

だったが、7 月に 70 ルピー、10 月に 80 ルピーに下落した。ルピー安から、輸出が盛り返

すとみられていたが、輸入の伸びに比べ見务りしている。 

 これは特に主要輸出産業である繊維産業の不振が足を引っ張っているためだ。08／09 年

度第 1 四半期の繊維・同製品の輸出が、前年度同期比で 0.8％減。05 年の多角的繊維協定

（MFA）廃止により輸入割当がなくなり、近隣の中国、バングラデシュ、インドとの競争

が激化した。「原材料高騰に加え、人件費上昇、さらには停電の多発による発電機利用コス

ト増が大きな重しとなっている」（複数の繊維企業）といった状況が続いている。 

 追い打ちをかけているのが、景気減速による米国の繊維製品の輸入減である。米国商務

省によると、繊維製品（パキスタンの「繊維・同製品」の分類と一致せず）の輸入は、06

年の 3.8％増、07 年の 2.6％増から 08 年（1～8 月）には 3.7％減になった。 

 パキスタン統計局によると、07／08 年度におけるパキスタンの対米輸出は、前年度比

11.1％減となった。また、輸出総額に占める米国のシェアも前年度の 24.6％から 19.5％に

減尐した。繊維産業の不振の影響である。07／08 年度の対 EU 向け輸出（シェア 26％）は、

11.5％増と踏みとどまっているものの、米国と EU 向けシェアが計 45.5％と依存度が高く、

欧米同時に起こっている景気減速が、どこまで影響するか懸念される。 

 あるニット衣類メーカーは、「現在までに、07／08 年度後半の注文で輸出はプラス成長と

なっている。ルピー安はパキスタン繊維産業にとって追い風となるが、このところの世界

的な景気減速でメリットはほとんどないだろう。今のところ新規注文が相当減尐している。

低価格帯の製品は今後も必要とされるため、ある程度ボリュームが出ると思うが、全体と
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してはあまり期待できない」と語る。また、ある織物衣類メーカーは、「現在のところ、輸

出は微増。しかし、バイヤーからは受注品の発送を遅らせてほしいなどの要望や、既に注

文済みにもかかわらず再交渉を要請してくる場合もある。新規注文にもためらいがみられ、

景気後退の影響が現れ始めている」と話している。 

 

＜輸入抑制策も効果に疑問＞ 

 貿易促進庁（TDAP）は、輸出品目の多様化を目指しているものの、これに応じた産業政

策を实行しているわけでもなく、今のところ、国外需要が高まっているコメや伝統的な輸

出品目である皮製品や手術製品の輸出が増加しているにとどまっている。政府の直近の課

題として貿易赤字解消が挙げられていて、8 月 27 日には輸入抑制のための調整関税を導入

した。連邦歳入庁（FBR）告知によると、乗用車、携帯電話、化粧品などのぜいたく品 379

品目に対して 5～50％の調整関税を課した。HS コード 8 ケタベースの約 400 品目と対象が

限られており、輸入抑制効果があるかどうかは不明である。 

（多崎央） 

 

【フィリピン】 

フィリピン、成長支える海外出稼ぎ、コールセンターへの影響を懸念（フィリ

ピン）2008 年 10 月 15 日 マニラ発 

フィリピン証券取引所株価指数（PSEi）は 10 月 10 日、米株式相場の急落を受け、97

年のアジア通貨危機以来、最大の下げ幅となる 8.3％の減尐を記録した。国内メディアは、

経済成長を牽引してきた海外出稼ぎ労働者からの送金やコールセンター産業などフィリピ

ン経済を支える分野への影響を懸念している。  

10 日の PSEi は、前日比 190.64 ポイント安の 2,097.80 ポイントとなり、今年最も低い

水準にまで落ち込んだ（年初からの下落率 42.0％）。6 営業日連続での下落で、135 銘柄が

値下がりしたのに対し、値上がりはわずか 7 銘柄に留まった。出来高は、前日比 16.8％増

の 29 億 8,100 万ペソ（27 億 3,600 万株）だった。ただ、株式市場は、今週に入って、落ち

着きを取り戻しており、週明け 13 日の PSEi は小幅反発で引けた。  

世界的な金融市場の混乱は、これまで比経済の成長を支えてきた海外出稼ぎやコールセ

ンターにも陰を落としつつある。中銀統計によると、今年 1～7 月に海外出稼ぎ者が本国向

けに送金した金額は、前年同期比 18.2％増の 96 億ドルに上り、依然力強い伸びをみせた。

ただ、送金額を前月比でみると、今年 1 月以降の伸び率は、13.4％増の 3 月を除き、1％台

の増加（5 月、6 月）、あるいは減尐（1 月、2 月、4 月、7 月）となった。前月比 2 桁の伸

びを記録した月が 4 回あった 07 年や 06 年に比べ、出稼ぎ送金流入の勢いは弱まりつつあ

る。世界的な金融中心地の香港やシンガポールでは、数多くのフィリピン人が働く。07 年

に両国へ出稼ぎに出たフィリピン人は、それぞれ約 6 万人、約 5 万人に達した。出稼ぎ者

の多くは、家事手伝いなどに従事しており、金融市場混乱の直接的な影響は尐ない。ただ、
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出稼ぎ先の経済不振が続けば、解雇など悪影響が及ぶのは必至で、地元紙は、早くも生活

の悪化を危惧する国内家族の紹介記事を掲載し始めた。  

成長著しいコールセンター産業への影響も懸念される。コールセンターの約 8 割が米国

向けの事業を展開し、主要顧実に金融機関を抱えるところが多いためだ。国内には、米国

の大手金融機関が自前で設立したコールセンターも存在する。ただ、金融危機の影響につ

いては識者の間でも見解が分かれる。米欧の金融機関がコスト削減のため、さらなる業務

の外注化を進めるとの見方がある一方、業績低迷で全体的な発注量が減るとの見方もある。

しかし、いずれにせよ、コールセンターの経営が不安定化するのは確实で、「今までのよう

な急成長は難しい」（日系 IT 企業）との見方が有力だ。業界団体によると、国内コールセ

ンター・BPO 産業の規模は 07 年に約 50 億ドル（対 GDP 比 3％）に達しており、34 万人

の就労者を抱える。これまで経済を牽引してきた同産業が失速した場合、経済全体に与え

る影響は大きい。  

（米山 洋） 

 

日系メーカーの受注減が顕在化－世界同時不況の産業・企業への影響－ （フィ

リピン）2008 年 11 月 13 日 マニラ発 

 世界的な金融危機の広がりを受け、輸出の 6 割を占める電気・電子部品の輸出額は、2008

年に最大で 10％の減尐に転じる見通しだ。次いで輸出額の大きい衣類も 2 割の減尐が見込

まれる。先進国の景気後退の影響から、進出日系メーカーは受注が大きく落ち込んでおり、

操業日数の短縮や人員削減などの対策を講じている。 

 

＜電子部品や衣類輸出は減尐＞ 

 フィリピン半導体・電子工業会（SEIPI）のアーサー・ヤング会長は、業界の 08 年の輸

出額が最大で前年比 10％減尐するとの見方を明らかにした（「ビジネスワールド」紙 11 月

4 日）。当初の予測では、先進国の需要減を東欧や单米が補うとしていたが、金融危機が世

界的な広がりをみせ、輸出の大幅減は避けられないと判断した。製品別では、携帯電話や

パソコンなどの通信機器に比べ、自動車用電子部品の落ち込みが大きい。同産業は、輸出

総額の約 6 割を占め、「直接雇用者数は約 45 万 6,000 人」（ヤング会長）に上ることから、

経済全体に与える影響は大きい。 

 また、縫製品の大手輸出業者で作るフィリピン衣類輸出者連合（CONGEP）も、前年比

20％程度の輸出額減尐を予測している。08 年 1～8 月の衣類輸出額は前年同期比 15.6％減

の 13 億 3,414 万ドルだった。CONGEP は、9 月以降の金融危機深刻化を受け、さらに輸

出が減速することは避けられないとみており、年初に設定した予測値を下方修正した。09

年については、現時点での予測は困難という。 

 国内の縫製業者の多くは、米系アパレルブランドの委託生産を手掛けている。輸出先は、

米国向けが 72％と圧倒的で、残りを欧州や日本、カナダなどが占めている（07 年）。この
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ため、輸出業者の間では、米国の景気悪化がさらに進むことへの懸念が強い。00 年に輸出

総額の 6.7％を占めた衣類のシェアは、07 年に 4.6％にまで低下した。これを受け、政府は

08 年 7 月、貿易産業省内に衣類繊維産業開発审（GTIDO）を設置し、輸出減尐が続く縫製

産業立て直しの取り組みを始めている。 

 

＜減産、人員削減も＞ 

 先進国の景気後退は、日系メーカーに受注減などの影響を与えている。自動車用部品を

輸出する A 社では、10 月の売上高が前年同月比約 35％減尐した。年初から、米国向けが不

振だったのに加え、9 月のリーマン・ブラザーズの破綻以降、欧州向けの受注が急減した。

年内の販売回復は厳しい情勢で、09 年 1～3 月期の見通しも立っていない。ここまでの急激

な売り上げ減尐は「当地で操業を開始して以来、経験がない」（同社社長）という。 

 同社は当面の対策として、a.月間操業日数の削減（週末の操業停止）、b.期間契約社員の

補充中止による人員削減、c.一部生産ラインの停止、に踏み切ったほか、08 年度の設備投

資を当初予定の 3 分の 1 程度に抑える方針。併せて新たな部品の受注獲得など営業面の強

化も図ることにしている。 

 また、プレス加工メーカーB 社は、米国向け一部自動車部品の受注が 10 月初旪から止ま

ったままだ。電子部品の受注も不安定化する傾向が強まった。同社は、自動車と電子部品

の金属プレス加工を手掛けるが、「自動車部品の落ち込みの方が大きい」（同社社長）。リー

マン破綻前までは、受注は逆に増加傾向にあり、現在の状況は全く予想できなかったとい

う。同社は、12 月以降の売上高急減を見込んでおり、今後、操業日数や契約社員数の削減、

営業の強化などの対策を講じる考えだという。 

（米山洋） 

 

【ベトナム】 

輸出産業への影響、徐々に出始める－世界同時不況の産業・企業への影響－ （ベ

トナム）2008 年 11 月 20 日 ハノイ発 

 米国発金融危機に対して、米国、EU、日本など先進国向け輸出の先行きに懸念が出てい

る。既に当地の日系企業には、輸出志向型の製造業を中心に生産減など徐々に影響が出始

めている。 

 

＜輸出の約 20％が対米向け＞ 

 対米輸出は、輸出額全体の約 20％を占め、国別で最大となっている。同国向け輸出額は、

2005 年が前年比 18.8％増、06 年が 32％増、07 年は 28.9％増の 100 億 8,900 万ドルと右

肩上がりに推移してきた（表参照）。中でも繊維製品が多く、07 年は 44 億 6,500 万ドルで

全体の 44.3％と半分近くを占める。 
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 しかし、多くの当地エコノミストは、09 年以降対米輸出が減尐するのではないかとの見

方をしている。ベトナム社会科学院ベトナム経済研究所チャン・ディン・ティエン副所長

は、ジェトロのインタビューに「今後輸出は対米向けだけではなく、EU・日本向けも連動

して減尐する可能性が高い」と語った。06 年輸出額全体に占める対米・EU・日本の割合は、

全体の約半分を占める。同副所長は、「輸出減は当然経済成長に影響するが、その影響は 09

年までだろう」と限定的にみている。 

 しかし、対米輸出は今のところ減尐していない。08 年 1～9 月の対米向け輸出額は 87 億

9,000 ドル（前年同期比 19.3％増）、うち繊維製品も 39 億ドル（同 17.8％増）と堅調であ

る（通関総局）。これを裏付けるように対米輸出向けの地場繊維企業への影響もほとんどみ

られない。ジェトロの聞き取り調査で繊維企業は尐なくとも現時点で金融危機の影響を受

けておらず、順調に生産していると回答した。ある繊維企業は「影響はなくはないが、米

国向けだけでなく EU・日本向けにも輸出を拡大しているため問題ない」と述べており、米

国に一極集中しないように配慮

しているようだ。また、対米・

EU・日本からの繊維製品の発注

が中国からベトナムへシフトす

るのではとの見方もある（当地

日系企業）。 

 

＜生産計画を下回る日系企業も＞ 

 一方、当地日系企業には、今のところ大きな影響は出ていない（日系物流業者）。しかし、

徐々に輸出志向型の電子部品メーカーを中心に年初の計画に比べ生産減が出始めている。

海外に全量輸出しているプリンターメーカーは、これまでローエンド（低価格）製品の生

産は堅調に増加しているものの、欧米向けに輸出しているハイエンド（高価格）製品の生

産が当初の計画よりも 20％下回ったという。このため関連する当地日系部品メーカーも生

産減を余儀なくされている。欧米を中心に高額・付加価値製品への買い控えが始まってい

ることが分かる。 

 また、内販向け企業にも影響が出始めている。当地の大手日系二輪メーカーや自動車メ

ーカーでは、当初の計画より販売台数が落ち込んでいる。大手二輪メーカーは前年比 18％

増の販売を見込んでいたが、8％増にとどまるのではないかとみている。これとは別に、日

本向けに輸出している医療器具メーカーは、「ほとんど金融危機による生産の影響がない」

という。 

 問題は 09 年以降の生産だ。日本や欧米に輸出している当地日系携帯用部品メーカーは、

「今のところ生産は順調で、09 年以降も発注元の生産計画は増加と強気なのだが、本当に

信じてよいのか分からない」と困惑気味だ。また、ある電子部品メーカーも「08 年の生産

は順調だったが、09 年以降どうなるか読めない」と不安視する。7 月ごろまでは増産によ
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りワーカークラスの採用を継続的に行っていたが、ここに来て採用を控えるという日系企

業もある。 

（佐藤進、高野光一） 

 

金融危機下でも安定度高い通貨ドン （ベトナム）2008 年 12 月 02 日 ホーチ

ミン発  

 今回の世界的な金融危機の

中で各国通貨が大きく下落し

ている中で、ドンは ASEAN

主要国通貨の中で最も安定し

た動きをしている。為替変動の

リスクが小さいという点から

見ても、ベトナムの投資環境の

優位性は高い。 

 高いインフレ率と貿易赤字

の拡大によって外国為替市場

ではドン安圧力が高まってお

り、ドン安・ドル高が進行して

いる（図 1 参照）。 

 

＜1 ドル＝1 万 7,000 ドン目前＞ 

 為替レートは、3 月 21 日の 1 ドル＝1 万 5,810 ドンから、現在では 1 ドル＝1 万 7,000

ドン目前までドン安が進んでいる。6 月上旪には非公式相場で 1 ドル＝2 万ドン近くまでド

ン安が進むというパニックも発生した（2008 年 10 月 29 日記事参照）。 

 このようなことから、ベトナムの投資環境について、ドン安懸念を指摘するレポートも

尐なくない。ドン安の進行が、ドルで仕入れてドンで販売する内販型の外資企業の経営に

悪影響を与えるというのである。 

 そうだろうか。いま直面しているドン安は、他国通貨の変動に比べてそれほど大きなも

のなのだろうか。 

 

＜金融危機後の下落率は 2.4％＞ 

 図 2 は、9 月 2 日時点と 11 月 24 日時点との、主要通貨のドルに対する為替レートの変

動率を示したグラフである。 

 リーマン・ショックがあったのは 9 月 15 日である。それ以後、円を除く主要通貨のドル

レートは軒並み下落している。ユーロの下落率は 11.4％、オーストラリア・ドル、韓国ウ

ォン、インドネシア・ルピアの下落率は 20％を超えている。それに対し、ベトナム・ドン
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の下落率はわずか 2.4％にすぎないので

ある。 

 図 3 は、9 月 2 日時点のドルに対する

為替レートを 100 とした場合の

ASEAN 各国通貨の変動を示したグラ

フである。インドネシア・ルピアを唯一

の例外として、主要国通貨は今回の世界

的な金融危機以後も比較的安定してい

る。 

 中でもドンの安定性は際立っている。

ドン安懸念とは裏腹に、ドンの下落率は

タイ・バーツよりわずかに大きいもの

の、上下の変動幅を考えればバーツよ

りも小さく、ドンの安定性が高いこと

がわかる。 

 

＜ベトナムからの資金の引き揚げはわ

ずか＞ 

 ドンが安定しているのは、国内から

の資金の引き揚げがほとんど起きてい

ないからである。 

 主要国通貨の下落は、米国の商業銀

行、投資銀行、保険会社やヘッジファ

ンドなどの金融機関が、債権者による資金の引き揚げに備えるため、内外の資産を売却し

て米国に送金したことで引き起こされた。 

 しかし、ベトナムに預けた資産は、金融危機以前に既に売却してしまっており、金融危

機が起きた時点ではベトナムには引き揚げるべき資産が残っていなかった。株価は、金融

危機以前にすでにピーク時の 3 分の 1 まで下落し、低空飛行を続けている。その後は、外

国からの資金の流入は起きていない（2008 年 11 月 4 日記事参照）。 

 ベトナムはドルに対して固定相場制を採用しているので、安定しているのは当然だとの

見方もある。しかし、ドルとは異なる政策金利を維持したまま、市場レートから大幅に乖

離した為替レートを防衛するためには、政府は絶えず市場介入を続けなければならない。

やがては、政府の外貨準備が底をつき、固定相場制は維持できなくなる。 

 

＜政府はドン安を容認＞ 

 しかし、政府は、為替レートについては市場の需給関係に合わせる姿勢をみせている。
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つまりドン安を容認しているのだが、ドンは暴落していない。 

 02 年 7 月から 07 年 1 月 2 日までの長い間、政府は外国為替市場でのドルに対するドン

の 1 日の変動幅を上下 0.25％としていた。変動幅は、07 年 1 月 2 日には 0.5％、12 月 24

日には 0.75％、08 年 3 月 10 日には１％、6 月 27 日には 2％と順次拡大、11 月 7 日には上

下 3％になっている。 

 基準となる公式相場の方も、6 月 10 日の 1 ドル＝1 万 6,139 ドンから、現在は 1 ドル＝1

万 6,503 ドンと、5 ヵ月間で 2％以上切り下げている。 

 この間、固定相場を維持するために政府が無理をしていないことは、外貨準備高の動き

を見れば分かる。外貨準備高は 6 月 22 日時点の 207 億ドルから、10 月 8 日には 212 億ド

ルと 3 ヵ月で 5 億ドル増えている。 

 これらの事实は、今般の金融危機がドンにはほとんど影響していないことを示している。 

 

＜非公式相場が突然出現＞ 

 公式の外国為替市場ではドンは安定しているが、闇市場では、非公式相場が突然出現す

ることがある。それが外国企業を不安にさせている。 

 国民は、資産をドンとドル、そして金（ゴールド）に分けて保有し、リスクを分散させ

ている。そして、わずかなショックに敏感に反応し、その分散比率を変えている。何か起

きれば非公式相場が突然に現われるのは、このためである。 

 金の方が安心だと思うと金を買う。金を買うにはドルが必要だから、多くの人がドルを

求める。ドルが急激に値上がりすると、そこに非公式相場が出現するという仕組みだ。 

 この場合、非公式相場が出現する闇市場とは、宝石店である。非公式相場が出現すると、

ドルで金を買うだけでなく、多くの人が銀行からドルを下ろして、レートが良い宝石店で

ドルを両替し、ドルがますます不足するようになる。 

 現在も非公式相場は出現している。現在の公式レートの上限は 1 ドル＝1 万 7,000 ドンだ

が、地元報道によると、1 ドル＝1 万 7,350～1 万 7,420 ドンで取引する闇市場もあるらし

い。实際、ホーチミン市内の外貨両替所をのぞいてみると、1 ドル＝1 万 7,200 ドン（11

月 26 日）でドルを買い取っているところがあった。 

 これは、中央銀行が 11 月 21 日、10 月 21 日に続いて政策金利を 1 ポイント引き下げた

ことで、ドン建て金利が低下し、ドル預金に切り替える動きが起きたためである。ホーチ

ミン市では、11 月に入ってから外貨預金が前年同月比で 41.8％も増えており、数字がこう

した動きを伝えている。 

 闇市場の非公式相場が出現するたびに、多くの人が不安に襲われるが、非公式相場は瞬

間風速のようなものであり、数日間ですぐに消えてなくなるのが通例である。不安になる

のは、アジア通貨危機のトラウマなのかもしれない。 

 しかし、銀行では一時的にドルが不足することはあっても、政府の外貨準備高は十分に

あり、すぐに公式レートでドルを買うことができるようになる。世界的な金融危機による
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各国通貨の下落によって、これまで不安視されてきたドンの為替変動リスクは比較的小さ

いことが示されたかたちになっている。通貨の安定性という点から見ても、国内経済はほ

かの ASEAN 諸国よりも優位性が高いといえるのである。 

（小嶋規純） 

 

【香港】 

香港を金融津波が襲う（香港）2008 年 10 月 17 日 香港発 

 国際金融都市香港においても、世界的金融危機の影響を受けて株価が大きく下落してい

る。金融機関に対する取り付け騒ぎが発生したほか、一部では賃金カットも实施されてお

り、实体経済への悪影響は確实視されている。  

 

＜ハンセン指数は大きく低下＞ 

 香港の代表的な株価指数であるハンセン指数は、リーマン・ブラザーズ破綻前 9 月 12 日

の 19,352 ポイントから大幅に下落した。中国の株価対策やＧ７声明を受けて上昇する局面

もあったが、10 月 16 日は 15,231 ポイントと、破綻前に比べから 2 割以上下げた水準にと

どまっている。  

 

＜香港経済への影響は確実＞ 

 香港経済は輸出依存度が高く、輸出額はＧＤＰの 1.7 倍である。輸出額に占める米国の割

合も 14％と高く、米国を始めとする世界的景気悪化の影響が及ぶことは確实と懸念されて

いる。また、GDP に占める金融業自体の割合も 17％と高く、金融危機の直接の影響も相当

程度見込まれる（統計出所は、香港政府統計処 2007 年）。  

 リーマン・ブラザーズ破綻後は、各機関による香港の 2008 年の GDP 成長率予測を下方

修正する動きが相次いでいる。シティグループは 4.2％から 3.6％へ、モルガン・スタンレ

ーは 4.7％から 4.0％、ＪＰモルガンは 4.0％から 3.5％、ＤＢＳは 4.4％から 3.8％へそれぞ

れ下方修正した。香港を代表する経済団体である香港総商会は 3.5％、香港大学は 2.9％と

予測している。  

 香港経済の悪化懸念を示す報道には事欠かない。9 月 25 日には香港資本最大手の東亞銀

行で取り付け騒ぎが発生した。キャセイ・パシフィック航空の旅実人数は 9 月に 2003 年の

SARS（重症急性呼吸器症候群）不況以来の落ち込みを記録、新規大卒者の平均給与は前年

比で 1 割減尐するなど实体経済への影響も着实に広がりつつある。香港経済日報（10 月 4

日付）によると、香港中文大学が 9 月末に行ったアンケート調査では失業悪化を懸念する

市民が 60％に達するなど、先行きの不安感も増幅しており、今後センチメントの一段の悪

化も懸念される。  

 経済通でもある曽蔭権（ドナルド・ツァン）香港特別行政区政府行政長官は、10 月 15

日の施政方針演説において、今回の金融危機を「金融津波」と表現し、「1997 年のアジア通
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貨危機よりも大きく回復に時間がかかる、軽視できない」と発言している。  

（森田悟、姚慧俐） 

 

【マレーシア】 

株買い上げなどの総合経済政策を発表へ（マレーシア）2008 年 10 月 29 日 ク

アラルンプール発 

 ナジブ副首相兼財務相は、世界金融危機に対応して、総合経済対策を 11 月 4 日の議会で

発表することを明らかにした。主な内容として、株価安定に向けた政府系ファンドへの拠

出、不動産、商業分野での外国投資ガイドラインの見直し、サービス産業の自由化などが

盛り込まれる予定だ。また、世界金融危機は、欧米向け輸出需要減を招き、日系製造業の

活動にも影響を与え始めている。 

 

＜サービス部門の自由化などで外資呼び込み＞ 

 経済総合対策の詳細は、11 月 4 日の議会で明らかにされる予定だが、ナジブ副首相は大

まかな方向性として現時点で次の 5 点を明らかにしている。 

（1）政府系ファンドに 50 億リンギ（10 月 29 日時点で 1 リンギ＝27 円）の資金を投入し、

下落株を買いあげる。 

（2）不動産、商業部門の外国投資ガイドラインを見直し、外国企業の誘致を強化する。 

（3）サービス部門の自由化で、雇用を創出し投資を促進する。 

（4）大型開発計画の見直し。 

（5）金融機関と中央銀行による特別ファンドを通じ、中小企業への金融を支援する。 

 

 製造業では外資による 100％の投資が認められているが、サービス、不動産、商業などは、

政府がマレー人を優遇するブミプトラ政策の下で保護している。外国投資ガイドラインの

見直しとサービス部門の自由化は、外資呼び込みと雇用創出を狙うものだが、これまで特

にサービス部門は外資にとって不透明な部分も多く、これらの産業分野をどこまで外資に

解放するのかは注目点である。 

 また、第 9 次マレーシア 5 ヵ年計画で開始した大型開発計画の見直しも行われる見込み

だ。現在国内 5 ヵ所（イスカンダル開発地域、北部コリドー経済開発地域、東部コリドー

開発地域、サバ開発コリドー地域、サラワク再生エネルギーコリドー地域）で大規模開発

が動いているが、これらの見直しも行われる予定だ。国内の大型プロジェクトの中でも、

これら 5 ヵ所は 20 年から 30 年にわたる長期大規模プロジェクトで、日系企業も注目して

いる。 

 中銀は 10 月 14 日、「マレーシア金融機関は回復力があり、かつ健全である」と公式発表

し、これまで金融システムの改革などを通じて国内金融システムは強化されており、十分

な融資資金があるので国内金融システムは世界金融危機の中でも強固である、と強調した。 
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 また、銀行、保険業界の全体資産の 9 割がリンギ建てであることから、他国の金融危機

が国内金融機関に与える影響は尐ないとの見方も示した。2 日後の 16 日には、リンギ建て、

外貨建てのすべての預金を 2010 年 12 月まで全額保証することも発表した。中銀は、この

先 12 ヵ月は金融危機の影響を受けて厳しい時期になるが、10 年には回復するという楽観的

な見通しを示した。 

 金融危機前は、年明け以降続いてきたインフレへの対策が政府の重点事項だった。しか

し、年初の 2％台から 8 月には 8.5％まで上昇したインフレ率も、落ち着きをみせてきてお

り、08 年は 5.5〜6％、さらに 09 年第 2 四半期は 4％を下回ると政府は予測している。イ

ンフレ対策は一段落したという見方だ。 

 一方で、新しく浮上してきた世界金融危機で、ナジブ副首相は、08 年通年の GDP 成長

率は推定値の 5.7％を下回り、09 年見通しの 5.4％も見直す可能性があることを示唆した。

中銀のゼティ総裁も「景気減速を阻止することが最重要課題」と明確に示し、11 月 4 日に

発表される総合経済対策を軸に、景気対策に重点を置くことを強調した。 

 

＜日系企業にも影響出始める＞ 

 政府が比較的楽観的な見方を示す一方で、日系企業への影響は確实に出始めている。あ

る日系製造業は「特に欧米向け輸出需要は激減している。生産調整を行う必要があり、い

つから始めるか本社と調整している」と語る。また中小企業では、生産調整による利益減

尐で、雇用調整（人員削減）の検討を始めているケースもある。輸送機器関係は、一時、

原油高で販売が厳しくなっていたのに加え、金融危機でさらに厳しい状況に置かれている。

また化学関係では、欧州の新化学品規制REACHに対応して好調だった欧州向けの輸出が、

金融危機で需要減に直面している。 

 一方、運輸関係は、原油価格が下がったことでコスト面が改善しており、今のところ直

接的な影響は見えておらず、輸出減の影響が貨物に出てくるまでには尐しタイムラグがあ

るようだ。 

 進出日系製造業は輸出型が多く、その 4 分の 1 は電子電気企業である。電気電子セクタ

ーの最大輸出国である米国の金融危機が、日系企業の活動に与える影響は大きい。 

（手島恵美） 

 

【ミャンマー】 

先行きへの不安徐々に広がる－世界同時不況の産業・企業への影響－ （ミャン

マー）2008 年 11 月 14 日 ヤンゴン発  

 国際的な金融危機について、国内の金融市場は閉鎖的なため、直接的な影響はみられな

い。2003 年の米国経済制裁（禁輸措置）により、米国市場への輸出はないが、その他の市

場への輸出にどの程度影響するのか不安が残る。一方、原油価格下落による天然ガス収入

減の影響も懸念される。 
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＜縫製品の輸出に不安感＞ 

 ある経済学者によると、「03 年 2 月の銀行危機の影響もあり、銀行は实質的に政府管理下

にある。株式・債権、為替市場も外国市場との直接の関係はなく、ほとんど影響はない」

という。金融市場は閉鎖的なため、もともと外国

人投資家が入り込む余地はなく、この点での影響

はほとんどないといえる。例えば、ドルとチャッ

トの為替相場は、国内の相対取引で成り立つ市場

であり、最近の推移を見ても比較的安定している

（表 1 参照）。 

 一方、輸出先市場の冷え込みについては、03 年

の米国経済制裁（禁輸措置）により、米国への輸

出はこの 5 年ほど行われていない（当時は、縫製

品輸出がストップし、多くの雇用が失われるなど

大きな影響が出た）。 

 輸出の多くを占めるタイ向けの天然ガスや、中

国向けの木材、農水産品などは、不景気でもあま

り大きな影響は受けないと考えられるものの、縫

製品の製造・輸出業者からは、輸出先である日本・

欧州の市場収縮の影響が出始めており、先行き不

安だとの声が出ている（表 2 参照）。また、豆類は

総量の 6 割以上がインド向けに輸出されているが、

豆類業者は「金融危機の影響からインドのルピー

が安くなっていることや、市場の購買力が低下していることなどから、豆類の価格が最近

20％下落した」と話している。 

 

＜原油価格下落や海外からの送金減の影響も＞ 

 タイ向けの天然ガス輸出については、世界的な原油価格下落の影響（販売卖価下落によ

る収益減尐）を考慮しておく必要がある。同様に、政府はディーゼル油を輸入し、補助金

を使って安価な公定価格で国内販売しているため、ディーゼル油が安くなる分、その補助

金負担が減ることになる。これらの相殺分がどの程度になるかにもよるが、天然ガス収入

減による国家財政・国内経済への影響が懸念される。 

 そのほか、海外の出稼ぎ労働者からの送金減尐が考えられる。先の経済学者も「不景気

になった場合に、解雇されやすい立場で働いている人が多い」と指摘している。シンガポ

ール、タイ、マレーシアを中心に海外出稼ぎ労働者は数百万人といわれるが、その送金が

減ることで国内消費や輸入にマイナスになる恐れがある。 

（小島英太郎） 
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４．大洋州 

【オーストラリア 】 

預金全額保護や経済対策を相次いで発表（オーストラリア）2008 年 10 月 16 日 

シドニー発 

 政府・オーストラリア準備銀行（RBA）は世界的な金融危機の広がりの影響を最小限に

とどめるため、10 月 7 日に政策金利を大幅に引き下げたのに続き、12 日にはすべての国内

個人の銀行預金全額保護、14 日には 104 億オーストラリア・ドル（以下豪ドル、10 月 13

日現在で 1 豪ドル＝66.3 円）に上る経済安全保障戦略を発表した。 

 

＜政策金利を 1 ポイント引き下げ＞ 

 オーストラリアでは 2002 年以降、インフレ抑制のため金融引き締めを続けてきたが、米

国発の金融危機が世界的な広がりを見せる中で、減速した経済を立て直すことが喫緊の課

題となり、RBA は 9 月 3 日に政策金利の 0.25 ポイント引き下げに転じ、10 月 7 日にはさ

らに 92 年以来となる１ポイントの大幅引き下げをすると発表した（10 月 9 日实施）。これ

は、高金利の下で負債を抱える一般世帯や企業にとって、一定の救済となると各方面から

評価されている。 

 

＜金融制度の安定確保のため預金を全額保護＞ 

 10 月 10 日に開催された G7 財務相・中央銀行総裁会議での「世界の経済成長を支え、金

融市場を安定させ信用を回復させるため、緊急かつ特別の措置が取られなければならない」

という合意を受けて、10 月 12 日、政府は国内の銀行や信用組合などを含めた金融機関の個

人預金を今後 3 年間にわたり全額保護すると発表した。国内の金融制度は国際金融市場の

混乱に対して抵抗力があり、金融機関は健全性を維持しているとしながらも、金融機関に

対する預金者の信用を維持することが必要だとの認識を示したものだ。 

 現在の状況について、ウエイン・スワン財務相は「金融危機は新たな局面を迎えており、

資金調達コストの上昇、信用収縮などが起こり、实体経済に影響を及ぼし始めている」と

し、「こうしたことはオーストラリアの経済成長にも影響をもたらすだろう」と語った。現

地法人を設立していない外国銀行の支店は預金保護の対象とはならないため、預金が地元

銀行に逃げることも懸念され、例えば日系の銀行でも、今後、日本が預金の全額保護措置

を取らなければ、当地の動きについていけなくなる可能性もあるともいわれている。 

 

＜緊急事態としての経済支援戦略を策定＞ 

 政府は 10 月 14 日、104 億豪ドルの経済安全保障戦略を発表した。国内経済は強さを保

っており、ほかの諸国に比べて今回の金融危機に対して有利な立場にあるとの従来の立場

を繰り返しながらも、その影響から免れることはできないとして、経済強化のために GDP
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の約 1％に相当し、2008／09 年度の財政黒字〔220 億豪ドル（5 月の予算作成時での予測）〕

の約半分を活用して断固とした予算措置を行うとした。主な内訳は、年金支給に 48 億豪ド

ル、子どもを持つ低中間所得世帯向け支援に 39 億豪ドル、初回の住宅購入者支援に 15 億

豪ドル、職業訓練に 1 億 8,700 万豪ドルとなっている。 

 これについては、野党自由党のマルコム・ターンブル党首も支持の意向を示した。 

 

＜産業界は歓迎＞ 

 ビジネス界も歓迎しており、オーストラリアン・インダストリー・グループ（AIG）のヘ

ザー・リダウト会長は「今回の戦略は、時宜を得た保護措置で、減速した国内経済活動に

対する支援ともなる」と語った。また、ビジネス・カウンシル・オーストラリア（BCA）

のグレイグ・ゲイリー会長も同様の趣旨のコメントを発表した。 

 今回の金融危機について、AIG は「つい最近まで、オーストラリアは世界の金融危機に

は無縁との声が多く聞かれたが、今ではそのような声は聞かれなくなった」として、事態

が急速かつ深刻に推移していることを認めている。また、「最近の状況は依然として安定し

ているものの、投機的な商業建設計画が棚上げにされたり、クリスマス後の注文が減尐し

たりするなどさまざまな影響が報告されている」とビジネス界に影響が出始めていること

を明らかにした。 

 日系企業の中では、目に見える影響は尐ないようだが、政策金利の引き下げや株式市場

の混乱から為替が乱高下する状況は、日本からの輸入品を販売している日系企業の日々の

経営にとって大きな負担となっているもようだ。 

（島倉克尚） 

 

首相が国際金融制度改革でアクションプラン発表（オーストラリア）2008 年 10

月 22 日 シドニー発 

 ケビン・ラッド首相は 10 月 17 日に開かれたビジネスフォーラムで、20 ヵ国財務相・中

央銀行総裁会議（G20）に向けて、国際金融制度を改革するためのアクションプランを発表

した。金融機関の簿外の貸借対照表の完全公開など、5 項目からなっている。 

 

＜経済界も実体経済への影響を懸念＞ 

 オーストラリアン・インダストリー・グループ（AIG）は 10 月 17 日、金融危機による

世界経済の減速の影響について話し合うため、ラッド首相やウエイン・スワン財務相を招

いてビジネスフォーラムを開催した。このフォーラムには、資源大手の BHP ビリトン、エ

クストラータ、不動産大手のレイトンホールディングス、そのほか IBM やマイクロソフト

など多くの有力企業が参加した。 

 この中で、AIG のヘザー・リダウト会長は「金融危機は一層広がりをみせ、实体経済に

まで影響を及ぼし始めており、オーストラリアも国内経済活動の著しい減速に直面してい
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る」と語った。 

＜簿外貸借対照表の完全公開など 5 項目を提案＞ 

 ラッド首相はフォーラムで行った講演の中で、10 月 7 日にオーストラリア準備銀行（RBA）

が行った政策金利の 1％引き下げや、10 月 14 日に発表した 104 億オーストラリア・ドルに

上る国内経済刺激策（2008 年 10 月 16 日記事参照）に触れ、早期の対策を实施することが

重要との認識を示した。さらに、ラッド首相は、11 月にブラジルで開催予定の G20 に向け

て、将来の金融制度の改革案として以下の 5 項目のアクションプランを提案する意向を示

した。 

（1）商業銀行だけでなく、投資銀行や保険会社などを含む金融機関は、バランスシート（貸

借対照表）とオフバランスシート（簿外のバランスシート）の完全な公開を条件とし

て、主要国の中での営業が許可されること。 

（2）金融機関は、経済不況に備えて好況時に追加的な収益から資本の積み立てを行うこと。 

（3）規制当局は、高リスクの短期利益などへの役員報酬に関して金融機関に対して高い要

資本を設定すること。 

（4）リスクを評価する際の会計規則を、金融的な安定にも役立つものとすること（より中

長期的な観点も取り入れ、現在の資産価格が高いだけで低リスクとしないなど）。 

（5）危機に陥りそうになった時の早期の警告、アドバイスや対処する政策の提供などを含

め IMF の権限を強化すること。 

 以上の提案に対して、オーストラリア商工会議所（ACCI）は、アクションプランを实行

に移すのには困難が残るとしながらも、原則的には支持するとした。また、AIG も歓迎の

意向を表明した。 

（島倉克尚） 

 

08／09 年度の成長率を 2％に下方修正−経済・財政の中間見直し−（オーストラ

リア）2008 年 11 月 11 日 シドニー発 

 ウエイン・スワン財務相は 11 月 5 日、2008／09 年度（7 月〜6 月）の中間経済・財政見

通し（MYEFO）を発表した。08／09 年度の GDP の成長率は 2％に下方修正され、失業率

は 09 年 6 月までに 5％まで上昇とするなど、金融危機による世界経済減速の影響が反映さ

れたものとなった。 

 

＜経済状況の悪化で財政黒字も大幅減尐＞ 

 今回の中間見通しでは、最近の世界経済の急激な悪化とそれによる国内経済への影響か

ら、08／09 年度の实質 GDP 成長率を 2％と、5 月の予算策定時に比べ 0.75 ポイント下方

修正した。失業率も、予算策定時の 4.5％から、09 年の 4〜6 月期には 5％に上昇し、10 年

の 4〜6 月期には 5.75％になると修正した。 

 また、08／09 年度の財政黒字は、予算策定時の 217 億オーストラリア・ドル（以下、豪
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ドル）から 163 億豪ドル減の 54 億豪ドルに修正した。減尐分のほとんどは金融危機に伴う

歳入の著しい減尐によると説明している。歳入の減尐は、08／09 年度で 49 億豪ドル、09

／10 年度で 122 億豪ドル、10／11 年度で 124 億豪ドル、11／12 年度で 79 億豪ドルとな

り、金融危機の影響でおおむね 400 億豪ドルの損失になるとした。  

 

 オーストラリア統計局（ABS）が 11 月 6 日に発表した 10 月の失業率は 4.3％と、8 月か

ら 3 ヵ月連続で横ばいだった。この数字は、経済が減速し始めた後も労働市場は十分に堅

調であることを示しているともとれるが、一般には今後、さらに経済が減速することによ

り労働者が解雇されるなど、労働市場は悪化していくとみられている。 

 

＜ビジネス界は冷静に受け止める＞ 

 中間見通しについて、オーストラリア商工会議所（ACCI）のグレッグ・エバンス経済・

産業政策部長は「08／09 年度の实質 GDP 成長率が 2％に下方修正されたことは、ACCI

の最近のビジネス状況調査結果を反映しており、予想できなかったことではない。ビジネ

スへの投資の見通しと 09 年の雇用への影響を懸念している」と語った。オーストラリアン・

インダストリー・グループ（AIG）のヘザー・リダウト会長は、中間見通しは急激に変化す

る経済危機とその影響について冷静なデータを提供しており、金融政策と財政政策の面で

より積極的な行動が求められると述べた。 

 また、野党自由党は、政府の政策が経済状況の悪化を招いた面もあり、今回の発表を米

国大統領選挙の投票日と同じにしたのは、政府が経済運営のまずさを国民の目からそらせ

ようとしたものだ、と批判した。 

（島倉克尚） 

 

中国の景気刺激策に期待 （オーストラリア）2008 年 11 月 14 日 シドニー発  

 中国が 11 月 9 日に発表した 2010 年までに 4 兆元〔約 57 兆円、オーストラリア・ドル

（以下、豪ドル）にして約 8,550 億豪ドル〕という大規模な景気刺激策は、金融危機によ

る世界経済減速の影響が出始めている国内経済にとって大きな恩恵をもたらすと期待され

ている。 

 

＜資源需要の高まりに期待＞ 

 今回の中国の景気刺激策は、主に低所得層への住宅や道路建設などのインフラ関連事業
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に投資を向けることで内需を拡大していこうというものだけに、鉄鋼を中心とした資源へ

の需要が活性化されることが期待されている。これを好感して、資源大手の BHP ビリトン

の株価は 11 月 10 日の終値で 1.96 豪ドル（7.02％）上がり 29.89 豪ドルに、同様にリオ・

ティントの株価は 5.73 豪ドル（7.93％）上がり 78 豪ドルとなった。 

 これまでの経済成長を大きく支えてきたのは中国の経済発展による資源ブームであり、

世界的な金融危機の影響が实体経済に波及し始める中で、中国経済の減速は資源、特に鉄

鉱石需要の減尐となって国内経済にダメージを与えつつある。今後、経済の減速を乗り切

っていくためには、中国の資源需要が堅調であることが不可欠となっている。 

 ケビン・ラッド首相は 11 月 10 日の議会で、中国の景気刺激策について、97 年のアジア

経済危機への対応として取られた景気浮揚策と同じようなかたちで取られたものであり、

オーストラリア経済だけでなく、広く東アジア経済や世界経済にとっても重要なものであ

るとし、自分とウエイン・スワン財務相がここ数週間にわたりさまざまな中国のカウンタ

ーパートと話し合ってきたことと一致すると語った。 

 また、コムセックのエコノミストのクレイグ・ジェームズ氏は「今後 5～10 年間の最も

重要な展開は中国やインドの工業化であり、米国主導の循環的な経済ではない」と、米国

の重要性が薄れていくと述べている。 

 

＜08 年度の GDP 成長率を 2％に下方修正＞ 

 世界経済の減速や中国の内需の減退による資源需要への影響は、徐々に国内経済に出始

めている。鉄鉱石や石炭のスポット価格は实需を反映して、オーストラリアが中国と契約

をした時点と比べて低下しており、09 年の新規契約に向けての交渉に尐なからず影響が出

るとみられる。 

 財務省が 11 月 5 日に発表した「中間経済・財政見通し（MYFEO）」では、金融危機に伴

う世界経済の減速の影響で、08／09 年度（7 月～6 月）の实質 GDP 成長率を、5 月の予算

編成時点の 2.75％から 2％へと下方修正した。さらに、オーストラリア準備銀行（RBA）

が 11 月 10 日に発表した四半期ごとの金融政策についての声明では、資源ブームはピーク

を過ぎたとして、投資の落ち込みなどを理由に成長率を 1.5％に下方修正している。また、

資源大手のリオ・ティントやフォーテスキューメタルは、中国をはじめとする鉄鋼需要の

落ち込みで鉄鉱石の生産を 10％減らすと発表している。 

（島倉克尚） 

 

連邦準備銀行が 4 ヵ月連続で政策金利を引き下げ （オーストラリア）2008 年

12 月 03 日 シドニー発 

 

 オーストラリア準備銀行（RBA）は 12 月 2 日に定例委員会を開催し、9 月から 4 ヵ月連

続の政策金利引き下げを決定した。实施は 12 月 3 日からで、1 ポイント下げて 4.25％とな
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った。 

 

＜「需要と経済活動が著しく減速」＞ 

 政策金利は 4％台となり、2001 年 12 月以来の最低水準になった。この 4 ヵ月で 3 ポイ

ント引き下げており、金融危機で経済がいかに急速に減速してきたかがうかがえる（図参

照）。 

 

 

 RBA のグレン・スティーブン総裁は、発表文の中で、「金融制度を安定させるために各国

の政府と中央銀行が取ってきた措置は効果を挙げ始めてはいるが、依然として金融市場は

不安定であり、それに伴い一次産品価格もさらに下落している。オーストラリア経済はほ

かの先進諸国に比べれば抵抗力を発揮してきたが、最近の経済データは、需要と経済活動

の著しい減速が起きていることを示している」と述べた。 

 また、同総裁は「一般世帯、ビジネスともに消費マインドが低下しており、インフレ率

もすぐに下降するだろう。今回の大幅な政策金利の引き下げは、最近発表となった政府に

よる景気刺激策と相まって、今後需要を支えていくだろう」との見通しを示した。 

 オーストラリアン・インダストリー・グループのヘザー・リダイウト会長は、金融危機

は实体経済に影響を与え、投資と雇用が重大な危機にさらされていると述べた上で、今回

のRBAの金利引き下げは、オーストラリアが不況を回避する上で不可欠な要素だと語った。

また、銀行などの金融機関は、今回の引き下げを消費者に還元すべきだと要望した。 

 

（島倉克尚） 
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47 億豪ドルをインフラ整備事業に追加支出 （オーストラリア）2008 年 12 月

18 日 シドニー発 

 

 政府は 12 月 12 日、104 億オーストラリア・ドル（豪ドル、1 豪ドル＝約 62 円）の景気

刺激策などに続く追加的な措置として、鉄道や道路のインフラ整備などのために 47 億豪ド

ルを支出すると発表した。この中には、ニューサウスウエルズ（NSW）州ハンターバレー

の石炭鉱山からニューキャッスルの輸出積み出し港までの鉄道路線整備も入っており、鉱

山関係者は輸出能力の強化につながると歓迎している。 

 

＜3 万 2,000 人の雇用創出につながる＞ 

 政府は、今回のインフラ整備事業は GDP を引き上げ、3 万 2,000 人の雇用の創出につな

がるとしている。また、これまでの 104 億豪ドルの景気刺激策や 62 億豪ドルの自動車産業

支援策などに加えて決定されたもので、オーストラリア経済のさらなる強化を目指してい

る。 

 

＜ハンターバレーの石炭輸送量が倍増へ＞ 

 今回の 47 億豪ドルについては、3 年をかけて支出される計画だが、最初の 2 年間に重点

的に支出される。47 億豪ドルのうちの 25 億豪ドルが新規に追加されたもので、残りは既に

決定済みのものの前倒し支出だという。その内訳は、鉄道の整備としてオーストラリア鉄

道会社に 12 億豪ドル、道路の整備を含めたその他のインフラに 4 億豪ドル、教育機関に 16

億豪ドル、資本投資を促進するための一時的な投資控除などビジネス支援のために 16 億豪

ドルとなっている。 

 この中で特に注目されるのが、鉄道整備の 12 億豪ドルの約半分に当たる 5 億 8,000 万豪

ドルが、NSW 州のハンターバレー石炭鉱山から石炭積み出し港のニューキャッスルまでの

路線整備（整備にかかる総額は 10 億豪ドル）に充てられることだ。これにより、輸送能力

は現在の年間 9,700 万トンから 2014 年までに 2 億トンへと倍増する。なお、このハンター

バレー石炭鉱山～ニューキャッスル港間の鉄道整備を含めて、今回の政府の追加支出で最

も利益を得るのは NSW 州だといわれている。 

 

＜鉱業協会が石炭輸出能力の増強を評価＞ 

 オーストラリア鉱業協会（MCA）は今回の政府の発表を歓迎する意向を表明した。MCA

は、石炭輸出はオーストラリア経済の支柱であり続けるとして、ハンターバレー石炭鉱山

とニューキャッスルまでの路線整備による石炭輸出能力の増強は、時宜を得たものだと評

価している。 

 資源ブームが終焉（しゅうえん）に近づこうとしている中にあってこの整備事業は、タ

イミングを失しているとの指摘もある半面、鉄鉱石などほかの資源と比べて金融危機の影
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響が比較的尐ないといわれる石炭輸出にはぜひとも必要なものともいわれている。輸送能

力が増強される 2、3 年後には、中国やインドを中心とした新興国の経済が回復しているこ

とも考えられ、そのための投資を今から始めておくことは決して的外れなことではないと

もいえよう。 

 

（島倉克尚） 

 

【ニュージーランド 】 

政府が預金保証制度を発表（ニュージーランド）2008 年 10 月 17 日 オークラ

ンド発 

国際的に金融不安が広がるなか、財務省とニュージーランド(以下 NZ)準備銀行(Reserve 

Bank of New Zealand：中央銀行)は、国内の金融システムは健全であるとしたうえで、政

府が預金保証制度を導入し対象となる預金を全額保護すると発表した。  

 

＜預金を全額保護＞ 

新しい預金保護制度は 10 月 12 日に発表された。これによると国内の銀行および信用組

合、ファイナス会社などノンバンクを含む金融機関が受け入れた預金に対して、政府が全

額保証を行ない、金融機関が破綻した場合でも預金者が預金全額を引きだせるとしている。

この保証制度は、適用を希望する金融機関が財務省に個々に申請を行ない、審査に合格す

ることが条件となっている。適用されれば今後 2 年間にわたり預金は保証される。認可を

得て預金業務を行なっている金融機関全てが対象となり、すでに主要銀行を含む 19 の金融

機関が申請済みである。  

保護の対象となる預金者は、ニュージーランドで法人化されている銀行の場合は、居住

者のみならず非居住者も対象となり、ノンバンクまたは海外金融機関の支店の場合は、NZ

国籍取得者および国内在住の納税者である。預金は NZ ドル建て、外国通貨建てに関わらず

保証される。ただし、預金者が金融機関である場合はこの保証制度の対象外としている。

なお、該当する金融機関の総預金受入残高のうち 50 億 NZ ドルまでは、政府保証に関わる

保証料は発生せず、50 億 NZ ドルを超える額については、0.1%を保証料として政府に支払

う。この保証制度に関しては、11 月 8 日に迫った総選挙を前に連日選挙戦を繰り広げてい

る野党・国民党も大筋で賛同している。  

 

＜現行政策金利 7．5％を順次引き下げへ＞ 

株式市場は 2008 年 1 月から緩やかな下落傾向を見せていたが、10 月以降、急激な調整

に見舞われており、主要株価指数である NZX50 は 10 月 16 日時点で 08 年 1 月と比べて、

約 31％下落した。同様に、NZ ドルは対米ドルで 3 カ月前に比べ約 23％、円に対しても約

31％下落した。景気の減速傾向が顕著となるなかで、住住宅価格は全国平均で 5．8％下落
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しているが、公的な不動産評価機関は（Official Valuation Agency）は 2009 年中にはさ

らに 10％から 25％にまで下落するとの予測を示している。  

景気が悪化するなかで、準備銀行は現行の政策金利（7．5％）を徐々に引き下げ、今月

中には 6．5％に、来年には 6％から 5．5％へと引き下げるとの見方も浮上している。  

（鈴木孝平） 

 

 

政策金利を 1 ポイント引き下げ 6.5％に（ニュージーランド）2008 年 10 月 24

日 オークランド発 

 ニュージーランド準備銀行（NZRB、中央銀行）は 10 月 23 日、政策金利を 1 ポイント

引き下げて 6.5％にすると発表し、即日实施した。NZRB は金融危機を背景に景気後退が一

層深刻化していると判断した。 

 

＜倒産件数が急増＞ 

 NZRB は 2008 年 9 月 11 日、政策金利を 0.5 ポイント引き下げ 7.5％としたが、1 ヵ月半

もたたないうちにさらに引き下げた。利下げ幅は予想どおり 1 ポイントだった。これは 2

四半期連続でマイナス成長となり、景気後退が深刻になっていることを反映している。 

 景気減速は倒産件数に顕著に表れており、08 年 7〜9 月の倒産件数は、852 件と前年同期

の 667 件を 28％上回った。この傾向は 09 年にかけてさらに悪化するとみられる。 

 アラン・ボラード総裁は「国内経済は、国際市況の低迷で輸出が減退し、ニュージーラ

ンド・ドル安により（輸入品価格が上昇して）個人消費が落ち込み、縮小の方向にある」

と利下げの理由を述べた。また、原油価格などが下落傾向にある現状を踏まえ、インフレ

ターゲットの上限である 3％は維持できるとの見解を示した。 

 

＜景気後退とインフレが同時進行＞ 

 ただし、食料品価格を中心にインフレは高進しており、統計局の発表によると、08 年 9

月の食料品価格指数の上昇率は前月比 0.6％、前年同月比 10.8％で、景気停滞とインフレが

同時進行する状況となっている。 

 11 月 8 日に迫った総選挙を前に野党・国民党のジョン・キー党首はさらに引き下げが必

要であるとの見方を示した。NZRB はインフレの進行と深刻な景気後退という状況下で難

しい判断を迫られている。 

（鈴木孝平） 
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５．中南米 

【ブラジル・アルゼンチン・ベネズエラ】 

中南米 3 ヵ国、金融危機の影響は濃淡－進出日系企業に聞く－ （中南米）2008

年 11 月 17 日 中南米課  

 ジェトロはブラジル、アルゼンチン、ベネズエラの 3 ヵ国で 10 月 28 日～11 月 7 日、米

国発金融危機の影響について進出日系企業などに聞いた。ブラジルは経済成長をこれまで

牽引してきた国内消費で減退がみられ、09 年の経済成長率は 3.0％以下が見込まれる。ア

ルゼンチンはパリクラブ債務問題もあり国際的な金融市場から隔離されていたことが幸い

し国内市場は比較的平静だが、消費減退は起きている。ベネズエラは原油価格の低下、米

国向け輸出の減尐などの影響はあるものの、政府の市場関与が強いため国内市場にはまだ

影響は現れていないことなどが明らかになった。 

 

＜ブラジルは国内消費に陰り＞ 

 ブラジルでは経済成長を牽引してきた国内消費に陰りがみられる。国内の金融機関や小

売業者は消費の伸びを支えてきたローンを抑制する傾向にあり、自動車やオートバイ、家

電などの耐久消費財販売の伸びが減速している。例えば 2008 年 10 月の新車登録台数（バ

ス・トラック、輸入車含む）は、前年同月比 2.1％減の 23 万 9,329 台、前月比では 10.9％

の減尐となった。前年同月比減を記録したのは 06 年 5 月以来だという（2008 年 11 月 12

日記事参照）。 

 ブラジル政府は 08 年 4 月からインフレ抑制のため、金利を継続的に引き上げてきた。9

月中旪のリーマン・ブラザーズの破綻をきっかけに、金融機関などは世界的な景気減速が

国内市場にも波及することを見越して、ローンの貸し出しに慎重な姿勢を見せ始めた。こ

れが消費市場に影響を与えているようだ。 

 

＜為替先物取引の影響で輸出企業が損害＞ 

 為替は 08 年 7 月時点で 1 ドル＝1.6 レアル程度にまで上昇していたが、10 月には一時期

2.5 レアル程度まで下落した。ブラジル経済のファンダメンタルズは良好な状況を維持して

いるにもかからず、ここ数年一貫して続いたレアル高が変調をきたした。その理由は、世

界経済の一段の減速予想、商品市況価格の下落が続いたことに加え、一部の輸出企業が為

替先物取引で大きな損失を被ったためとみられる。 

 これまで輸出企業の多くはレアル高が進んでいたことを背景に、為替先物予約でレアル

高リスクを軽減してきた。しかし、今回の危機で為替が逆にレアル安に振れたため、食肉

大手サジアや紙パルプ大手アラクルスなどで大幅な取引の損失が生じたと現地報道は伝え

ている。11 月 13 日時点で為替は 1 ドル＝2.3 レアルとなっているが、もともとレアルは国

際水準から見て過大評価されていたため、現在の水準が妥当だとの指摘もある。各金融機
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関の予測をみても、09 年以降経済状況に大きな変化がなければ、短期的に 2.0～2.2 レアル

の幅で推移しそうだ。 

 

＜為替下落で輸入コスト上昇＞ 

 一方、為替下落の影響で、電気電子産業など輸入部品の割合が大きい産業ではコストア

ップに直面する。日系家電メーカーによれば、08 年 9 月まで家電製品は好調な販売を維持

してきたが、10 月に入りオーディオなど嗜好（しこう）品を中心に販売減尐の兆しがみら

れるという。金利上昇によるローン販売の抑制や景気後退に対する消費者心理が冷え込む

なかで、コストアップを価格に転嫁すれば、さらなる販売減尐は避けられない。しかもこ

れから家電業界にとって重要なクリスマス商戦を迎える前に値上げはできない状況だ。小

売店は既に仕入れている在庫を中心に販売することで小売価格の値上げを回避するとみら

れるが、09 年からの値上げは避けられず、販売減が予想される。 

 オートバイについても、これまで市場拡大に応じて増産投資をしてきたが、当面の生産

能力が過剰になる可能性がでてきた。マナウス自由貿易地域（ZFM）の大手日系二輪メー

カーでは 10 月に生産調整を行っている。09 年には市場全体で 300 万台の販売規模に達す

るとの予想もあったが、業界関係者は 10 月時点では市場規模は 220 万～290 万台の範囲に

減尐するとみている。また最近は小規模生産ではあるが、中国メーカーの参入も続いてお

り、競争も厳しさを増している。ただし、国民の消費意欲は基本的に強く、金融市場の混

乱が落ち着けば、再びマーケットは拡大傾向に戻るとの声も聞かれる。 

 

＜09 年の成長率は 3％以下に減速＞ 

 経済成長率は、08 年は上半期の高成長が寄与し 5％台を維持するが、金融危機の余波で

09 年は 3.0％以下に落ち込む可能性が高い。金融機関によって 1％台も予想している。また

10 年も金融危機の影響は残るとみられるが、その影響度合いは外的要因、つまり米国など

各主要国市場の成長がその時点でどの程度減速しているかによる。現状では、09 年の 1 年

間で混乱が収まればよしとみられる。なお、金融危機を大過なく乗り越え再び年率 5％程度

の成長軌道に戻れば、ブラジル経済への信認はかつて以上に高まる可能性はある。 

 

＜アルゼンチンは 01 年に比べ経済指標が良好＞ 

アルゼンチンは金融危機が発生して以降、再び経済危機に陥ることが懸念されている。し

かし、国内の日系企業関係者の多くは尐なくとも 01 年に起きたような極端な経済危機に陥

る可能性は低いとみている。現地の邦銀担当者は、確かに最近買い控えによる消費動向へ

の影響はあるが、09 年は 4％成長という予測もあり、決して悪い状況ではないという。ま

た経済危機に陥った 01 年当時のマクロ経済指標と比べ、現状の数値ははるかに良くなって

いる。 
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＜09 年の国内自動車販売予測は 17％減＞ 

 アルゼンチン自動車工業会（ADEFA）によると、08 年の国内自動車販売台数は 60 万台

の予想であるが、09 年は 17％減の 50 万台を見込んでいる（11 月時点）。進出日系アッセ

ンブラーも 50 万台を下回ることはないとみており、極端な悲観シナリオは描いていないよ

うだ。ちなみにこれまで最高の販売台数を記録したのは 94 年で 51 万台だ。なお、自動車

が購入できる所得層より低い購買者が多い食料品や家電製品の一部では、9 月以前から売り

上げが減尐している。進出企業関係者によれば、食料品は輸出税の適用をめぐり政府と農

家の対立が顕在化した 4 月ごろから、家電製品でも 9 月以降、売り上げ減尐がみられると

いう。 

 最近、金融機関は貸し出し金利の引き上げを实施しており、家電製品やオートバイなど

の分野ではローン販売への影響も今後懸念されている。なお、アルゼンチンの公的機関が

発表するインフレ率は 08 年 10 月時点で年率 8.6％であるが、实態として年率 30％近いと

の報道もある。日系企業によると、国内の消費市場がこれまで好調に推移してきたのは、

労働者賃金が 30％近いインフレ率に応じて引き上げられ、实質的な購買力が増した結果だ

という。しかし、経済活動が停滞すれば今後同率の賃金改定は困難になり、雇用環境の悪

化も含めて 09 年の消費は減退しそうだという。 

 

＜国際的な金融システムからの孤立は続く＞ 

 懸案であったパリクラブ債務の返済問題について 08 年 9 月に返済する方針を発表してい

たが、今回の危機で实現できておらず、今も国際的な金融システムから孤立している。結

果的に海外からの資金流入が尐なかったため、米国発金融危機発生後も大量な資金流出に

はつながらず、今のところ市場に混乱はみられない。 

 ただし今後、国内の経済活動が停滞し税収が減尐すれば、政府はこれまでのように発電

など主要産業への補助金支出や最低賃金の大幅引き上げなどを实行することができなくな

る。政府と農家の対立のように社会不安が広がるきっかけがあった場合、再び経済危機に

陥る可能性は否定できない。今後アルゼンチンのリスクを測る上では、経済、金融分野だ

けでなく政治・社会動向が重要な観点であることを念頭に置く必要がある。 

 

＜ベネズエラは現状のビジネス環境の方が課題＞ 

 ベネズエラでは進出日系企業にとって、金融危機よりも現状のビジネス環境問題への対

処が重要課題となっている。日系企業は主に、石油・天然ガスの資源開発と国内市場向け

消費財ビジネスの 2 分野に分かれており、今回聞いた企業はいずれも業績拡大傾向にある。

しかし、それぞれが大きな問題を抱えている。 

 

＜懸念される原油価格と国営石油会社の資金力＞ 

 資源開発の場合、国営石油会社 PDVSA がビジネスパートナーとして不安定さを増して
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いる。PDVSA が 08 年 6 月時点に発表した原油生産量は日量 324 万バレルで、原油生産量

の目標値も 13 年までに 494 万バレル、2023 年までに 650 万バレルとしていた。しかし、

業界関係者が推計する 6 月時点の生産量は日産 250 万バレルにとどまっており、この数値

をベースに考えれば、ここ数年、原油生産量はほとんど伸びていない。 

 そもそも PDVSA は政府主導の社会開発に向けた政策経費が重くのしかかり、原油増産

に向けた投資資金が不足しており、实際問題として目標实現は困難とみられる。さらに原

油価格の低下が長引けば、PDVSA だけでなく政府収入にも打撃を与えることになり、チャ

ベス政権の政策運営に支障をきたす可能性もある。 

 なお、PDVSA は 09 年の予算計画を原油価格 1 バレル当たり 40～80 ドルの前提で策定

したとみられるが、現在のベネズエラ産原油の取引価格は 53 ドル（11 月 3～7 日）となっ

ている。 

 

＜消費は好調でも厳しい外貨管理で輸入が困難＞ 

 一方、自動車、オートバイ、家電製品の販売はいずれも好調だ。自動車販売は 07 年に約

50 万台と過去最高を記録。オートバイ市場も 05 年に 4 万台程度であったが 07 年に 30 万

台、08 年も同程度が見込まれる。テレビは CRT（ブラウン管）が中心で、年間販売 62 万

台の市場規模〔うち CRT が 56 万台、プラズマ 2 万台、液晶ディスプレイ（LCD）4 万台〕。

過去の販売实績をみると、平均して年間 50 万台程度であるが、最近は特に LCD の販売伸

び率が高いという。なお、LCD 分野ではソニー、パナソニックをはじめとする日本勢に加

え、LG、サムスンなど韓国勢も市場参入している。 

 問題は、厳しい外貨管理と為替だ。ベネズエラでは公定レートが 1 ドル＝2.15 ボリバル

に固定されているが、これは外貨管理局（CADIVI）を通さないと適用されない。並行レー

トも存在するが、10 月以降は 1 ドル＝4～6 ボリバルで推移しており、輸入は CADIVI を

通さないと価格面で割高となる。最近公定レートが適用される CADIVI からの許可が下り

づらく、数ヵ月から 1 年くらい許可が滞っているものもあるという。 

 政府が外貨管理を厳しくする理由は、輸入品の流入を抑制し、国内産業を振興、さらに

最近顕著な消費増大、インフレの上昇（年率 30％程度）を抑制しようというものだ。しか

し国内産業も生産能力が不足しており、割高な並行レートでの輸入品が増加している。そ

の結果、物価の高騰を招き政府の意図とは正反対の方向にある。現状では国内市場は活況

を呈しており、基本的に日本企業は仕入れの問題をクリアして商品を市場に出せば売れる

状況という。特に自動車は中古車が新車購入時以上の価格で売却できるため、投機目的の

需要も大きいようだ（ベネズエラでは供給不足と高率なインフレのため、中古車の価値が

高い）。 

 

＜原油価格の下落はチャベス政権の弱体化リスクに＞ 

 経済に対する政治干渉が強いこともあり、原油価格の下落や輸出減尐が实体経済にすぐ
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には影響が出にくい。労働者賃金の引き上げや一部商品の価格統制などで、国内市場は今

も好況を維持している。 

 しかし、原油価格の下落はチャベス政権をじわじわと弱体化させる要素であることは確

かだ。現在でも本当にチャベス大統領を支持しているのは国民の 4 分の１程度とされてお

り、何かをきっかけに大規模なデモにつながる可能性は否定できない。11 月 23 日に实施さ

れる統一地方選挙でも反チャベス派の躍進が予想されており、政権が不安定さを増した場

合の経済下ぶれリスクは大きい。 

 

（二宮康史） 

 

【中米】 

各国政府は先手の対策に着手－米国発金融危機の影響－ （中米）2008 年 11 月

19 日 サンホセ発 

 米国発金融危機の中米経済への影響は、これまでのところ比較的小さい。とはいえ、金

融機関の貸し渋りが顕在化しており、各国中央銀行は公的資金注入などの対応策を打ち出

している。 

 

＜実体経済への影響は比較的小さい＞ 

 中米各国は 2008 年前半、食料、原油などの国際商品価格高騰により、輸入代金支払い負

担が増え、外貨準備高も減尐、その結果、生産調整を余儀なくされていた。そこに米国の

景気後退が重なった。しかし、中米マクロ経済は主要指標でみる限り、若干の縮小傾向に

あるものの、大幅な落ち込みなどの影響は出ていない。 
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 生産活動の水準を示す指標、経済活動指数（IMAE）は中米各国の生産活動が縮小傾向に

あることを示すが（図 1 参照）、大きく落ち込んではいない。貿易収支は原油輸入価格、食

料品、農業向け投入財の価格上昇により赤字が拡大してきたが、輸出は大幅な減尐はして

おらず、好調に推移している（図 2、3 参照）。海外出稼ぎ労働者からの送金収入は、伸び

は鈍化傾向にあるものの、前年比増をおおむね維持している（図 4 参照）。各国中央銀行の

外貨準備高は、いくつかの国で縮小傾向が認められるが、依然として高い水準にある（図 5

参照）。とはいえ、インフレ率についてはやや落ち着きがみられるものの、国際原油価格な

ど外的要因により通貨政策でコントロールすることは困難であるほどの依然高い水準にあ

る。 
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＜金融面ではじわり影響も＞ 

 米国発金融危機の影響は、金融面を中心にじわりと現れている。まずは流動性不足の問

題である。金利は上昇局面にあり、資

金調達コストは高まっている。金利同

様、融資条件の厳格化も資金調達を困

難にしている。中米各国の金融機関の

流動性は十分確保されているのに、外

国による資金の引き揚げなどを見越し

て、貸し渋りが発生している。中米で

は主要輸出産品であるコーヒーを中心

とした農産品の収穫期を迎えており、

資金調達難は各国の实体経済に影響を

与えていていくと思われる。金融機関

の不良債権の増加も金融危機の影響と

して挙げられるが、中米ではその規模

はいまのところ小さい。一方、世界経

済の減速に伴う需要の縮小は、中米各国の対外債務を膨らませかねない。 

 既に中米各国は防衛策を取り始めている。中米の伝統的な国際金融メカニズムとしての

役割を持つ米州開発銀行（IDB）、中米経済統合銀行（CABEI）への支援要請と金融機関へ

の資本注入による流動性の確保である。 

 コスタリカ、グアテマラ、エルサルバドルの中央銀行は流動性強化のため金融機関への

資本注入を決定している。コスタリカ中銀は IDB から調達する資金によりコスタリカ銀行、

ナショナル銀行の国立商業銀行にそれぞれ資本を注入することを発表している。エルサル

バドル中銀も同様に IDB から 500 万ドルの資金を受け入れ民間金融部門の流動性強化を図

ることを発表している。ホンジュラス中銀は預金準備率、基準貸付利率の引き下げを实施

し、流動性の確保を図っている。 

 

＜中期的取り組みは中米関税同盟の推進＞ 

 中期的な取り組みも進んでいる。1 つは中米関税同盟の推進である。対米貿易への依存度

が高い中米各国は、域内貿易の拡大による対米依存度を引き下げる必要がある。中米関税

同盟の推進は中期的な防衛策ととらえることができる。中米関税同盟交渉ではセンシティ

ブ品目についてなかなかコンセンサスを得られないものの、エルサルバドル、グアテマラ

の 2 カ国が中米同盟实現を積極的に推進していることが関税同盟实現に向けてのプラス材

料といえるだろう。 

 貿易相手国の多様化も重要な課題である。現在進められている EU との自由貿易協定交

渉も中期的には中米への米国経済停滞の影響緩和への処方せんといえる。コスタリカの場
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合は中米・米国・ドミニカ共和国自由貿易協定（CAFTA-DR）の発効による貿易の促進も

重要な対策だろう。すでに協定を発効させた、残る 4 ヵ国についても、CAFTA-DR のさら

なる活用を自国の企業に促していくことが求められている。 

 

＜09 年の経済は減速の見通し＞ 

 現在、中米各国は慎重な金融・通貨政策を採っているため、マクロ経済指標は比較的良

好な状態にあるが、09 年にかけて経済は減速する見通しだ（表参照）。09 年はエルサルバ

ドル、ホンジュラスで大統領選挙が实施されるが、これらは各国のマクロ経済政策に大き

な変更をもたらすものにはならないとみられている。中米各国では、慎重なスタンスを維

持することが現在取り得るべき最善策と考えられており、大幅な景気後退は今のところ予

想されていない。中米共同市場（CACM）、IMF の 08 年と 09 年の实質 GDP 成長率見通し

でも、大幅な後退予測は出て

いない。 

 とはいえ、金融危機問題が

今後どれくらいのインパク

トを各国へもたらしていく

のか、という点は未知数であ

る。また中米地域が輸入に頼

る原油と食料の価格は国際

価格の影響を受けるので、不

安材料として残る。 

 中米地域では、金融危機が、資源価格の下落というプラス面と、金融引き締めによる国

内生産減退というマイナス面の影響が入り混じってみられることになろう。 

（西澤裕介） 

 

【ブラジル】 

危機の影響は軽微と強調−G20 会合後に財務相がコメント−（ブラジル）2008 年

10 月 15 日 サンパウロ発 

 G7 に新興国を加えた G20 財務相・中央銀行総裁会議に出席したマンテガ財務相は、ブラ

ジルも金融危機から無傷ではいられないが、深刻な被害を受けることはないとのコメント

を出した。 

 

＜財務相は 4％台の成長に自信＞ 

 10 月 11 日、米国の提案で急きょワシントンで開催された G20 の会合後、ギド・マンテ

ガ財務相は「金融危機に対し新興国は無傷という考えは捨て去られたが、ブラジルには流

動性低下という問題はあっても、金融機関の破産など深刻な問題は起きていない。緩やか
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な景気の減速はあり得るが、後退局面に落ち込むこともない」（「オ・グローボ」紙電子版

10 月 12 日）と述べた。 

 ブラジルでは、鉄鉱石、原油、大豆などの需要減と価格低下による輸出の減尐、雇用・

所得の減尐が起きると予想されている。政府は、流動性の低下とそれに伴う金利上昇の中

で、成長が続けられるよう、より慎重な経済政策のかじ取りが必要になるとみている。 

 会合後マンテガ財務相は「米国と EU の 08 年の GDP はゼロ成長になる」との見方を示

した上で、「ブラジルは当初予測を下回る 4〜4.5％となるが、十分満足できる数字だ。外需

の減尐を吸収できる国内市場がある」（「オ・エスタード・デ・サンパウロ」紙電子版 10 月

12 日）として、安定成長の継続に自信をみせた。 

 G20 財務相・中銀総裁会議の成果について、同相は「新興国からの資本逃避を防ぐ手段

については、すべての可能性の検討が済んでいない。メンバー国間の一層の連携、調整が

必要」（同紙）として、現状では新興国の通貨、株価の下落が継続する可能性を指摘した。 

 一方、G7 が新興国との対話、強調を以前よりも重視している姿勢には満足感を示してい

る。次回の G20 会議は 11 月にサンパウロで開催される予定で、同相は「中身のある会合に

するには、米国のポールソン財務長官、バーナンキ連邦準備制度理事会（FRB）議長の参

加が不可欠」とコメントした。 

 G20 会議の共同声明、欧州各国による金融機関の救済策発表などを受けて、新興市場資

産に対する信用も回復したとみられ、10 月 13 日はドルは通貨レアルに対して 6.1％下落し

た。サンパウロ証券取引所（BOVESPA）の平均株価指数も、1 日で 14.66％上昇している。 

 

＜大統領は過剰融資を懸念＞ 

 ブラジルも危機から無傷ではいられない状況を受け、ルーラ大統領は若干悲観的となり

つつある。10 月 10 日に行ったスピーチでは、「買い物をやめる必要はないが、給料の範囲

内で必要なものだけを買うべきだ」（「オ・グローボ」紙電子版 10 月 10 日）として、流動

性が低下する中で、過剰な消費と融資を控えるよう、国民に訴えた。 

 大統領は、ブラジルの金融機関は純資産総額の 10倍までを融資に充てることができるが、

国内には融資額が 35 倍に達している金融機関もあるとして、規則違反の場合には罰則の適

用も検討すると警告した。また、財務省などで構成する国家通貨審議会（CMN）は、中央

銀行に対して、経営困難に陥った金融機関への公的資金の投入や、金融機関が不良債権・

資産を増やさないための介入の権限を付与することを決めている。 

 ルーラ大統領は一方で、「経済のファンダメンタルズは格段に強化されたため、クリスマ

スには全国民が欲しいものを買うことができる」として、小売業界にとって重要なクリス

マスの消費意欲減退は避けたい考えも示している。また、内需拡大に貢献している貧困家

庭への直接補助金制度（ボルサ・ファミリア）と、政府によるインフラ投資計画「成長加

速プログラム（PAC）」に対する予算削減はないとも発言した。 
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＜悲観的なシナリオも提示＞ 

 中央銀行と財務省の予測（表参照）に基づき、民間のコンサルタント会社 LCA が 2 種類

の予測を立て、経済誌「EXAME」の 10 月 8 日号で発表した。同誌では、「恐らく楽観的な

シオリオ（A）で落ち着くが、危機の影響が予想を上回れば悲観的なシナリオ（B）にもな

り得る」としている。 

 GDP 成長率は、A の場合 08 年は 5.1％、09 年は 3.7％だが、B では 4.8％、2％となる。

物価上昇率は A の場合 6.3％、4.6％だが、B だとは 6.7％、5.1％になる。個人へのクレジ

ットの伸び率は、A の場合 17.8％、15.7％だが、B では 16.2％、2.8％と予測している。 

 このほかにも同誌は、a.自動車ローンの上限割賦回数が現在の 84 回から 72 回に減り、

近い将来 60 回になる、b.現在、穀物メジャーなどの商社は国内の大豆生産の 30％相当にフ

ァイナンスしているが、08 年の植え付け分から 20％になる、c. 90 日のドル建て輸出予約

の金利は 3.5％から最近 9％になった、などと指摘しており、政府の楽観的な見方に警鐘を

鳴らす内容になっているともいえる。  

 

（大岩玲） 

 

大統領、予算削減の可能性に言及（ブラジル）2008 年 10 月 24 日 サンパウロ

発 

 ルーラ大統領は米国発の金融危機の影響について楽観的な姿勢を崩してはいないものの、

税収の減尐による政府支出削減の可能性に触れるなど、影響があることは認めつつある。 

 

＜金融危機の影響を一部認める＞ 

 2009 年度の連邦政府予算の削減について、パウロ・ベルナルド企画・予算・管理相は「世

界的な金融危機の影響で、政府は 09 年度に予定している一部の投資計画、社会プログラム

を見直す必要もある」（「オ・グローボ」紙電子版 10 月 12 日）と述べるなど、悲観的な見
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方を示していた。 

 一方、ルーラ大統領は、政府

関連プロジェクトの中止を一貫

して否定してきた。しかし、10

月 21 日、「税収が減尐すれば、

09 年度予算の縮小もある」

（「オ・グローボ」紙電子版 10

月 22 日）とコメントし、初めて

金融危機による具体的な影響を

認めたかたちとなった。 

 10 月 21 日午後、ルーラ大統

領は米国のブッシュ大統領と電

話会談し、11 月に開催予定の G8

首脳会合に招待を受けたと発表

した。一方、大統領は「先進国

と比べ、ブラジルへの影響は軽

微」との見方は変えておらず、

緊急の経済パッケージを打ち出

す予定はないことも明らかにし

た。流動性の確保に引き続き努

め、消費の維持を最重要課題と

していく方針だ。 

 08 年 1〜9 月の国の徴税額（名

目）は、前年同期比 16.1％増の

4,992 億 2,500 万レアル（約 2,400 億ドル）で、インフレを考慮した实質増加率は 9.3％だ

った。1〜9 月の徴税額としては最高額を記録するなど、金融危機による財政への影響は表

れていないといえる。 

 徴税額（名目）が前年同期に比べ最も増えた税金は、融資や為替・債券・有価証券など

の取引に課税される金融取引税（IOF）で2.7倍だった（表参照）。続いて、輸入関税（36.4％）、

法人の利益に対する社会負担金（CSLL、34.5％）、輸入時の工業製品税（IPI、30.7％）、

法人所得税（29.6％）、自動車にかかる IPI（26.1％）、などとなっている。 

 業種別の法人所得税と CSLL の徴税額をみると、08 年 9 月は鉱業が 2.8 倍（1 億 4,600

万レアル）の大幅憎を記録したほか、コンサルティングなど企業向けサービス業が 72.1％

増（8,600 万レアル）、金融・保険サポート業（1 億 4,500 万レアル）が 45.0％など、高い

伸びを示した。 

 一方で、国税庁のオタシーリオ・カルターショ局長補佐は「09 年の徴税額は、主に法人
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所得税と CSLL の減尐により減る可能性が高く、08 年通年の前年比も当初の 9〜10％増か

ら 8〜9％増に下方修正した」（「バロール・エコノミコ」紙 10 月 22 日）とし、影響は今後

顕在化してくるとの見方を示している。 

 国税庁のハイムンド・エロイ・デ・カルバーリョ予測分析部長は「金融危機の影響かは

明らかではない」（同紙）としつつも、08 年 9 月の法人所得税（名目）が前月比で 11.0％

減、IOF が 6.0％減、飲料にかかる IPI が 29.0％減などとなった点を、懸念事項として指摘

している。  

 

＜中国海洋石油が油田開発に関心＞ 

 金融危機は、国営石油公社ペトロブラスの深海油田開発計画にも影響を及ぼしつつある。

同社は、07 年 11 月にサンパウロ州サントス沖に発見したトゥピ・ガス油田など、サントス

堆積盆地の岩塩層下 7,000〜8,000 メートルの深海油田開発を計画している。 

 国家石油・天然ガス・バイオ燃料監督庁（ANP）などの試算では、岩塩層下の油田の総

埋蔵量は 1,000 億バレル（石油換算）に達するとみられ、試算どおりであればブラジルは

埋蔵量で世界の上位 10 以内に入ることになる。 

 当初ペトロブラスは、09〜13 年の開発開始を予定していたが、ジョゼ・セルジオ・ガブ

リエリ総裁は「現在の原油価格は耐え難く、金融危機の影響がより深刻になれば、岩塩層

下油田の開発計画も延期される可能性がある」（「フォーリャ・デ・サンパウロ」紙電子版

10 月 22 日）とコメントした。ガブリエリ総裁は、最悪のシナリオでは開発開始は 20 年ま

でずれ込むが、現在のところ 12 年までには開始できるとしている。 

 これに対し、中国海洋石油（CNOOC）の傅成玉会長が「ペトロブラスとの合弁事業が

09 年には成立する」（「オ・エスタード・デ・サンパウロ」紙電子版 10 月 22 日）とコメン

トした。11 月にペトロブラス幹部が北京を訪問して交渉を行う予定だが、同会長は「エタ

ノール事業も含めて、ブラジルで大規模な投資を計画している」（同紙）と語っている。 

 国際エネルギー機関（IEA）は 10 月、金融危機による資金調達の困難化は、ブラジルの

岩塩層下油田の開発に影響を与えるとのコメントを発表した。IEA は必要な投資額を 6,000

億ドルとみている。傅会長は「CNOOC の資金と技術があれば、ペトロブラスの開発計画

はより強固になる。原油価格の下落も計画中止の原因にはならない」（同紙）と自信をみせ

ている。 

（大岩玲） 

金融危機対策で減税－対象は個人所得、ローン、自動車のパッケージ－ （ブラ

ジル）2008 年 12 月 16 日 サンパウロ発 

 

 財務省は 12 月 11 日、個人所得税、金融取引税（IOF）、工業製品税（IPI）の税率を 2009

年 1 月 1 日から引き下げると発表した。第 3 四半期の GDP 成長率が前年同期比 6.8％とな

ったことなどを受け、政府は危機の影響は軽微との見方を基本的には変えていない。しか
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し、新車販売台数などは顕著に落ち込んでいることから減税に踏み切った。 

 

＜低所得者層の消費増に期待＞ 

 個人所得税（IRPF）率は、課税所得額により、現行の税率ゼロ、15％、27.5％の 3 種類

から、ゼロ、7.5％、15％、22.5％、27.5％の 5 種類に改める（表 1 参照）。課税所得の控

除、税額控除の制度は、現行のまま

据え置く。10 年度以降については、

12 月 11 日の財務省通達にも明記さ

れておらず、今後協議されるとみら

れる。 

 

 ギド・マンテガ財務相は「IRPF

率が 5 段階になることで、09 年の税

収は 49 億レアル（約 21 億ドル、1

ドル＝2.3 レアルで換算）の減尐にな

ると見込まれているが、税率ゼロの

幅が増えるなど、特に低所得者層へ

の消費刺激策になる」（政府広報ニュ

ース「アジェンシア・ブラジル」12

月 11 日）と語った。 

 

 

＜クレジット利用の拡大を期待＞ 

 為替取引、有価証券取引などに課税される金融取引税（IOF）は、現在消費者が家電製品

などをローンで購入する際にも、日歩 0.0081％、年率 2.993％（最大）が課税されている。

09 年 1 月 1 日以降は、日歩 0.0041％、年率 1.4965％（最大）に引き下げられる。 

 

 新税率は、通常の個人貸し付けや、口座残高を超える額の買い物に対する貸し付け

（「Cheque Especial」）、自動車ローンにも適用される。マンテガ財務相は「国営、州営な

どの公的金融機関では、〔暫定措置令（MP）が出る前の〕12 月 12 日から導入する」と語

った。同相は、今回の IOF 税率引き下げによる 09 年の減税総額を 25 億レアル（約 11 億

ドル）としている。12 月 11 日の財務省通達では、实施期間については明らかにしていない。 

 

＜雇用削減効果も見込む＞ 

 自動車の生産工場からの搬出時などに課税される工業製品税（IPI）は、排気量によって

税率が異なる。2000cc 以上の自動車は変更なしだが、1000cc 以下の大衆車は、ガソリン車
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（注 1）、フレックス車（注

2）・エタノール専用車ともに、

7.0％から税率ゼロになるこ

とが決定した（表 2 参照）。 

 1000～2000cc の自動車は、

ガソリン車では 13.0％から

6.5％に、フレックス車・エ

タノール専用車では 11.0％

から 5.5％に引き下げられる。

このほか、ピックアップ・トラックでも減税が实施される。 

  

 

 IPI 減税の導入期間は、08 年 12 月 12 日～09 年 3 月 31 日と限定されており、減税総額

は 10 億レアル（約 4 億 3,000 万ドル）。マンテガ財務相は「IPI 減税により、消費者価格が

引き下げられることを期待する。目的は自動車の消費ペースを維持することに加え、自動

車業界での雇用削減に歯止めをかけることだ」と述べた。 

 

＜エコノミストは厳しい評価＞ 

 今回の減税パッケージの発表を受けて、ブラジル税制企画研究所（IBPT）のジウベルト・

ルイス・アマラウ所長は「評価に値するが、十分ではない」（インターネット・ニュース「UOL

ノチーシアス」12 月 11 日）とのコメントを発表した。 

 

 同氏は、IPRF 税率の細分化は低所得層に効果をもたらすとしているが、自動車に対する

IPI 減税には懐疑的だ。「政府の取り組みは中途半端だ。より大きな効果を見込むなら、社

会負担金（PIS／Cofins）の減税と国家社会保険院（INSS）への納付率引き下げを行い、

受益者を多くするべきだった」としている。 

 ウニバンコ銀行のチーフエコノミスト、マルセロ・サロモン氏はジェトロに対し、「一定

の評価はできるが、効果は限定的だ。自動車の消費者価格が下がり、貸し付けへの税金が

多尐下がったとしても、雇用や今後の生活に不安があれば、誰も大きな買い物はしない」

と、より抜本的な対策の必要性を訴えた。 

 

（注 1）エタノールが 25％混合された（12 月 12 日時点）ガソリン（E25）。 

（注 2）E25 と含水エタノール 100％（E100）を、自由な比率で混合可能な自動車。 

 

（大岩玲） 
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【ベネズエラ】 

ベネズエラ、為替切り下げも視野に（ベネズエラ）2008 年 10 月 15 日 カラカ

ス発 

米国発の金融市場不安が世界各国への広がりを見せているが、ベネズエラはその経済構

造上、中单米諸国の中でも最も影響を受けやすい国の 1 つと言える。ベネズエラは基本的

に原油・石油製品という卖一の一次産品輸出国であり、チャベス大統領が目指す「輸出先

の多様化」はあまり進んでおらず依然として米国頼みの経済構造にあるためだ。今年第 2

四半期の総輸出額に占める原油の割合は 94.5％に達している。油価の高騰により割合が膨

らみやすいという面はあるものの、1998 年の 69.7％から实に約 25％も原油への輸出依存

度を高めている。また、PDVSA の今年上半期の財務報告書を見ると、北米（ほとんどが米

国）向けの輸出割合は 52％（注 1）となっている。  

今後世界景気の後退が鮮明になれば、米国を始め世界の原油需要は落ち込むとともに、

最近の油価の下落傾向に拍車がかかり、ベネズエラの原油収入は確实に減尐する。ベネズ

エラでは原油の輸出収入が政府収入の約半分を占めており、原油収入の減尐は財政難にも

直結する。市場もこうした動向に敏感に反応しており、先週末の JP モルガン EMBI プラ

ス指数（注 2）によると、対米国債スプレッドは 1,529bp を記録し、ベネズエラのカントリ

ー・リスクはエクアドル（1,509bp）、アルゼンチン（1,358bp）よりも高くなっている。  

一方、10 月 10 日現在の外貨準備高は 388 億 3,400 万ドルで、今年上半期の月平均輸入

額の約 11 カ月分相当ある。ベネズエラは輸入依存度がかなり高いとはいえ、油価低迷がこ

のまま続いてもある程度は切り抜けることが可能だ。しかし、この状態がさらに続くと、

政府は財政支出の大幅な見直しなどの調整を行う必要が出てくる。ベネズエラ政府は、歴

史的に油価が下がると為替レートを切り下げ輸出収入の受取額を増やす調整を行ってきた。

实際に「2009 年中に切り下げが行われる。逆に行われなければ 2010 年は状況がさらに困

難になる」と見る専門家も多く、一部の専門家は「現在の 1 ドル＝2.15 ボリバル・フェル

テ（公定レート）から 2.5～3.44 ボリバル・フェルテに切り下げられるだろう」と予想して

いる。またこれらの専門家の大部分は、危険シナリオを「油価が 75～80 ドル以下の状態が

長く続いたとき」と描いているようだ。なお、最近チャベス大統領は「（現在編成中の 2009

年予算を）緊縮財政にする」と繰り返し述べるとともに、国民にも「節約」を呼びかけて

おり、懐具合への懸念が現れている証拠とも取れる。金融危機のベネズエラへの影響は、

中期的にはやはり油価の動向次第と言えよう。  

（注 1）他の出所（ODH コンサルテーション・グループ）では、今年上半期の米国への輸

出は 60.3％という数字もある。 

（注 2）JP モルガンが公表している「エマージング市場債権指数」で、新興国国債のパフ

ォーマンスを表す指数の 1 つ。数値が高いほどリスクが高いことを示す。  

（森下卓哉） 
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【ペルー】 

短期的には楽観的な見方−金融危機の影響−（ペルー）2008 年 10 月 21 日 リマ

発 

 米国発の金融危機が国内経済に与える影響について、短期的には楽観視する見方が大勢

を占めている。ただし、世界的な景気後退が長期化すれば、鉱物資源や代表的な非伝統輸

出産品である繊維製品の輸出に大きなダメージを与え、好調な経済に水を差す懸念もある。 

 

＜通貨は安定的に推移＞ 

 リマ証券市場の代表的な指標であるリマ証券市場総合指数（IGBVL）は、米リーマン・

ブラザーズが破綻を発表する前の 9 月 12 日に 12,074 ポイントだったが、10 月 16 日には

8,370 ポイントまで下落している。主要各国の公的資金注入策が出そろったことを踏まえて

一時は回復をみせたものの、今後も神経質な動きが続くと予想される。 

 

 外国為替相場は比較的安定しており、対ドル（仲値）は 3.01 ヌエボソル前後で推移して

いる。背景として外貨準備を確实に積み増すなど中央銀行の対応に安定感がみられること

が挙げられる。9 月末の外貨準備高は 347 億ドルと公的部門と民間部門を合わせた対外債務

（6 月末で 359 億ドル）と同規模で推移している。 

 ペルー各紙の報道では、リマ証券市場は今後、一時的に厳しい局面を迎えるが、国内経

済は内需拡大による力強い成長を遂げており、世界的な金融危機の影響は短期的には軽微

とする楽観的な見方が多い。主要輸出産品の鉱業製品は国際市況の影響を直接受けること

になるが、市場価格が下がりつつある銅や亜鉛だけでなく、比較的、価格の下落幅が小さ

い金も生産するなど埋蔵資源の多様性がリスク分散につながっている。 

 しかし、世界的な景気後退が長期化すれば、鉱物資源の需要が減ることは避けられない。

また、投資促進庁のダビッド・レモール長官は「これまでのところ、内外企業による積極

的な投資姿勢に大きな陰りは見られないが、将来的には外資企業の資金調達に影響する可

能性がある」ことを懸念している。 

 ペルー工業協会（SNI）は、非伝統産品の最有力輸出品目である繊維製品について、最大

の輸出先である米国の市場が縮小すれば、繊維関連の輸出企業に大きな影響を及ぼす可能

性がある、と発表した。 

 また、パシフィコ大学のゴンザレス教授は「今後、各セクターに金融危機の影響が及ぶ

ことが考えられる。08 年については輸出額の前年比伸び率を 8％と見込んでいるが、09 年

については 3％程度に落ち込むのではないか」とみている。 

（石田達也） 
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【メキシコ】 

メキシコ企業、株価と為替の下落で経営難も（メキシコ）2008 年 10 月 14 日 メ

キシコシティ発 

深刻化する国際金融不安による波紋が広がりつつある。米下院が金融安定化法案を否決し

たことを受け、メキシコ証券取引所（BMV）の 9 月 29 日の株価指数（IPC）は、１日の下

落幅としては過去 2 番目となる 6.4％下げ幅を記録した。その後も株価の下落は続き、10

月に入って 20.0％も下落している。為替相場も同期間に 19.8％下落した。株価下落が大手

企業の株式発行を通じた資金調達を困難にしているほか、対米輸出の減速、在米メキシコ

移民の家族送金の減尐などを通じて实体経済にも悪影響を及ぼしつつある。  

 

＜10 日間で株価は 20.0％、為替は 19.8％下落＞ 

BMV の株価指数（IPC）は、2007 年後半以降の米国サブプライム・ローン問題の深刻化

に伴い、2007 年 6 月以降、低下傾向にある。2007 年 5 月末の IPC は 31,339 ポイントと過

去最高の水準にあったが、2008 年 8 月末には 26,291 ポイントまで落ちこんだ。  

リーマン・ブラザーズ破綻のニュースが伝わった 9 月 15 日、IPC は 1 日で 3.8％下落、祝

日（独立記念日）を挟んだ翌 17 日の IPC は同 4.7％下落した。そして、米下院が金融安定

化法案を否決した 9 月 29 日の IPC は、2000 年 4 月 14 日に次ぐ過去 2 番目の下げ幅とな

る 6.4％の下落を記録した。10 月に入っても下落は止まらず、10 日間で 18.4％下落してい

る。  

株価の下落に伴い、ペソの対ドル為替レートも下落し、10 月 6 日には 1 日の下落率として

は、テキーラショック後の 1995 年 3 月 9 日以来となる 6.9％の下落を記録し、1 ドル＝

11.9800 まで落ち込んだ。その後も下落は止まらず、10 月 10 日の終値は 1 ドル＝13.1200

ペソと 10 日間で 19.8％も下落している。 
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中銀は 10 月 8 日、ペソ相場維持のために外貨準備を用いたドル売り介入を開始、10 月 10

日までの 3 日間で合計 89 億ドルの外貨を投入している。  

株価の下落は、上場企業の資金調達を困難にしている。化学品大手のメクシチェム社は新

規株式を発行して 5 億ドルの資金調達を行う予定であったが、米国金融不安の深刻化を受

けて 9 月 29 日、新株発行の延期を BMV に通知した。現在の環境下では想定していた資金

が調達できないとの判断である。  

ペソ安の進行によりドル建て債務が返済できず、経営危機に陥っている企業もある。国内

第 3 位の小売チェーンを展開するコメルシアル・メヒカーナ（Comercial Mexicana）は 10

月 9 日、債務超過から経営破綻に陥り、破産法の適用を申請した。同社のほか国内数社が

深刻な経営難に陥っていると報道されている。  

 

＜8 月の製造業輸出は前年同月比で 5 年振りの減尐＞ 

米国の金融危機は、米国経済活動の停滞を通じてメキシコの輸出向け製造業に悪影響を与

えている。8 月の製造業輸出は前年同月比 3.7％減の 196 億 1,870 万ドルと落ち込んだ。製

造業輸出が前年同月比で減尐したのは 2003 年の 8 月以来、5 年ぶりのこととなる。  

 

輸出が大きく落ち込んだのは自動車産業であり、前年同期比 13％も減尐した。米国以外へ

の輸出は 3.1％増加しているが、対米輸出が 16.4％減尐したことが響いた。完成車の輸出台

数は 16.7％減と 2005 年 7 月以来となる 2 桁の落ち込みを記録したが、特に米国ビッグス

リー（GM、クライスラー、フォード）の輸出減尐が目立った。  

 

＜8 月の家族送金は前年同月比 12.2％減と過去最大の減尐率＞ 

米国経済の低迷により、低所得層にとっての重要な収入源である在米移民からの家族送

金額も 2008 年に入り減尐に転じている。2008 年の家族送金額は 4 月を除き前年同月比で

減尐を続け、8 月は同 12.2％減と過去最大の減尐率となった。  

住宅建設を中心に米国の労働市場が低迷しているほか、不法移民に対する取締りが厳し

くなったことも影響し、米国におけるメキシコ移民の働き口が尐なくなっている。その影

響もあり、在米移民のメキシコへの帰国が増えていると報じられており、悪化しつつある

メキシコ国内の失業率にも影響を与えると懸念されている。  

メキシコの失業率は 2008 年 7 月時点で 4.15％に達し、3 年ぶりの高水準となった。8 月

も 4.15％と高止まりしている。正規雇用者数も 8 月には前月比で 2 万 2,018 人減尐してい

る。特に不振が続いているのが製造業であり、2008 年 7 月の製造業雇用指数（1993 年＝

100）は、2005 年 8 月以来の水準となる 83.7 まで悪化している。  

（中畑貴雄） 
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大統領、内需刺激のため財政支出拡大を発表−新製油所建設などインフラに投資

−（メキシコ）2008 年 10 月 15 日 メキシコ発 

 カルデロン大統領は 10 月 8 日、「成長・雇用促進プログラム」と名づけた景気刺激策を

発表した。国際金融危機と外需冷え込みに対処するため、インフラ投資による内需拡大を

中核とする財政支出の拡大を 2009 年度予算案に盛り込む。長年守ってきた均衡財政を 09

年度は放棄し、国営石油公社（PEMEX）の投資予算を財政収支均衡の例外とする。また、

PEMEX インフラ投資安定化基金を活用して、09 年中にも新製油所の建設に着手する。 

 

＜5 項目の景気刺激策＞ 

 今回の発表は、国際的な金融危機が株価とペソ相場の暴落を招き（2008 年 10 月 3 日記

事、10 月 9 日記事参照）、消費者の不安が高まっていること（2008 年 10 月 6 日記事参照）

に対応するほか、議会がここ数週間の経済動向を考慮した上で 09 年のマクロ経済見通しと

予算案を修正するよう求めていたことに応える目的もあった。 

 政府は 9 月 8 日に 09 年度歳入予算法案と歳出計画案を議会に提出したが、その後国内外

の経済情勢が予想以上に悪化したため、経済見通しを修正して現实的な予算案とするよう

議会から求められていた。識者からは、GDP 成長率と石油価格を下方修正すれば歳入が減

尐するため、歳出も歳入に合わせて削減する必要性があるとの指摘が出ていた。 

 しかし、实際に発表されたのは緊縮財政ではなく、財政支出拡大により内需を刺激し、

経済危機を乗り越えるための積極策だった。大統領は 10 日夜のテレビ・ラジオ全国放送で、

「数年来の責任ある経済政策の継続により財政基盤が強固なものとなったため、財政支出

を削減することを余儀なくされるどころか、投資を刺激して国際金融不安の悪影響を緩和

するための対策を提案できる」と語り、「成長・雇用促進プログラム」として 09 年度に以

下の 5 項目を实施すると発表した。 

 

（1）景気を刺激するため、インフラ投資を中心に財政支出を拡大する。 

（2）インフラ投資に向けた公的支出を行う際の規則を変更し、支出を円滑化する。 

（3）新たな製油所建設に着手する。 

（4）中小企業支援のための臨時プログラムを实施する。 

（5）貿易手続きを円滑化し、関税を削減する。企業設立手続きを円滑化する。 

 

＜09 年の GDP 成長率を 1.8％に下方修正＞ 

 大蔵省のウェブサイトによると、「成長・雇用促進プログラム」は、09 年度歳入予算法案、

歳出計画案、関連法改正案として議会に送られた法案パッケージである。 
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 予算案改定の前提として、大蔵省は 09 年の实質 GDP 成長率（見通し）を 9 月 8 日時点

の 3.0％から 1.8％に引き下げている（表 1 参照）。また、最近の原油価格低下を反映し、メ

キシコ産原油の平均輸出額も 1 バレル当たり 80.3 ドルから 75.0 ドルに引き下げている。こ

れにより、歳入額は 276 億ペソ（1 ペソ＝約 8.2 円、10 月 15 日時点）減尐するとみている。  

 財政収支均衡の原則を守り、何ら対策を取らない場合、歳出も 276 億ペソ（石油収入と

直接的に関連して必然的に減ることになる支出を除くと251億ペソ）減らす必要があるが、

大蔵省は後述するように PEMEX の投資予算を財政収支均衡の枠から除外することで、逆

に財政支出を拡大させることを提案している。 

 

＜製油所建設に 120 億ペソ＞ 

 財政収支の拡大は主に、内需拡大と中長期的な経済競争力強化が見込めるインフラ投資

分野に充てられる。特に目玉となるのが新製油所の建設である。 

 国内では、石油精製能力が不足してガソリン輸入が急増し、問題となっており、30 年以

上の間放棄されていた新製油所の建設が喫緊の課題となっている（2008 年 8 月 8 日記事参

照）。新製油所建設のためには 80 億ドルを超える資金が必要なため、政府も建設に着手で

きずにいた。 

 現在国会で審議されている PEMEX 改革法案（2008 年 4 月 15 日記事参照）では、製油

所の建設と運営を民間企業に委託する内容が含まれているが、これには野党が反対する姿

勢を崩していないため、先行きは不透明だ。 

 そこで、改革の成否にかかわらずに新製油所建設を進めるため、PEMEX インフラ投資

安定化基金に蓄積された資金を活用することを提案している。同基金からの資金流用額は

120 億ペソ（約 10 億ドル）で製油所建設費用の 8 分の 1 程度だが、09 年中に一部でも着

工にこぎつけたい考えだ。 

 そのほか、歳出予算内で支出を拡大して道路、電力、国防、医療、教育などのインフラ

投資を活性化させる。具体的な支出拡大案は表 2 のとおり。  
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＜PEMEX 投資予算を財政収支均衡の枠外に＞ 

 新製油所建設以外の財政支出拡大によるインフラ投資は、総額 531 億ペソに達する。09

年度歳出額は経済見通しの変更により、本来なら政府支出を251億ペソ減らす必要があり、

均衡財政を維持するためには合計 782 億ペソの新たな財源が必要となる。 

 そこで、PEMEX の投資資金を財政収支均衡の枠外とし、PEMEX に対して資金調達と

予算運用の自主権を与える（国会審議中の PEMEX 改革法案に含まれる）ことにより、

PEMEX の投資を国家予算から切り離すことを提案している。 

 これにより、09 年度の PEMEX 投資予算として計上されている 783 億ペソがほかの用途

に活用できるようになる。ただし、財政収支均衡の原則は連邦予算財政責任法（LFPRH）

で定められているため、議会の承認が必要となる。 

 また政府は、PEMEX のインフラ投資のためフォックス前政権下で積極的に活用されて
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きた「支出登録繰延べインフラプロジェクト（PIDIREGAS）」と呼ばれるプロジェクト方

式を廃止することを提案している。 

 PIDIREGAS は、PEMEX の代わりにプロジェクトを落札した民間企業が資金を調達し

てインフラを建設し、PEMEX の生産が始まって収入が発生した時点で、政府が民間企業

に対し、インフラ資産購入のための支払いを分割で開始する制度である。 

 PIDIREGAS のプロジェクトが増えれば増えるほど、政府の将来の債務が増えることに

なる。PEMEX は毎年の投資予算の中で、PIDIREGAS プロジェクト落札企業への毎年の

分割支払い分を「償却」として計上しており、09 年は PEMEX 投資予算の 73％がこの償却

分となっている。また、民間企業に対する利子も別途支払う必要がある。 

 大蔵省は、現時点で未払いとなっている金額をすべて債務として計上し、PEMEX の投

資予算からは毎年の償却分を除外することを提案している。これにより、09 年は一時的に

債務関連の支出が増加し、財政赤字は GDP の 1.8％に達すると見通している。 

 

＜開発銀行を通じた融資を拡大＞ 

「成長・雇用促進プログラム」ではインフラ投資への財政支出拡大のほか、中小企業な

ど国際金融危機による信用収縮で影響を受けやすいセクターに対する制度金融の拡大や、

インフラプロジェクトへの融資円滑化を計画している。 

 具体的には、a.開発銀行や民間金融機関の自己資本比率の一時的緩和措置による中小企業

向けツーステップローンの拡大、b.中小企業向け融資保証の拡大、c.公共事業銀行（Banobras）

によるインフラプロジェクトへの融資拡大、d.国家インフラ基金による投融資拡大、e.関連

金融機関の負債基準緩和と保証の拡大による農業融資の拡大、f.連邦抵当公社と国立開発銀

行を通じた住宅融資の拡大、などを挙げている。 

 d.の国家インフラ基金を活用したインフラプロジェクトとして、新たに大量輸送連邦支援

プログラムが開始される。都市部での大量輸送システムの建設を支援するもので、国家イ

ンフラ基金を活用してマスタープランの策定やプロジェクトへの投融資、融資保証などを

行う。 

 同基金を活用するためには民間資本を活用する必要があり、プロジェクトが当該都市の

都市開発計画に含まれていなければならない。既に 23 のプロジェクト（投資見込み額合計

850 億ペソ）が対象プロジェクトとして特定されているが、09 年にはその中から 6 件のプ

ロジェクト（175 億ペソ）を实施する予定。 

 そのほか、年金運用会社の資金運用規則の円滑化を通じたインフラ・住宅プロジェクト

への資金供給拡大、銀行証券国家委員会（CNBV）を通じた銀行の資本規制変更によるプロ

ジェクトファイナンス関連市場への信用供与の促進など、規制緩和を通じた信用の拡大も

計画している。 
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＜インフラ投資促進に向け規制緩和も＞ 

 さらに、規制緩和によりインフラ投資を円滑化するといった構造的な対策も提案してい

る。 

 まず、連邦予算・財政責任法（LFPRH）を改定し、a.インフラ投資プロジェクトの实現

可能性調査（FS）について、調査費用がプロジェクト推定投資額の 5％以下であれば随意

契約を認める、b.政府調達プロセスに対する事实無根の訴訟を禁止する、c. FS を实施した

企業のプロジェクト入札への参加を認める、d.政府が公共入札で实施した FS の結果を民間

企業が購入して自らのプロジェクトとして实施することを認める、などと提案している。 

 また、中小企業の政府調達入札への参加を促進するため、連邦行政機関にさまざまな措

置の導入を義務付けることを 09年度歳出予算計画に盛り込むことを提案している。政府は、

09 年の政府調達への中小企業の参加比率を全体の 20％まで高める計画だ。 

 さらに、大蔵省の「成長・雇用促進プログラム」の説明文書には一切記述がないが、大

統領は 5 項目の 1 つとして、貿易手続きの円滑化、関税の削減、企業設立手続きの円滑化

を行うと発言している。これについては、経済省が 15 日以内に案を策定して公表するもの

とみられている（「レフォルマ」紙 10 月 10 日）。 

 

＜産業界は計画の早急な実施を要請＞ 

 産業界は大統領の提案したプログラムについて、その有効性を認めているが、今までの

ように計画だけで終わることなく、早急に实施するよう求めている。 

 メキシコ雇用者連合会（COPARMEX）のリカルド・ゴンサレス・サダ会長は「大統領が

信頼を与えるメッセージを送ることは重要で、大統領の言葉として約束することは良いこ

とである。早急に实施されることを期待する」と語り、インフラプロジェクトを迅速に实

施するよう要請した（「レフォルマ」紙電子版 10 月 9 日）。 

 メキシコ・ビジネスマン評議会（CMHN）のクラウディオ・X・ゴンサレス会長も、同

プログラムは適切な第一歩だと評価しながらも、景気刺激策としての効果を求めるならす

ぐに实施する必要があるとコメントしている。 

 日本経団連に相当する企業家評議会（CCE）のアルマンド・パレデス会長は「いま必要

なのは雇用を創出することで、内需を刺激する必要があるが、建設はそのために重要なセ

クターの 1 つだ」と語り、インフラプロジェクト推進の重要性を強調した。また、新製油

所建設の開始についても、「良い対策だ」と好意的にとらえている。 

（中畑貴雄） 

 

  



Copyright ©2009 JETRO. All rights reserved. 

６．ロシア・ＣＩＳ 

【ウズベキスタン】 

政府、国際金融危機の影響なしと発表−1〜9 月の GDP 成長率は 9.4％−（ウズベ

キスタン）2008 年 11 月 05 日 タシケント発 

 政府はこのほど、1〜9 月の経済实績を発表するとともに、国際金融危機の影響を受けて

いないと発表した。しかし、民間などには、間接的影響は避けられず、好調な経済の先行

きを不安視する見方もある。 

 

＜「外国金融資本に依存していないので」と政府＞ 

 政府が 10 月 17 日に発表した 1〜9 月の経済指標（前年同期比の伸び率）は、GDP が 9.4％

(上半期 9.3％)、鉱工業生産が 12.4％（同 12.2％）〔うち消費財生産 18.4％（同 16.6％）〕、

農業が 4％（同 5.4％）、固定資本投資が 22.4％（同 19.8％）で、経済は順調に成長してい

る。政府は好調な輸出、直接投資の増加、税負担の軽減などが好景気の背景にあると説明

している。 

 特に金融システムへの国際金融危機の影響については、「国内の銀行システムは、多くの

国を巻き込んだ大規模な金融危機にもかかわらず確实に発展している。外国金融資本に依

存していないので、外国からの否定的影響を受けていない」と危機を明確に否定した。 

 国内大手のアサカ銀行（株式の 98.33％を財務省、1.67％を自動車産業公社ウズアフトサ

ノアトが所有）のイブラギモフ副頭取も同様の見方で「欧米、ロシア、カザフスタンなど

の周辺国の経済に起きているような影響は、ウズベキスタンには事实上及んでいない」と

述べている（経済誌「エコノミチェスコエ・オボズレニエ」2008 年 8 号＝10 月 20 日）。 

 

＜「金融危機は経済成長に影響」との見方も＞ 

 一方、世界経済変動の影響は避けられないとする見方もある。この経済誌は別のコラム

で「ウズベキスタンが輸出しているエネルギー資源、金属その他の原料価格の急落が 8 月

に始まった。上半期は好調だった輸出は、下半期に変化する」と指摘している。また、非

政府組織「経済発展協力センター」で所長を務め、国連開発計画（UNDP）のウズベキス

タン畜産プロジェクト顧問のユーリー・ユスポフ氏は「金融危機は間接的に関係する。貿

易相手国の経済鈍化が発注減尐につながり、ひいては経済成長にまで影響する」とみてい

る（ロシア語独立系紙「ノーボスチ・ウズベキスタナ」10 月 3 日）。 

（芝元英一） 
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【カザフスタン】 

大手 4 行に国の資金を注入 （カザフスタン）2008 年 11 月 14 日 ロシア NIS

課  

 政府は民間銀行大手 4 行の株式を取得する。世界的な金融危機の影響が国内に広がる中、

金融部門の基盤強化を図る狙い。一方、大統領側近の不当な利益受け取りにつながるので

はないかとの批判もある。 

 

＜政府系基金が株を取得、劣後ローンも供与＞ 

 政府は 11 月 13 日、国家福祉基金サムルク・カズィナ（注）が、バンクトゥレンアラム、

ハルィクバンク、アリアンスバンク、カズコメルツバンクの 4 行と、4 行の株式を取得する

ことで合意に達したと発表した。株式取得により政府が事实上の資本注入を行う。資本注

入については 10 月末から取り沙汰されていたが、各行の株主の了承取り付けを含む調整に

めどがついたとみられる。 

 サムルク・カズィナは、バンクトゥレンアラムの株式は 23 億ドルを下回らない額に相当

する分を、ハルィクバンクは 5 億ドル相当、アリアンスバンクは 3 億 7,000 万ドル相当、

カズコメルツバンクは 3 億ドル相当の株式をそれぞれ取得する。また、これら 4 行に対し

て务後ローンも供与する。取得株式額は、10 月 24 日のロンドン証券取引所（LSE）および

カザフスタン証券取引所の取引価格をベースに算定される。取得株式は各行とも発行済み

株式の 25％を超えない範囲となる（インターネットメディア「レグナム」11 月 11 日）。 

 格付け機関スタンダード・アンド・プアーズ（S＆P）のアナリストは「2009 年のカザフ

スタン民間銀行の対外債務返済額は、120 億ドルに達する。注入資金の普通株、優先株、お

よび务後ローンの内訳に注目する必要がある」と述べている（インターネットメディア「シ

ルクロードインテリジェンサー」11 月 9 日）。 

 一方、野党系のインターネットメディアでは、サムルク・カズィナの副総裁がナザルバ

エフ大統領の娘婿のチムール・クリバエフ氏であることから、金融危機に乗じた大統領側

近の不当な利益受領につながりかねないとして、批判的に報じている（インターネットメ

ディア「レスプブリカ」11 月 7 日）。 

（注）政府は 10 月、国家戦略事業の効率化を図るため、国家資産管理ホールディング会社

サムルクと持続的発展基金カズィナを統合した。 

（下社学） 

 

金融危機対策に 100 億ドルを拠出 （カザフスタン）2008 年 11 月 28 日 ロシ

ア NIS 課  

 政府は 11 月 25 日、100 億ドル規模の新たな金融危機対策プログラムの骨子をまとめた。

金融部門にとどまらず、不動産、中小企業、農業など広範囲な分野の安定化を目指す。 
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＜2 週間以内に詳細な実施案＞ 

 プログラムは 5 つの分野に対して行われる。財源は石油の余剰収入を積み立てた国家基

金（10 月末現在で 263 億 2,600 万ドル）から、100 億ドルに相当する 12 兆テンゲが拠出

される。対象と拠出額は次のとおり。a.金融部門の基盤強化に 40 億ドル、b.不動産市場の

安定化に 30 億ドル、c.中小企業支援に 10 億ドル、d.農業部門に 10 億ドル、e.技術革新の

ためのインフラや工業プロジェクトのうち遅延案件に 10 億ドル（政府公式ウェブサイト 11

月 25 日）。 

 具体的なプログラムの内容は明らかにされていない。マシモフ首相は同日、経済・予算

計画省に対して 2 週間以内に詳細な实施案をとりまとめるよう指示した。すべてのプログ

ラムの総予算は 22 兆テンゲに上る見込みで、国家基金のほか、予算、年金基金などで賄わ

れる。政府は先に大手民間銀行へ公的資金の注入を決定したが（2008 年 11 月 14 日記事参

照）、原油価格の急落による経済基盤の弱体化を最小限に抑えるため、対策の強化に乗り出

した。 

 首相は「金融対策プログラムは周到に検討されたものである。確实に实行され、不可欠

な資金は満額提供される」と自信を見せるとともに、「透明性をもって、国民の納得のいく

かたちで執行される」と述べた（ノーボスチ通信 11 月 25 日）。 

 

＜監視が必要との見方も＞ 

 一方、社会問題分析センターのベレンタエフ副所長は民間銀行への資金注入に対して「銀

行救済にとどまるもので、消費者は厳しいローン返済を強いられ続けるのでは」と効果に

疑問を呈したほか、新しい金融危機対策についても「政府は現在に至るまで危機に対して

極めて楽観的だ。包括的な支援策を短期間にまとめられるはずがない。仮に資金が拠出さ

れる場合でも、国民や野党の厳格な監視の下で行われる必要がある」と厳しい見方をして

いる（大衆紙「ブレーミャ・カザフスタン」電子版 11 月 18 日）。 

（下社学） 

 

【ロシア】 

ローン販売不振で失速する自動車販売−ロシア金融不安の影響−（ロシア）2008

年 10 月 14 日 ロシア NIS 課 

 グルジア紛争による国際的孤立、米国の金融危機を背景に、ロシアでは国内大手銀行の

信用不安や株価の暴落が発生、中央銀行によると第 3 四半期には差し引き 167 億ドルもの

資本が純流出した。信用収縮の動きが自動車ローンの金利引き上げや審査の厳格化につな

がり、好調だった自動車市場にも影響が出始めている。 

 

＜鈍化する外国車販売台数の伸び＞ 

 外国車販売台数は、オイルマネーを背景とする購買力の上昇で、ここ数年拡大を続けて
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きたが、金融不安を受け成長が急激に鈍化している。在ロシア欧州ビジネス協会（AEB）

の発表によると、2008 年 8 月の外国自動車販売台数は、前年同月比 23％増、9 月は 22％

増だった。7 月の 44％増、上半期 47％増に比べ、勢いが半減している。 

 ブランド別にみると、9 月にはホンダ、フィアット、双竜自動車など一部のブランドの販

売台数が前年同月に比べ高い伸びをみせたが、フォード、三菱自動車、起亜自動車、ボル

ボ、奇瑞汽車などが 10％を超える減尐となった。モデル別では、「ラノス」（シボレー）、「ア

クセント」（現代自動車）、「フォーカス」（フォード）が 20％以上落ち込んだ。現代自動車

CIS のデニス・ペトルニン社長は「10 月も低い販売实績にとどまるだろう」と予測する。 

 

＜金利引き上げと審査基準の厳格化が直撃＞ 

 国内の信用収縮の動きを背景とする各銀行の金利の引き上げと審査基準の厳格化が自動

車販売に影響している。自動車ローン大手アブソリュートバンクは 9 月 25 日、全ローン商

品の金利を 2〜3％引き上げると発表した。大手銀行のズベルバンクや VTB24、ガスプロム

バンクも自動車ローン金利の引き上げを相次いで明らかにしている。 

 審査基準の厳格化について、フォードや日産を扱う自動車販売会社ニジェゴロド・ブロ

ーケルのレオニド・ゴイフマン社長は、同社の提携銀行であるボルガ・ビャトカ銀行・ズ

ベルバンクとモスクワ銀行は、ローンの審査期間を 1 日から 2〜3 日に引き伸ばしていると

話している。また、8 月に 10％だった頭金の最低ラインを 9 月には 30％に引き上げ、さら

に、所得証明書の提出をローン申請者に求めているという（経済紙「ベドモスチ」10 月 9

日）。 

 自動車ローン大手アバンギャルド銀行副頭取のワレリー・トルホフ氏は「自動車ローン

貸し付け競争の激化に伴い、低所得者層への融資を拡大してきたが、（信用収縮の中）これ

までのような甘い融資条件を維持することは難しい」と指摘する（経済紙「コメルサント」

9 月 26 日）。 

 特に地方の自動車販売会社への影響は大きい。ニジュニ・ノブゴロドの自動車販売会社

ツェントル・アフトは 9 月の売上高が前月比 12％減という。ノボシビルスクの自動車販売

会社アフトスタルト執行役員のオレグ・クリコフ氏は「夏までは 10 人の自動車ローン申請

者がいれば 9〜10 人が審査に通過したが、今は 5 人に満たない」という。 

 

＜ローン利用者減が市場縮小を招く＞ 

 自動車専門調査会社アフトスタトによると、ロシアでは自動車購入者の約半数がローン

を利用しており、期間は 3〜5 年、金利は年率 10〜14％が主流であるという。07 年にロシ

アで販売された 240 万台の新車のうち 115 万台が自動車ローンを介したもので、07 年の自

動車ローン市場は 160 億ドル、1 件当たりの平均貸付額は 1 万 3,900 ドルだった。 

 同社のセルゲイ・ツェリコフ所長は、金利と審査基準の引き上げで自動車購入者の 20〜

30％しかローンを利用できなくなり、ロシアの自動車市場が 20〜25％縮小する可能性があ
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ると指摘する。 

 外国自動車メーカーの中には、09 年のロシアでの販売予測を見直す動きもあり、トヨタ

は当初予測の 15％増から 5％増に、フォードは 25％増から 5％増に下方修正した（「ベドモ

スチ」紙 10 月 3 日）。 

 

＜独自のローンサービス導入の動きも＞ 

 自動車メーカーや自動車販売会社の中には、提携先銀行のローン金利引き上げによる売

り上げ減尐を避けるため、独自のローンサービスを展開しようという動きも出てきている。

大手自動車メーカーではソレルス（旧セベルスタリ・アフト）が自動車ローンサービスの

立ち上げを検討しているほか、モスクワを拠点とする自動車販売会社フェイバリット・モ

ータースのウラジーミル・ポポフ共同経営者も「ローンサービスの導入のため、既にいく

つかの銀行と交渉を開始した」という。なお、最大手自動車販売会社ロルフは、4 月にキャ

ピタル・モスクワ銀行を買収し、自動車ローン市場に参入している。 

（齋藤寛） 

 

大手行が中堅行を救済買収（ロシア）2008 年 10 月 24 日 モスクワ発 

 海外からの投資資金が引き揚げられ、流動性不足に陥った中堅金融機関が大手国営金融

機関に救済買収される事例が出てきた。為替動向も大幅なルーブル安に転じており、海外

商品を国内で販売している企業は為替差損を被りそうだ。 

 

＜株価はピーク時の 3 割の水準まで急落＞ 

 米投資銀行リーマン・ブラザーズの破綻を受け、株式市場は下落を続けた。このため、

10 月 22 日には、代表的な株式指標であるロシア取引システム（RTS）指数の終値が、ピー

ク時（5 月 19 日）を 100 として 26.8、モスクワ銀行間通貨取引所（MICEX）指数は、ピ

ーク時（12 月 12 日）を 100 として 32.1 と、いずれも 3 割程度に急落した。 

 海外からの投資資金が引き揚げられたことから、各金融機関は流動性不足に陥り、特に

中堅金融機関の中には国営大手銀行に買収される動きが出てきた。例えば、スビャジバン

クは国営大手の対外経済活動銀行（VEB）が株式の 98％を取得することになった。同様に、

9 月から預金の流出が続いていたバンク・グロベクスも、10 日に定期預金の途中解約を停

止する事態に陥り、VEB にわずか 5,000 ルーブル（1 ルーブル＝約 0.04 ドル）で買収され

ることが決まった。このほか、ソビンバンクや大手投資会社 KIT フィナンスはガスプロム

傘下の銀行に買収されることになった。 

 

＜大手行経由で金融機関に資金供給＞ 

 政府は金融安定化に向け相次いで対応策を整備した。13 日には個人預金保護の限度額を

10万ルーブルから 70万ルーブルに引き上げたほか、a.中央銀行からVEBに対して最大 500
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億ドルを供給し、同行経由で事業者に対し対外債務支払いのための外貨建て信用供与を行

うこと、b.国家福祉基金から最大 4,500 億ルーブルを VEB 向けに拠出し、主要金融機関向

けに务後ローンを組むこと、c.中銀から最大手のズベルバンクへ最大 5,000 億ルーブルを务

後ローンとして供給すること、などの施策を打ち出した。 

 三菱東京 UFJ 銀行モスクワ駐在員事務所の加藤和典所長は「大手行経由で金融機関向け

に資金を供給するシステムができあがったが、業界内の相互不安でシステム自体が機能し

ないと、今後も資金不足に陥る銀行が出る可能性がある。しかし、今のところ信用不安の

ある銀行は当局が大手行に買収させているので、大きな混乱は起きないのではないか」と

みている。 

 

＜ルーブル安が企業経営にも影響＞ 

 消費面でも自動車販売で顕著な変化がみられる（2008 年 10 月 14 日記事参照）。三菱自

動車やマツダブランドを取り扱う自動車輸入販売最大手ロルフのワルダン・ダシトヤン最

高経営責任者（CEO）は、英字紙「モスクワ・タイムズ」（9 月 23 日）への寄稿の中で、「今

後ウォールストリートで何が起ころうが、ロシアの自動車市場の拡大は続くはずだ」と強

気だったが、同社は 10 月 10 日、31 日までの期間限定で三菱の乗用車について 3 万〜12

万ルーブルの値下げを断行した。引き下げ率は約 5〜10％となる。 

 味の素モスクワ駐在員事務所の正井義照所長は、昨今の経済状況の企業経営への影響に

ついて、「リーマン破綻による直接的な影響はないが、過去 5 年続いてきたドル安ルーブル

高のトレンドがここ 1 ヵ月でドル高ルーブル安に転換した。この動きは日系を含め外資系

企業に影響を与えるだろう。これまでルーブル高が一方的に進んできたため、ドル建てで

輸入している企業が、ルーブル安への対策に遅れ、国内販売価格に転嫁できなければ十数％

のコストアップになる」と述べた。 

 MC ロジスティックス CIS の馬場直弘氏は「売れ行きが落ち込み、商品がだぶつくので

はないかという声が出始めている。もし物流・倉庫業にも影響が生ずるのであれば、09 年

初めあたりではないかといわれている」と語った。 

（浅元薫哉） 

 

11 月の外国車販売が前年比マイナスに－現地生産にも影響－ （ロシア）2008

年 12 月 19 日 モスクワ発 

 11 月の外国ブランド車販売台数は前年同月比で 14.9％減となり、統計が確認できる 2004

年以降で初めての前年同月比マイナスを記録した。5 ヵ月連続の販売減速を受け、現地生産

している外国自動車メーカーの活動にも影響が出ている。 

 

＜09 年も減尐が続くと予測＞ 

 在ロシア欧州ビジネス協会（AEB）によると、外車ブランド車販売は 7 月以降、5 ヵ月
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連続で伸び率が低下してい

る（図参照）。 11 月の販売

台数は 13 万 6,554 台。1 月

からの累計台数は前年同期

比 30.5％増の 191 万 5,576

台となった（表 1、2 参照）。

自動車専門調査会社アフト

スタトの推計によると、1～

11 月の地場ブランドを含め

た新車販売台数は 256 万

4,000 台で、08 年通年では

280 万台になると予測して

いる。 

 コンサルタント会社のプ

ライスウォーターハウスク

ーパースのパートナー、ステ

ンリー・ルート氏は悲観的・

楽観的の両シナリオに基づ

いて、09 年の自動車販売市

場を予測した。悲観的シナリ

オの場合は、前年比 45％減

の 173 万台とし、09 年 1 月

は 10 万台を下回り、4 月に

は 15 万台とみている。楽観

的シナリオの場合でも 15％減

の 268 万台と前年割れは避け

られないが、3 月には 20 万台

程度に回復するという（ビジネ

ス紙「RBK デイリー」12 月

18 日）。AEB の自動車製造者

委員会は、前年比 13.8％減の

250 万台と予測している（08

年は 290 万台と予測）。 
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＜値引きや生産の一時停止も＞ 

 販売減速を受け、各社は巻き返し戦略を打ち出し始めた。例えば、11 月は販売増を維持

したシトロエン（前年同月比 21.9％増）は、11 月 1 日から 12 月 31 日までの期間限定で、

無利子の自動車ローンサービスを提供。また、10 月 20 日～12 月 31 日の間、車種によって

は価格を最大 15 万ルーブル（1 ドル＝27,5199 ルーブル：12 月 18 日付中央銀行公示レー

ト）値引きしている。 

 ボルボ・ロシアのデビッド・トーマス社長（AEB 自動車製造者委員会議長）は、このよ

うな動きについて、「多くの自動車メーカーが販売インセンティブを提供している。これは

在庫が積み上がっているからだ。モデルはすぐに流行遅れのものになってしまう」と語っ

た。 

 外国自動車メーカーの現地生産にも影響が出ている。サンクトペテルブルク市郊外で生

産しているフォードは、12 月 24 日から 1 月 21 日まで約 1 ヵ月間、生産を停止する。また

08 年末までに開始を予定していた「モンデオ」の生産も 09 年 3 月に先送りした。 

 モスクワ市内でルノー車を生産しているアフトフラモスは、12 月 12 日から 1 月 12 日ま

で操業を中止。カルーガ州に立地するフォルクスワーゲンも 09 年の生産計画を 11 万 5,000

台から 10 万台に下方修正した。 

 サンクトペテルブルクで 11 月に操業を開始したばかりのゼネラル・モータース（GM）

も、12 月 20 日から 2 月 15 日の間に 2 度、3 週間程度の期間で生産を停止する（経済紙「コ

メルサント」12 月 9 日、12 月 16 日）。 

 日系メーカーにも影響が出ている。タタルスタン共和国のエラブガ特別経済区でトラッ

クの組み立てをしているソレルス・いすゞは、08 年末までに予定していた大型トラックの

C シリーズと E シリーズの組み立てを延期した（経済紙「ベドモスチ」12 月 17 日）。 

 

（浅元薫哉、エカテリーナ・エンガリチェワ） 
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７．中東 

【イラン】 

短期的には堅調なイラン経済、懸念要因は原油の価格と需給動向（イラン）2008

年 10 月 20 日 テヘラン発 

世界的な金融不安による景気低迷の中、イラン経済は他国との比較においては堅調に推

移してきたと言える。これは、国連の経済制裁などの影響もあり、そもそも世界経済の影

響を受けにくい経済構造になっているためである。 

世界的な株価下落が続くなか、テヘラン証券取引所の平均株価指数（TEPIX）は、9 月の

平均指数は 11,697 で、前月比 3.59％低下しているものの、対前年同月比では 14.2％の上昇

となっている。直近の 10 月 18 日付けの同指数は 11,147 で、前月に引き続き低下傾向にあ

るものの前年同月比ではまだ 13.7％上回っており、急激な株価の下降はおきていない。 

現在のイランにとって一番の関心は外貨収入の大半を占める原油の輸出量とその価格であ

る。世界的な景気減速が各国のエネルギー消費を落ち込ませることは、原油価格の低下、

輸出量の減尐を引き起こし、イラン政府の財政に大きな影響を及ぼす。 

今年度の国家予算は原油収入を 1 バレル=40 ドル弱で計上していると言われている。現

在の 1 バレル 70 ドル前後の価格では十分、予算に対応可能とみられるが、实際には、追加

予算措置などがとられており、支出は当初予算を大幅に超過していると考えられている。

当地新聞紙上でも欧米のシンクタンクの報告を引用し、原油価格は 1 バレル=60 ドル～80

ドル程度が必要であるとして報道されている。 

世界的な金融の混乱と景気減速が短期に収束すれば、2008 年上半期の原油価格高騰によ

る収入増などからイラン経済への影響は尐ないと考えられ、当地日系企業も短期的には世

界的な景気減速の影響を大きくは受けないと考えている。しかし今後については懸念もあ

る。景気低迷が中長期に渡り、原油価格が現状の水準またはさらに低迷し、輸出量も減尐

して推移する場合は、イラン経済も一定の影響を受けることは避けられないであろう。  

（直江 敦彦） 

 

【トルコ】 

金融危機の影響は当面は限定的−米国金融市場不安に伴うトルコ経済への影響−

（トルコ）2008 年 10 月 17 日 イスタンブール発 

 銀行の海外からの資金導入が困難になり、市中金利は急騰しているものの、産業界も含

めて信用不安などの状況は起きていない。エルドアン首相は「世界的な金融危機によって

トルコ経済が無傷でいるわけにはいかないだろうが、その影響は最小限にとどまる」との

見解を示した。経済界からは、危機の影響が实際に見られるのは 2009 年に入ってからで、

政府は危機対策を軽視しすぎている、との批判も出ている。 
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＜海外からの銀行間の資金繰り困難に＞ 

 トルコの銀行部門は、先進国の銀行が主力とした高度な金融商品を扱うまでに成熟して

いなかったこともあり、信用不安など、米サブプライム危機の直接的な影響は受けていな

い。 

 しかし、国内銀行の多くが外国からの資金繰りが困難になっていることから、企業に対

する融資金利を引き上げている。政策金利は 16.75％と既に世界最高水準で、ローン金利は

2〜7 ポイント急上昇して 25〜27％に達しており、一部の銀行はトルコ・リラ（以下、リラ）

建ての融資で 30％、外貨建てで 12％の金利を適用しているという。銀行側は、銀行間の貸

し出しが实質的に停止している現在の環境下では金利の引き上げは当然であるとしている。 

 イシュバンクのオズィンジェ頭取は「銀行部門は比較的強い抵抗力を見せている。中小

企業と消費者が危機の進行度合いにより悪影響を受けることになろう」とし、企業には営

業資本の強化を、消費者にはクレジットカードでの消費を控えて消費者ローンに移行する

ことを、それぞれ勧めている。 

 リラは、9 月初めの 1 ドル＝1.17 リラから、10 月 16 日までに 25.5％減価し、1.47 リラ(中

央銀行売り)となっている。中銀は、9 日、銀行部門に対する外貨流動性支援のため、2001

年の金融危機の翌 02 年 7 月〜12 月に導入した外貨預金操作（FX depot operations）の再

導入を決定し、15 日には毎日のドル買いオークションを停止させて、流動性の確保を強化

している。 

 

＜政府は構造改革で耐久性を高めた、と自信＞ 

 エルドアン首相は「01 年の金融危機の教訓を最大限生かし、6 年に及ぶ構造改革で金融・

銀行部門を再編し、経済基盤を強化したことで、危機に対する耐久性を高めた」と経済状

況に自信をみせている。シムシェク経済担当相も「トルコのクレジット・エクスポージャ

ーと公的債務の GDP 比はほかの新興諸国に比べても低く、経済状況を安定させている。流

動性は十分あり、銀行部門の負債自己資本比率、透明性の面では多くの欧米の銀行よりも

健全であることが、危機の影響を最小限に抑えている」としている。 

 国際機関からもトルコの状況は評価されており、世界銀行のゼーリック総裁は「政府が

实行した一連の構造改革の結果、トルコの金融システムはかなり強固だ。輸出が影響を受

け、成長は鈍化するだろうが、不況やマイナス成長といった懸念はない。リラの減価によ

る調整も予想の範囲内だとしている。 

 

＜過度の楽観姿勢は禁物＞ 

 政府の楽観視に対して、経済界からは批判の声も出ている。財界は総じて政府の改革を

高く評価し、直接的な影響は尐ないことは認める。しかし、対内直接投資など外国からの

資本の流入が停滞するのは避けられず、主要輸出先である EU の景気が冷え込むことで輸

出主導の産業に悪影響が表面化してくるのは 09 年に入ってからであるとして、過度の楽観
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的姿勢に警鐘を鳴らしている。 

 コチ・ホールディングのムスタファ・コチ会長は、世界的な傾向に無傷でいられると予

想することは非現实的であるとし、政府が率先して行動する必要があると警告した。同会

長は「たとえ心理的にであっても、IMF との新しいスタンドバイ協定で合意することがト

ルコの問題を潜在的に緩和する」と、遅れている IMF との交渉の進捗を促した。 

 また国際投資家協会(YASED)のアルパル事務局長は、トルコへの対内直接投資が世界的

な金融不安の影響を受けることは疑う余地がないとし、直接投資が懸案の経常赤字をファ

イナンスする重要な手段の 1 つであることを忘れるべきではないと語った。同事務局長は、

民営化計画に遅れが見られるようにもなっていることを指摘し、「残念なことに、多くの国

営企業民営化の機会は失われた」とみている。 

 

＜停滞を乗り切れば将来性は高まる＞ 

 アタ・インベスト主席エコノミストのトーチ氏は、現下の金融危機が 01 年にトルコを襲

った危機とは大きく異なる点に注目して、以下のように分析している。 

 01 年の最悪の金融危機を含む 90 年代の危機が新興諸国の制度や規制など構造的な未成

熟に起因するものだったのに対し、現在の危機は欧米という先進国に起因するという反転

現象が見られる。現在の新興諸国ではバランスシートに改善が見られるようになっており、

十分なマネーフローを持つことで、全体的に危機の影響を最小限に抑えている。トルコも、

政府が対策を強化し、資本の流出を防ぐことができれば、高金利はプラスに作用し続け、

流動性に問題は生じない。 

 このため、銀行部門は利益率に低下は見られるだろうが、構造的な問題が発生する懸念

はない。ただし、高金利は、09 年を通じて景気を減速させ、国内市場をターゲットとする

中小企業への融資環境は厳しい。セクター別でも、繊維・衣料品や家電は中期的に困難に

直面するとみている。また直接的な企業活動への影響は軽微とされる自動車や鉄鋼、化学

品などの主要産業も、内需の冷え込みと輸出の減速で、大型投資は延期を余儀なくされる。 

 プロジェクト関係では、緊急課題であるエネルギーや物流といったインフラ計画への融

資に対する影響も避けられず、やはりスローダウンは現实問題として避けられない。政府

筋はインフラ投資に影響なしとしているが、楽観的に過ぎるのではないか。 

 しかし、09 年には危機の世界的な影響も収束し、経済の中心は金融主導の先進国から生

産拠点を持つトルコなどの新興諸国へ移行することが予測できる。健全な経済構造を発展

させる限り、トルコの将来性は揺るがない。今回の危機をうまくコントロールすれば、ト

ルコは逆に大きな機会を得ることになると期待している。 

（中島敏博） 
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【湾岸協力会議（GCC）】 

大型プロジェクトへの融資減尐は確実−GCC 各国も市中に資金供給−（GCC（湾

岸協力会議））2008 年 10 月 23 日 ドバイ発 

 湾岸協力会議（GCC）各国では 10 月中旪現在、株価が 2008 年のピーク時に比べ 2 割か

ら 5 割下落している。大型プロジェクトへの融資は、流動性の枯渇と信用収縮により、減

尐することが確实視される。特に近隣国などからの投資や借り入れへの依存度が高いドバ

イでは、短期的にはプロジェクトの中止や不動産価格の下落により、経済が減速する懸念

もある。 

 

＜株価は下落＞ 

 既に大きな影響が現れているのは、株価だ。GCC 各国（注）では、08 年のピーク時から

下落傾向にあったが、9 月中旪のリーマン・ショックが加わり、10 月中旪にはピーク時に

比べ 2 割から 5 割の下落を記録。クウェート政府やカタール政府は、国民からの圧力など

も加わり、株の買い支えを实施すると発表した。ただ、GCC の株価は経済のファンダメン

タルズを反映していないとして、経済情勢を判断する上では問題視していないエコノミス

トも多い。 

 短期的には、大型プロジェクトへの融資が大幅に減尐することは確实で、既にその傾向

は顕著になっている。特にアラブ首長国連邦（UAE）のドバイ首長国のように、融資や投

資に支えられた大型プロジェクトを抱えるところでは、プロジェクト中止など直接的な影

響が懸念される。これに対して UAE 中央銀行は、9 月 22 日に 500 億ディルハム（以下 Dh、

1 ドル＝3.67Dh の固定レート）、10 月 14 日に 700 億 Dh の資金供給枠を設定し、市中の資

金流動性を確保しようとしている。 

 クウェート中央銀行も 9 月 29 日と 10 月 5 日に、市中銀行に資金供給を行っている。供

給規模については報じられていない。 

 政策金利についても動きがみられる。10 月 8 日の米国など主要国の政策金利引き下げに

呼応して同日、UAE 中央銀行は貸出金利の 1 つであるレポレートを 0.5％ポイント引き下

げ 1.5％に、クウェート中央銀行も 1％ポイント引き下げ 2.5％に改定した。サウジアラビ

ア金融庁も 10 月 12 日にレポレートを 0.5％ポイント引き下げ、5％とした。 

 また、銀行預金を保護するとの声明を、UAE とクウェートの両政府は 10 月 12 日と 18

日に発表している。 

 

＜政府系ファンドが保守的に＞ 

 総資産 200 兆円以上ともいわれている GCC の政府系ファンド（SWF）だが、その海外

資産も目減りしている。例えば 07 年 11 月にアブダビ投資庁が 75 億ドルで購入したシティ

バンクの株資産は、購入当時の半分以下に減った。こうしたことから、リーマン・ショッ

ク直後に邦銀などが米系銀行の救済合併などに打って出たのとは対照的に、GCC の SWF
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は大きな動きをみせることはなかった。SWF や GCC 各国政府が保守的になっていること

は確かなようだ。 

 他方で、原油収入の多いサウジアラビア、クウェート、UAE のアブダビ首長国などは、

プロジェクト停滞などへの懸念が比較的小さいとの見方もある。各国の財政規模に見合う

原油価格は 40 ドルから 50 ドル辺りとみられており、60 ドル程度を下回らなければ経済運

営には支障をきたさない、との判断が一般的だ。 

 

＜懸念される個人消費への影響＞ 

 個人消費への影響をみると、家電製品などについては、「金融危機の直接的影響は今のと

ころ現れていない」（在ドバイ日系企業）との声もある。ただ、ドバイの銀行は軒並み不動

産や自動車ローンなどの個人向け融資を手控えており、今後、これら高額商品の売り上げ

の落ち込みは避けられないとの見方が強い。また、世界的な金融危機に伴い、観光センタ

ーとして発達してきているドバイへの来訪実も減りそうだ。 

 GCC 各国にとりドバイは主要な投資先の 1 つであることから、GCC 各国もドバイ経済

の行方を注視している。特にドバイ経済の活況を支えてきている不動産の動向は注意を要

する。 

 その一方で、中期的には、GCC から投機的資金が流出し、当地域経済がより健全な状態

へ移行するチャンスであるとの見方や、GCC 経済統合への 1 つの弾みになるとの意見もあ

る。 

（注）GCC は、サウジアラビア、クウェート、バーレーン、カタール、UAE、オマーンの

6 ヵ国で構成 

（福島伸一郎） 

 

インフレ懸念は後退、プロジェクトの見直しは必至 （GCC（湾岸協力会議））

2008 年 12 月 17 日 ドバイ発 

 

 湾岸協力会議（GCC）諸国では、2008 年 9 月のリーマン・ショック以前はインフレ対策

が最重要課題であったが、それ以降は世界的なモノの価格の下落や GCC 諸国の通貨高など

よりインフレ懸念は後退。新たに、金融市場の流動性や与信能力の低下、原油価格や株価

の下落などへの対応が課題となっている。 

 

＜サウジアラビアは金利引き下げに転じる＞ 

 インフレによる国内低所得者層への対応が喫緊の課題であったサウジアラビアでは、9 月

末時時点のインフレ率が前月末時点の 10.9％から 10.35％に低下した。サウジアラビア通貨

庁は、08 年第 4 四半期はさらにインフレ率が低下するとの予測をしている。 

 10 月上旪には、サウジアラビア政府は国際的な金利引き下げに同調しなかったが、11 月



Copyright ©2009 JETRO. All rights reserved. 

23 日には 4％から 3％へと、GCC 諸国では唯一、金利の引き下げを行っている。 

 

＜消費動向に懸念＞ 

 08 年の GCC 諸国の株価の最高値は 1 月下旪から 7 月にかけて記録したが、その後は下

落基調になっている。12 月上旪時点で最高値に対する下落幅は、サウジアラビアとドバイ

は 6 割以上、カタール、アブダビとオマーンは 5 割程度、クウェートは 4 割程度、バーレ

ーンは 3 割程度となっている。 

 株式公開をしている主要企業が尐ないため、GCC 諸国の株式市場はまだまだ未成熟だ。

そのため、欧米や日本などの株価下落が社会全体に与える影響は尐ないといわれているも

のの、今後も株価の低迷が続くと、消費動向に悪影響を与える可能性が高くなるとみられ

る。 

 消費行動に直接的に影響を与えそうなのが、ローン審査の厳格化だ。例えば、「ナショナ

ル」紙（11 月 21 日）によると、アラブ首長国連邦（UAE）で、HSBC は住宅ローンの貸

し出し比率を 70～80％の設定から、現在は 50～70％に落としている。自動車ローンの審査

も厳しくなっているようだ。 

 また、ドバイ資本のナキールやダマックなどの大手不動産関連会社では、数百人卖位で

の解雇を決定している。これらは直接的および間接的に消費行動にも影響を与えそうだ。 

 

＜プロジェクトの見直しは必至＞ 

 原油価格がさらに下落し続けている中、オマーンは 09 年予算の想定原油価格を従来の 1

バレル当たり 55 ドルから 45 ドルに引き下げたと 12 月 3 日に報じられており、計画されて

いるプロジェクトへの影響が懸念される。 

 また、「ガルフタイムス」紙（12 月 7 日）によると、サウジアラビアの石油相は原油価格

の下落など世界の経済情勢の変化を受けて、コスト面での事業の見直しをしていると発言

している。 

 こうした国際的な経済情勢の変化を受けて、事業融資、資材価格および製品需給などの

観点から事業見直しが行われるのは当然であり、プロジェクト動向などを注意深く見守る

必要がありそうだ。 

 ただ GCC 諸国は、ここ数年来の原油価格の高止まりによって相当な資本蓄積がなされて

おり、引き続き原油などの輸出による着实な収入が見込まれるため、世界の他地域と比較

すれば経済的基盤は強いとみられる。 

 

（福島伸一郎） 
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８．アフリカ 

直接的影響は考えにくいがマクロ経済の安定に尽力を（アフリカ）2008 年 10

月 24 日 ナイロビ発 

金融危機からアフリカ各国の金融界が被る影響は、限定的、しかも間接的なものに留ま

りそうだ。IMF はアフリカ各国に対し、危機対応力を高めるため、マクロ経済の安定に努

めるよう呼びかけている。  

 

＜国際資本市場との結びつきは弱い＞ 

IMF の発表によると、IMF ではアフリカ経済全般に与える影響として、世界経済の減速

と一次産品価格の不安定化に加え、援助や海外在住アフリカ人による本国への送金など、

外部からの資金フローの減尐の可能性を指摘している。より直接的な影響については、各

国金融機関がどの程度、国際資本市場と結びつきが強いのかによると述べるに留まってい

る。  

アフリカ諸国では、最も発展した金融システムを持つ单アフリカ共和国でも、銀行各社

の資本は、概ね自国経済に依拠していることや、資本規制が外国資産への投資を難しくし

ていたために危険資産の保有を免れていることなどが指摘されており、大きな混乱の発生

は、今のところ、予見されていない。その他のアフリカ諸国を含め、他地域と比べると、

一般的に国際資本市場との結びつきは弱い。  

 

＜ファイナンス組成には影響が出る可能性も＞ 

資源開発プロジェクトが経済成長を牽引してきた国では、主な資金の出し手である欧米

諸国の金融環境が悪化したことで、プロジェクトファイナンスの組成などに今後影響が出

てくる可能性がある。ファイナンスを組成できても、より高い利率での資金調達となれば、

プロジェクトの採算性も低下することになる。  

IMF は、アフリカ各国に対し、今後発生しうる外生的な経済ショックに対応するため、

従来以上に適切なマクロ経済運営を求めている。特に紛争からの復興途上国にとっては、

マクロ経済の安定化は難題だが、そうした国にとっては、債務削減の重要性が増してくる。

ドナー諸国が自国経済の調整に奔走し、援助資金を含む外部資金フローの停滞が見込まれ

る中、返済資金を経済安定化に回すことができれば、影響緩和に寄与すると考えられる。  

（関隆夫） 

 

UEMOA/CEMAC 地域、金融危機の影響は限定的だが援助の減尐に警戒(アフリ

カ)  2008 年 10 月 24 日 アビジャン発 

米国金融市場不安による西アフリカ経済通貨同盟(UEMOA)注１）および中部アフリカ経

済通貨共同体(CEMAC)注２）域内の経済への影響は、現状では限定的とみられ、楽観視す



Copyright ©2009 JETRO. All rights reserved. 

る見方が多い。これまでのところ金融政策に変更はみられない。一方、世界的な景気後退

が長期化すれば、地域諸国の輸出減尐や対内直接投資、政府開発援助など外国からの資本

流入の縮小をもたらす可能性が指摘されている。  

 

コートジボアール現地での報道によると、アビジャン地域証券取引所（BRVM）および

リーブルビル中部アフリカ地域証券取引所（BVMAC）の関係者は、これら地域の金融機関

は国際資本市場と密接にかかわっていないため、今までのところその混乱の影響から免が

れていると指摘している。世界経済のグローバル化が進む中でアフリカのマージナル化が

今回の問題で大きな影響を受けずに済んだ理由と見るアナリストもいる。 

プロジェクト関係では、優先課題であるエネルギーや物流といったインフラ計画への融資

に対する影響も避けられないとみる向きもある。アフリカで豊富な事業経験をもつ仏ブイ

グ・アフリカロジスティック社西アフリカ・マグレブ担当副社長は、フランスのアフリカ

経済専門誌ジューヌアフリックとのインタビューで、一次産品価格の低下で資源開発をは

じめ大規模プロジェクトが停滞するとみている。他方同社は、アフリカでの１億ユーロに

のぼる投資計画を継続することを確認している。  

 

 2008 年 10 月 6 日にカメルーンで開催された中部アフリカ通貨同盟(UMAC) 注 3）蔵相

会議は欧米の信用収縮を受けて域内経済を検証し、GDP は 2007 年の 4%から 2008 年は

5.8%へと成長率が上昇する見通しが確認された。しかしながら続いて 10 月７日にカメルー

ンでフランスも参加して開かれたフラン圏アフリカ 15 カ国（UEMOA8 カ国、CEMAC6

カ国およびコモロ諸島）蔵相会議が発表したコミュニケでは、欧米での信用収縮の影響が

域内に及ぶことへの懸念が明記された。  

 

AFP の報道によると、10 月 7 日の会議で西アフリカ諸国中央銀行（BCEAO）注 4）総

裁は、先進国の金融機関のように高度な金融商品を扱うまでに発達していなかったことも

あり金融危機の直接的な影響は受けていないとして金融部門は健全であることを強調しつ

つ、金融危機により欧米の先進諸国経済は成長が鈍化し、輸入需要の低下を招いて世界の

産品価格の下落を引き起こし、これら諸国を主要パートナーとするフラン圏諸国の輸出に

影響を与えかねないとの認識を示した。輸出の減速に加えて、世界的な信用収縮が続けば

対内直接投資、政府開発援助など外国からの資本流入の停滞をもたらし、経済発展を抑制

することになるとみている。またカメルーン財政相も、主要パートナーである欧米諸国の

リセッションで、外需が弱まれば地域経済へ影響が及ぶことは避けられないとみている。

加えて食糧安定供給に必要不可欠な農業生産を支援する融資援助が滞れば食糧危機を招き

かねないと警戒している。さらに、フランス協力閣外相は「ドナー国は一定の支出抑制を

余儀なくされており、アフリカ向け開発援助が制限される可能性が高い」としている。ま

た「EU は、加盟諸国に対し困難な情勢ではあるが、アフリカ開発支援を政策的に優先する
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よう呼びかけている。欧州の開発担当相の間では、アフリカにおける食糧生産の促進が最

大の懸案となっている」と表明した。UEMOA 諸国では外国からの贈与が歳入の 13.7%を

占め、対外援助への依存が高い。一方、CEMAC 諸国では 1.5%となっている。  

なお、アフリカ・フラン圏蔵相会議はコミュニケを通じ、UEMOA および CEMAC 地域

経済はこれまでのところ金融危機の影響から免れているが、今後とも注視を要すると呼び

かけた。また同地域の 2008 年の経済成長率は前年をわずかに上回ると予測しているが、貧

困脱却に不可欠とされるレベルには届かず、2009 年は世界経済の減速を受けパートナー諸

国からの資金流入の停滞が予測されることから成長が鈍化するとの見通しを明らかにして

いる。  

食料関連の懸念も出ている。国連食糧農業機関（FAO）のジャック・ディウフ事務局長

は 10 月 14-17 日にローマで開催された世界食料保障委員会合で「現在のように国際経済環

境の不確实・不安定が増し世界経済の動揺が続いている時は各国とも保護主義に向かいが

ちで、約束された発展途上国向け開発援助を見直す動きが広まることを懸念している。ま

た食料価格の高騰に続く金融危機で開発途上国の貧しい人々の困窮がさらに深まる可能性

について警告し、飢餓と貧困脱却のために農業への支援を優先すべきである」と呼びかけ

た。FAO によると、生産増加の見通しと世界経済の減速に起因して食糧価格が低下してお

り次期耕作期は主要な食糧輸出国の食糧生産が減尐することが見込まれる。穀物ストック

は引き続き低いレベルにあることから来年度は食糧価格の高騰が予測され、食糧危機に直

面する事態も想定している。  

10 月 17 日から 19 日にかけてカナダ・ケベックで開催された第 12 回フランコフォニー・

サミット(フランス語圏首脳会議)は 70 カ国・地域の代表を集め、地球環境問題と並び信用

収縮対策についても議論した。同サミットには主要フランス語国以外にもギリシャ、ルー

マニア、エジプトなどが正規メンバーに入っており、タイ、ポーランド、リトアニア、グ

ルジアなどもオブザーバーとして参加している。 

会議で全会一致で採択されたケベック宠言は、フランス・サルコジ大統領が米国などと

の間で根回ししている世界金融システムの再構築に向けた緊急首脳会合に言及し、開催を

支持するとしている。  

（注１） 構成国はベナン、ブルキナファソ、コートジボワール、ギニアビサウ、マリ、ニ

ジェール、セネガル、トーゴの 8 カ国。 

（注２）構成国はカメルーン、中央アフリカ、コンゴ、ガボン、赤道ギニア、チャドの 6

カ国。 

（注 3) CEMAC 構成国による通貨同盟で、カメルーンのヤウンデに本部をおく中部アフリ

カ諸国中央銀行により共通通貨 CFA フラン CENTRAL を発行している。 

（注 4) 西アフリカ経済通貨連合の中央銀行で、共通通貨 CFA フラン WEST を発行して

いる。本部はセネガルのダカール。 

(渡辺久美子) 
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【エジプト】 

2008 年の経済成長への影響は限定的（エジプト）2008 年 10 月 15 日 カイロ

発 

10月7日、エジプトの株価指数であるCASE30インデックスは前日比16.47％安と急落、

1 日の下げ幅としては 98 年のカイロ・アレキサンドリア証券取引所開設以来最大となった。

株価は翌 8 日も前日比７％続落、9 日は欧米の引下げを受け同 3.45％の反発をみせたもの

の、週明けの 12 日は再び 3.1％の下落となった。12 日の引け値 5,491 ポイントは 2 年ぶり

の安値水準で、今年５月初めの 12,000 ポイントの半値以下に下落している。  

エジプトの株価は今年 5 月 5 日、ムバラク大統領が公務員給与の 30％引き上げに伴う財

源確保の一環として、フリーゾーンで活動する肥料、鉄鋼、石油精製、ガス精製および輸

送の 4 分野の企業に対する 20％の法人税免除を廃止することを発表した時点から下落が始

まっていた。その後、エネルギー多消費型企業の使用する燃料代への補助金カットにより

企業収益が圧迫されるとの観測で下落に拍車がかかった。MEED 誌 9 月 26 日号は、エジ

プト最大の投資銀行である EFG-Hermes の発行する 10 億ドルの中東・開発アフリカファ

ンド（Middle East & Developing Africa Fund）が最近数ヶ月でエジプト株の組み入れ比率

を 30％から 9％に減らしたと伝えている。  

一方、世界的な金融市場の混乱について、ナジーフ首相は経済成長率が 3 年連続の 7％か

ら 6％にスローダウンするものの、エジプトへの影響は限定的と見ている。その理由として、

同首相はエジプトの銀行が市場の混乱の影響を受けていないこと、ビジネス環境の改善で

投資家から見てエジプトは依然として魅力的な投資先であることを挙げている。エジプト

経済の成長を支える外国からの投資額は 2006/07 年度の 111 億ドルから 2007/08 年度には

132 億ドルに拡大、首相は運輸、農業、工業部門での新たな投資誘致に期待を示している。

また主要外貨収入源である観光についても本年 8 月末時点で 850 万人と前年を大幅に上回

る観光実がエジプトを訪問しており不安はないとしている。  

またラシード貿易産業大臣も「エジプトの銀行は欧米銀行と大規模な取引は行っていな

いので、世界的金融市場のエジプトへの影響は軽微である」と不安の払拭に努めている。  

（大浦 安） 

 

【ナイジェリア】 

金融よりも資源価格の動向を警戒（ナイジェリア）2008 年 10 月 28 日 ラゴス

発 

 国内の金融市場は国際金融市場に組み込まれていないため、世界的な金融危機による直

接的な影響をあまり受けていない。一方で、昨今の原油価格下落が進めば、国家歳入や外

貨準備高が減って、インフラプロジェクトの遅延などにもつながり、国内経済全体に尐な

からず影響を与えそうだ。 
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＜金融に対する危機感は薄い＞ 

 世界的金融危機による国内経済への影響について、地場フィディリティ銀行のウチェ・

ピーター・ウメ部長はジェトロに対し、「国内金融市場は、グローバル市場に完全には組み

込まれてはおらず、世界的な金融危機が直接大きな影響を及ぼすとは考えていない。もち

ろん国内経済全体に対して影響が全くないわけではなく、今後は対内直接投資が減尐する

ことなども考えられる」と語った。 

 当地新聞報道でも、国内の金融セクターに対しては大した影響が及ばないとする見方が

多い。「パンチ」紙（10 月 15 日）は、オコンジョ・イウェラ世界銀行専務理事（元ナイジ

ェリア財務相）の「ナイジェリア金融部門は国際金融市場との結びつきが強くないため、

今のところ金融危機が及ぼしている影響は尐ない。ただし、今後、影響がどう出てくるか

は分からず、政府は世界市場をよく見て対応する必要がある」という見解を紹介している。 

「バンガード」紙（9 月 19 日）によると、中央銀行は、政策金利を 10.25％から 9.75％

に下げ、市場の資金流動を促進していると発表している。一方、国内の商業銀行は貸出金

利の大幅な変更は行っておらず、まずは市場の動きを見守る姿勢だ。 

 また、ナイジェリア証券取引所の株価指数は、08 年 3 月以降下降の一途をたどり、8 月

下旪に一時持ち直したものの、10 月 22 日の終値は 42,206.96 と 9 月 15 日の 48,558.63 か

ら約 1 ヵ月間で約 13.08％下落した。しかし、これは世界的金融危機による影響というより

も、中央銀行が全銀行の会計報告を年内にまとめて提出させるなどの政策に市場が敏感に

反応したことが原因と思われる。 

 在ラゴス米国領事館商務部は、ジェトロの質問に対して「04 年 7 月に中央銀行が銀行の

最低資本金を最低 250 億ナイラ（日本外務省のウェブサイトによると、07 年 5 月時点で 1

ドル＝127.56 ナイラ）に変更する金融改革を打ち出し、その後統廃合を経て非常に資金力

がしっかりしている商業銀行が誕生しており、国際金融市場との結びつきも弱いため、金

融部門への影響はあまり現れてこないだろう」と回答する一方、「原油下落に伴うナイジェ

リアの国家歳入の減尐は免れない」と指摘する。 

 政府は、原油価格の基準を 08 年予算の 1 バレル当たり 59 ドルに対し、09 年予算では当

初 62.5 ドルと見積もっていた。しかし、ここ数ヵ月の原油価格の急落で、「ディス・デイ」

紙（9 月 18 日）では、45 ドルに下方修正する見込みと報道している。原油収入は、ナイジ

ェリアの総輸出額の 9 割、国家収入の 8 割を担っており、外貨準備高にも影響が出ること

は必死だ。また、大型のインフラプロジェクトの遅延につながる恐れがある。08 年 6 月か

ら 9 月にかけて、ナイジャーデルタ地域の治安が一層悪化し、原油生産量も伸び悩んでお

り、原油価格の下落と合わせて政府にとって強烈なダブルパンチとなっている。 

（志釜研作） 
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【南アフリカ共和国】 

政策金利を 12％のまま据え置く（南アフリカ共和国）2008 年 10 月 15 日 ヨ

ハネスブルク発 

 单アフリカ準備銀行は 10 月 9 日の金融政策委員会（MPC）で、政策金利のレポレート

を 12％のまま据え置くことを決めた。8 日に欧米の主要中央銀行が協調利下げを实施する

など世界的な利下げ傾向の中、单ア準備銀行は国内経済に対する世界金融危機の影響は限

定的で、依然として物価上昇率が高いので利下げしないと説明した。 

 

＜物価上昇を懸念＞ 

 レポレートは消費の過熱を背景に 2006 年 6 月に 5 ポイント引き上げられた。MPC は国

内消費の減速などこれまでの利上げの効果が現れているため今回はレートを据え置いたが、

引き続き抵当金利分を除く消費者物価指数（CPIX）上昇率が目標圏内（3〜6％）を上回っ

ているとして警告しており、金融緩和には慎重な姿勢をみせている。 

 CPIX の前年同月比上昇率は、08 年 7 月の 13％から 8 月には 13.6％となった。食料品と

燃料の価格高騰が主な上昇要因で、食料品は穀物価格が 36.5％上昇したため 19.2％、燃料

は 45.9％上昇した。食料品と燃料を除く CPIX 上昇率は 6 月、7 月はそれぞれ 6.3％、7.4％

だったのに対し、8 月は 8.1％と、物価は全体的に上昇傾向にある。これは、電気料金が 7

月、8 月にそれぞれ 23.9％、28.2％値上げされたことによる。 

 家計消費支出は利上げの効果により、08 年第 2 四半期には年率で 1.2％増に減速した。

中でも耐久消費財支出は 15％減となった。08 年 9 月の乗用車新車国内販売台数は前年同月

比 20％減となり、民間部門信用拡張も 08 年 6 月の 21.3％から 8 月には 19.7％と減速して

いる。金融危機による世界経済の減速や、電力不足に伴う産業活動の停滞による国内の経

済成長の鈍化にも MPC は懸念を示し、金利据え置きの理由として挙げた。 

 

＜09 年上期まで利下げはないとの見方も＞ 

 準備銀行は、CPIX 上昇率は 08 年第 3 四半期に平均 13.3％でピークに達した後、09 年第

1 四半期に低下し始め、09 年は平均 6.9％で推移するとみている。これまで主なインフレ圧

力要因だった燃料価格は低下しているが、通貨ランドの対ドルレートの大幅な下落がこれ

を相殺するとして、ランド安による輸入価格の高騰がインフレ圧力の懸念材料だとしてい

る。ランドの対ドルレートは前回（8 月）の委員会開催時に比べ、15％下落した。生産者物

価の 8 月の上昇率は、穀物を中心とする農産品は 2.3％まで低下したが、加工食品が 20％

と高い水準にあり、食料価格上昇への影響が懸念される。 

 

 エコノミストは金利据え置きの決定について、「今回の MPC では金融危機による国内経

済への悪影響よりも為替レートの下落によるインフレ圧力の上昇に焦点が当てられた。現

在の高金利で外国資本の流入が増加すれば、為替レートは再び上昇すると期待されるが、
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準備銀行は為替レートが安定しインフレ見通しが明確になるまでは様子見をして、09 年第

2 四半期までは利下げはしない」とみている。 

（高崎早和香） 

 

懸念される海外市場の需要減退（その 1）‐株と通貨は下落したものの金融機能

は影響を受けず‐（ヨハネスブルク発）2008 年 10 月 21 日 

单アフリカの株価と通貨ランドは顕著に下落している。しかしながら实態経済への影響

は現時点で限定的となっており、金融業界も比較的安定感を示しており、金融政策に大き

な変更はみられない。このため、今後の实体経済への影響がいつ、どの程度顕在化するか

が注視されている。金融政策に関してはランド急落を受け、来年第 1 四半期にも見込まれ

ている利下げが先送りされるとの観測もある。  

 

＜ランドが対ドル、対ポンドで急落＞ 

10 月 17 日付の地元経済各紙は、対米ドルと対英ポンドで 2001 年末以来のランド安を記録

したと大きく報じた。10 月 16 日のレートは 1 ドル当たり 10 ランドを突破し、10.3563 ラ

ンドに達した。ここ数年徐々にランド安が進行していたとはいえ、9 月末からの急激な下落

は関係者に驚きをもって迎えられた。最近の推移を見ると、9月29日の8.1263ランドから、

10 月 8 日には 9 ランドを突破、16 日には 10.3563 ランドと、わずか 17 日間で 9 月末比

27.44％もの下落幅を記録した。ランド急落の背景には、新興国経済に対する懸念に加え、

主要海外市場の景気低迷により单アの輸出を支えてきた資源需要が減退するとの見方が広

がりつつあることがある。さらに单アの政界・当局者の発言が先行き不透明感を一段と増

幅したこともランド安に拍車をかけたとの指摘もある。他方、ランド安は輸出を促し、資

源価格下落によるマイナスを相殺すると楽観視するアナリストもいる。  

 

＜株価はピーク時より 3 割超の下落＞ 

ヨハネスブルグ証券取引所の株価は、昨年後半までほぼ一貫して上昇傾向を辿っており、

全株指数（FTSE-JSE all share）は、昨年 10 月末に 31,000 ポイント越えを果たした。そ

の後、今年半ばまでは 3 万ポイント前後で推移していたが、5 月末に 31,841.27 ポイントを

つけて以降は徐々に下落し、9月末には 23,835.97ポイント、10月 17日には 9月末比 15.5％

下落の 20,139.59 ポイントまで急落した。5 月末比では 36.75％下落となっている。株価下

落時の時価総額の減尐規模は、1 日で 3,000 億ランドに達した日もあるとされる（10 月 12

日付サンデータイムズ紙）。  

（宮部剛、石井茂、シンディー・スナイダーズ） 
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懸念される海外市場の需要減退（その 2）‐国内需要は堅調、為替には懸念‐（ヨ

ハネスブルク発）2008 年 10 月 21 日 

＜財務相、輸出減と財政への影響を懸念＞ 

財界の信頼が厚いトレバー・マニュエル財務相は、先進国の鉱物資源の需要が大幅に減

尐するため、单アからの鉱物資源輸出、特にプラチナ輸出に影響が出ると指摘している。

金融市場混乱の实体経済への影響については物価の上昇圧力が強まり、輸出は減尐、雇用

を創出するだけの経済成長はより困難となる、とする一方で、パニックに陥る必要はない

と発言している。財政政策上は中期財政計画の見直し・再検討が必要としている。確定済

み案件は計画を維持する一方、インフラ投資で費用増大が予期されるとして予算切り詰め

が必要との見方を示し、積極財政ではなく緊縮財政が求められることを示唆した（10 月 10

日付ビジネスデイ紙、10 月 12 日付サンデータイムズ紙）。  

 

＜経済活動の停滞も予想＞ 

経済・産業活動面での影響としては、一般論として企業の合併・買収（M&A）が資金調

達コストの上昇や財務体質の悪化などから減尐するとの見通しがある。他方、競争が激化

している情報技術や通信の分野では経営体力強化のために逆に業界再編が促され M&A が

進むという見方もある。 

大手企業で推進している BEE（黒人経営参加促進政策）も、株価下落のため企業によっ

ては实施困難あるいは方式の見直しに向けた動きがある。黒人経営の企業に譲渡した株式

の価格を下支えするため、従来以上に既存企業の負担が増すということが背景にある。 

また、財務相の発言として单ア最大手の電力会社エスコムの設備投資資金調達に信用収縮

の影響が出ることが伝えられており、同社は投資費用上昇による電力料金値上げを示唆し

ている。 

インフラ投資コストが増加すると、2010 年ワールドカップに向けた建設公共投資にも影

響が出ると伝えられている。また金融機関に対しては、外国為替市場へのアクセス制限が

発動される可能性を示唆する見方もある。  

＜南アでの信用収縮懸念はみられず＞ 

ジェトロ・ヨハネスブルクは金融専門家に单アの金融市場の見方を直接尋ねた。英国系

スタンダード銀行の財務担当重役のサイモン・リドリー氏は、「单アの銀行は、世界金融危

機から比較的切り離されている。これは、高い質の銀行規制、リスク管理政策と為替管理

によるものだ。これらの要素により单アの銀行は世界金融危機の渦中にある他の銀行との

関係が切り離されている。資金調達費用の上昇はあるが、单アの銀行は、その圧力に抗す

ることが可能だ」としている。また「单ア準備銀行の金利据え置きの決定は大変賢明で、

单アのマクロ経済要素を考慮すれば、経済的にも健全な判断と考える。世界の銀行は、こ

の危機に際し、金利を引下げているが、单アの銀行は同様の危機に直面していないため、

单アでの金利据え置きは現状では理にかなっている」と評価している。 



Copyright ©2009 JETRO. All rights reserved. 

また单ア資本のネド銀行・エコノミスト、カルメン・アルテンカーシュ氏は「单アは発展

途上国だが、单アの銀行制度にはすばらしい規制がある。唯一、インベステックだけが部

分的にリスクにさらされているが、他の金融機関は、世界金融危機にさらされてはない。

单アの銀行が自国の資金に依存して経営されていることも海外での信用収縮を受けづらい

要因のひとつ」と評している。  

 

＜日系企業では為替の先行きに懸念＞ 

一方、在单ア日系企業は、ジェトロ・ヨハネスブルグに対して、ビジネスへの影響を懸

念する見方を寄せている。大手商社関係者は、「検討していた融資が取れないといったダイ

レクトな影響はまだ出てない。11 月には、隣国でファイナンス・クローズ（プロジェクト

ファイナンスの手当て完了）の予定があるので、实際に問題なく完了するかどうかを見れ

ば今回の金融不安の影響が分かると思う」としつつ、「民間融資を当てにしたプロジェクト

は滞ることが予想される」としている。 

別の大手商社関係者は「量を確保すれば利益が得られたプラチナ等の金属の値段が下が

ってきており、さばきにくくなっている。金属取引は今年第 2 四半期がピークで、今後は

停滞が続く。それも 1 年位で終わるとは思えない」としている。さらに、物流への影響、

单アの企業の資金流動性への影響を指摘する意見も寄せられた。 

自動車関連メーカー関係者は、「单アの市場は、欧米等の国・地域からは隔離されており

今回の金融不安の影響で急に自社の製品が売れなくなることはないと思う。タイヤの原料

の輸入はドルやユーロでの支払いなので、ランド安が心配。天然ゴムなど資源の値段も高

止まり気味で、ダブルで効いてくることになる」としている。 

一方、建設機械メーカー関係者は「今回の金融危機以前から建設関係の需要は若干減尐

していたが、直接の影響はほとんどない。鉱山関係の需要は依然として堅調である。他方

で、建機の輸入について以前は発注から納品まで待たされたが、現在は欧米の需要が落ち、

单アにも流れてくるようになったため納期が短くなった。しかしながら輸入品については

為替の動向（ランド安）を見ての買い控えが出てきているようだ」としている。  

 

＜政策金利は据え置き決定＞ 

中央銀行（单ア準備銀行）は 10 月 9 日に 2 カ月ぶりに金融政策委員会を開催し、政策金

利（レポレート）を 12％のまま据え置く決定をした。経済界、労働界からは利下げの圧力

が強いものの、生活实感からは物価上昇リスクも感じられる。一部で利下げのタイミング

は来年初頭かそれ以降と見込まれていたこともあり金利の据え置き決定に対して市場での

驚きはない。委員会が欧米主要国等で協調利下げをしている中での開催であり、中央銀行

の決定は单アの独自性を示すものであったともいえる。金利は据え置かれても、ランド安

による経済効果は利下げをしたのと同様との専門家の指摘もある。 

短期金融市場での代表的指標 JIBAR（銀行間貸出金利、１カ月物）では、米国金融市場の
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混乱の影響は見られていない。過去 1年間は安定的に上昇する傾向にあり、2007 年の 10.5％

台の水準から、2008 年 10 月は、12％前後の水準で推移している。 

单ア準備銀行のムボウェニ総裁によれば、金融機関から準備銀行に対する支援・救済の依

頼は今のところないという。年金基金、ユニット・トラスト（信託ファンド）などの運用

も影響はほとんど受けていないか、あったとしても軽微である。ただしランドの為替変動

影響は大きく、今後も注視が必要としている。金融機関は相対的に厳しい規制・監督下に

おかれているため、昨今の金融市場混乱の影響は单アでは限定的との見方が一般的である。

金融機関による国外の金融資産への投資が他国に比べ制限されているため、世界的な金融

不安からは「隔絶している」「保護されている」という表現が用いられることも尐なくない。  

（宮部剛、石井茂、シンディー・スナイダーズ） 

 

08 年第 3 四半期の GDP 成長率は 0.2％に急減速 （南アフリカ共和国） 2008

年 12 月 12 日 ヨハネスブルク発 

 

 2008 年第 3 四半期の实質 GDP 成長率は、ここ 10 年で最も低い 0.2％（季節調整済み、

前期比年率）となり、第 2 四半期の 5.1％を大きく下回った。国営企業によるインフラ関連

事業で設備投資は堅調に推移したが、家計消費支出がマイナスに転じた。産業別では製造

業、鉱業、卸・小売・飲食業などが低迷した。 

 

＜製造業が低迷＞ 

 GDP を産業別にみると、全体の

約 18％を占める製造業が 6.9％減

と、マイナス成長となった（表 1

参照）。利上げによる国内消費の減

速や資源価格の下落の影響で、自

動車・同部品、繊維・衣料品、皮

革製品・履物、食料品・飲料など

の生産が減尐した。卸・小売・飲

食業も消費減速の影響を受け

6.9％減となった。第 2 四半期に電

力供給の回復によりプラス成長だ

った鉱業は、世界的な需要低迷、

資源価格の下落、メンテナンスや

安全点検に伴う操業停止で生産が抑えられた結果、8.0％減と減尐に転じた。 

 建設部門は発電所、道路、高速鉄道ハウトレイン、スタジアム建設やインフラ関連への

投資の増加により 15％増と好調だった。農業も良好な天候に恵まれ穀物生産が順調だった
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ことから 16.1％増と堅調に伸びた。 

 

＜家計消費支出は減尐＞ 

 支出面でみると、家計最終消費支出は 0.8％減で、98 年の第 4 四半期以来の低水準とな

った（表 2 参照）。利上げや家計債務の増加で耐久消費財への支出が 9.9％減っており、7～

9 月の乗用車新車販売台数は前年同期比 25％減の 7 万 6,631 台だった。半耐久消費財は第 2

四半期の 3.3％増から 0.1％増に、非耐久消費財は 0.6％増から 2.6％減へと、ともに伸び悩

んだ。政府消費支出は軍用機の調達により 9.3％増えた。 

 固定資本形成は第 2 四半期の 5.9％増から第 3 四半期は 9.6％増に高まった。主体別では

設備投資の拡大により公営企業が 38.4％の高い伸びを示した。民間企業は電話事業者によ

るネットワーク容量や通信網拡大

のための投資があったにもかかわ

らず、2.6％増にとどまった。産業

別では、電力公社エスコムによる

石炭火力発電所の建設で電気・ガ

ス・水道部門が好調だったほか、

空港運営公社アクサによる 10 年

のサッカーW 杯に向けた空港整備

があり運輸・通信部門も高い伸び

を示した。 

  

 

 

＜経常収支は大幅赤字＞ 

 国際収支は、経常収支が 528

億 2,700 万ランド（1 ランド＝

0.1 ドル）の大幅な赤字（GDP

比 7.9％）となった。ランド安

や設備投資拡大に伴う資本財

輸入の増加で、貿易赤字は 133

億ランドと拡大した。所得収支

も、外国人投資家への配当が増

加し、212 億 9,800 万ランドの

赤字となったほか、サービス収

支も技術サービス、生産関連サ

ービスへの支払いが増加し、
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118 億 4,800 万ランドの赤字となった（表 3 参照）。 

 

 直接投資は、トヨタ自動車による現地法人の完全子会社化に伴う株式取得（61 億 1,000

万ランド）などで 169 億 2,000 万ランド（ネット）の黒字となった。証券投資は、世界金

融市場の混乱の影響による証券や株式への投資減尐で、ネットで 129 億 7,000 万ランドの

赤字となった。その他投資は 205 億 5,000 万ランドの黒字となり、財務勘定収支は 245 億

ランドの黒字となった。 

 

＜貿易赤字が拡大＞ 

 歳入庁の通関速報統計によると、第 3 四半期の輸出額は 1,815 億 6,161 万ランド（前年

同期比 48.6％増）、輸入額は 2,089 億 9,913 万ランド（42％増）となり、274 億 3,751 万ラ

ンドの赤字となった。輸出ではアフリカ域内向けが 66％増だったほか、アジア向けが 50.2％

増、欧州向けが 35.9％増、米国向けが 34.8％増。品目別では石炭を中心とする鉱物性生産

品が 89.6％増、輸送機器が 75.9％増、フェロアロイなどの卑金属・同製品が 53.7％増だっ

た。輸入の品目別では原油を中心とする鉱物性生産品が 101.4％増、貴石・貴金属が 286.5％

増と大幅に伸びたほか、卑金属・同製品が 34.7％増、輸送機器は 0.7％増にとどまった。 

 

（高崎早和香） 

 

インフレ圧力の緩和で 0.5 ポイント利下げ （南アフリカ共和国）2008 年 12 月

16 日 ヨハネスブルク発  

 

 单アフリカ準備銀行は 12 月 11 日の金融政策委員会で、政策金利（レポレート）を 0.5

ポイント引き下げて 11.5％とした。2006 年 6 月以降、利上げが続いていたが、インフレ圧

力が緩和していること、世界経済減速の影響で国内の経済成長が鈍化していることを理由

に利下げに踏み切った。利下げは 05 年 4 月以来。 

 

＜物価上昇は徐々に沈静化＞ 

 消費者物価指数（CPIX：抵当金利

分を除く指数）の上昇率（前年同月

比）は、8月の 13.6％から 9月は 13％、

10月は12.4％と低下した（図1参照）。

物価上昇の主要因は食料品価格、国

際原油価格、電気料金の高騰で、食

料品価格は前年から 17.2％上昇、原

油価格と電気料金は各 31％上昇し
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ている。食料品と原油価格を除いた CPIX は、9 月は 8.4％、10 月は 8.5％だった。 

 生産者物価指数の上昇率は、8 月の 19.1％から 10 月には 14.5％に低下した。農産品は 3

ヵ月連続で低下し、10 月は 10.4％となった。加工食品は 8 月の 20.5％から 10 月は 15.6％

になった。 

 

＜利上げの影響で個人消費の伸びが停滞＞ 

 準備銀行は 06 年 6 月以降、利上げを实施し、08 年 6 月までに金利を 7.5％から 12.0％ま

で引き上げた（図 2 参照）。利上げ

の影響による経済成長の鈍化が懸

念されたが、物価上昇率が食料品

と国際原油価格の高騰で加速した

ことから、08 年に入ってからも 4

月と 6 月に利上げし、6 月以降は

金利を 12％に据え置いていた。 

 08年 9月以降は世界金融市場の

混乱により国内経済はさらに鈍化

し、08 年第 3 四半期の成長率は

0.2％と過去 10 年来の低水準とな

った。家計消費支出は 0.8％減とマ

イナスに転じた。消費の減速に伴

い民間信用も伸びが鈍化している。民間部門への信用拡張は 8 月の前年同期比 18.5％増か

ら 10 月には 16.2％増となった。それに伴い可処分所得に占める家計債務の割合も 08 年第

1 四半期の 78.5％から第 3 四半期には 75.3％に低下している。 

 

＜大幅利下げには慎重な姿勢＞ 

 準備銀行は、これまでインフレ上昇の主因だった国際原油価格や食料品価格の下落でイ

ンフレ圧力は緩和しており、09 年第 3 四半期にはインフレ率は目標圏の 3～6％に戻ると予

測している。インフレ率は平均で 09 年が 6.2％、10 年が 5.6％になるとみている。  

 一方、エコノミストの多くは国内経済の急速な悪化を受け、1 ポイントの利下げが必要だ

としていたが、ムボウェニ総裁は「世界経済の行方やそれに伴う商品価格の動向は不透明

で、インフレリスクは依然として残っている」として、0.5 ポイントの利下げにとどめた。 

 

（高崎早和香） 
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９．その他（世界・日本） 

【世界】 

主要国の対策発表にマーケットが反応（世界）2008 年 10 月 14 日 調査企画課

発 

世界的な金融不安と株価の暴落を受け、7 カ国財務相・中央銀行総裁会議（G7）は 10 月

10 日ワシントンで会合を開き、「現下の状況は緊急かつ例外的な行動を必要としていること

に同意する」として、5 項目からなる行動計画を策定し公表した。続いて 10 月 11 日にはワ

シントンにて G20 の財務省・中央銀行総裁会議が臨時開催され、G7 でとりまとめた行動計

画を支持し、各国が連携して必要な措置を講じていくことで合意した。  

 

米国のサブプライム問題を発火点とする信用収縮は、9 月 15 日に米国第 4 位の証券会社

リーマン・ブラザーズを経営破綻に追い込み、翌 16 日には世界最大の保険会社であるアメ

リカン・インターナショナル・グループ(AIG)を直撃した。リーマン・ブラザーズは連邦破

産法 11 条による資産保全を申請、AIG については米連邦準備銀行(FRB)が、AIG の全資産

を担保に 850 億ドルの融資枠を設定(10 月 8 日に 1,228 億ドルに枠を拡大)し、株式の 79.9%

の取得権と既発行株式および優先株への配当拒否権も持つとする異例の措置をとった。  

しかしながら、取引証券に対するクレジット・デフォルト・スワップ(CDS)という一種の

保険取引が絡み合い、米国の各金融機関は互いに信用の度合いを見定められなくなり、事

实上、金融決済機能が麻痺してしまった。また欧州の金融機関も米国の金融機関との CDS

取引が多いことから、金融の麻痺が連鎖した。日本は CDS 取引が比較的尐なかったことが

幸いし、日銀による短期金融市場への資金提供も効を奏し、欧米ほどの深刻な事態には至

っていない。  

9月 15日以降、10月 13日までの間に流動性不足などの影響で経営が破綻し当局が介入、

ないし介入を表明した金融機関は、米国で 1 社、英国で 3 社、ベネルクスで 2 社、ドイツ

で 1 社、アイスランドで 3 社に上る。ロシアでも 2 つの金融機関に対して救済のための公

的資金導入の措置がとられた。  

G7 と G20 を受け、10 月 12 日にはパリで欧州首脳会議が開催され、10 月 13 日には欧州

各国が金融機関救済策を次々と発表した。英国は、公的資金注入をすでに決定していたロ

イヤル・バンク・オブ・スコットランドに加えて、住宅金融大手 HBOS と、HBOS の救済

合併を予定しているロイズ TSB に対して、優先株購入による総額 370 億ポンドの資本注入

計画を発表、フランスは最大 3,600 億ユーロの金融安定化基金を設立し経営難の金融機関

への資本注入と債券保証に備えるとした。ドイツは最大 5,000 億ユーロの金融支援策を閣

議決定し、オランダも 2,000 億ユーロ、スペインとオーストリアは各 1,000 億ユーロの公

的資金枠を準備すると表明、イタリアも公的資金投入などを柱とした救済策をとることを

明らかにした。また米国政府も、総額 2,500 億ドルの公的資金注入を柱とする対策を 14 日
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中にも発表すると報ぜられた。  

これら金融システムの安定化に向けた策は肯定的に評価され、急落していた世界の株式

市場は週明けの 10 月 13 日に概ね急反騰し、休み明けの 14 日の東京株式市場も前週末比 

1,171 円高の 9,447 円で取引を終えた。率にして約 14%の上昇となった。  

なお、10 月 10 日に公表された行動計画は以下の通り。  

 

7 カ国財務大臣・中央銀行総裁の行動計画（2008 年 10 月 10 日） ※出所:財務省 

G7は本日、現下の状況は緊急かつ例外的な行動を必要としていることに同意する。我々は、

世界経済の成長を支えるため、金融市場を安定化させ、信用の流れを回復するために共同

して作業を続けることにコミットする。我々は、以下のことに同意する。 

 

1．システム上の重要性を有する金融機関を支援し、その破綻を避けるため、断固たるアク

ションを取り、あらゆる利用可能な手段を活用する。 

2．信用市場及び短期金融市場の機能を回復し、銀行及びその他の金融機関が流動性と調達

資金に広汎なアクセスを有していることを確保するため、すべての必要な手段を講じる。 

3．銀行やその他の主要な金融仲介機関が、信任を再構築し、家計や企業への貸出しを継続

することを可能にするに十分な量で、必要に応じ、公的資金、そして民間資金の双方に

より資本を増強することができるよう確保する。 

4．預金者がその預金の安全に対する信任を引き続き保つことができるよう、各国それぞれ

の預金保険・保証プログラムが、頑健であり一貫していることを確保する。 

5．必要に応じ、モーゲージその他の証券化商品の流通市場を再開させるための行動をとる。

資産の正確な評価と透明性の高い開示、及び質の高い会計基準の一貫した实施が必要で

ある。 

 

これらの行動は、納税者を保護し、他国に潜在的な悪影響を与えないような方法で行われ

るべきである。我々は、必要かつ適切な場合には、マクロ経済政策上の手段を活用する。

我々は、今回の混乱により影響を受ける国々を支援する上で IMF が果たす決定的に重要な

役割を強く支持する。我々は、金融安定化フォーラムの提言の完全な实施を加速し、金融

システムの改革の差し迫った必要性にコミットする。我々は、この計画を完遂するため、

協力を一層強化し、他の国々と協働する。 

 

IMF、09 年の世界成長率を 3.0％に下方修正（世界）2008 年 10 月 17 日 国際

経済研究課 

 世界的な金融危機の影響を受け、IMF は 2009 年の世界経済成長率の予測を 3.0％と、前

回見通しから 0.9 ポイント下方修正した。米国経済の減速とともに先進国経済は景気後退、

または後退局面に近い状態に陥ると予測しており、高成長を維持してきた途上国にも、先



Copyright ©2009 JETRO. All rights reserved. 

進国への輸出減速を通じて影響が出る見通しだ。 

 

＜世界の経済成長は大幅に減速＞ 

 IMF が 10 月 8 日に発表した世界経済見通しによると、世界の实質経済成長率は、07 年

の 5.0％から、08 年には 3.9％、09 年には 3.0％にまで落ち込み（表参照）、02 年（2.8％）

以来の低い水準となる見込みである。主要国の成長が軒並み減速するという予測から、7 月

時点の見通しに比べ、それぞれ 0.2 ポイント、0.9 ポイント下方修正した。  

 

 米国を中心とした先

進国の景気減速を受け、

IMF は、現在の世界経済

は「1930 年代以来最も

深刻な金融危機に直面

し、大幅な減速局面にさ

しかかっている」と警告

した。特に、米国サブプ

ライム・ローン問題から

派生した金融混乱の拡

大を受け、先進国経済は

「08 年後半から 09 年前

半にかけて景気後退ま

たはそれに近い状況に

至る」と見込んでいる。

09 年後半にかけて景気

は回復するとみられる

ものの、非常に緩慢な回復になると予測する。また、これまで世界経済を下支えしてきた

途上国でも、成長率はこれまでの傾向を下回る水準に減速するとみている。 

 

＜金融危機の影響を受け主要国は下方修正、途上国にも影響＞ 

 主要国・地域別にみると、米国は 08 年は 1.6％と 0.3 ポイント上方修正したが、09 年は

0.1％と 0.7 ポイント下方修正した。成長率が 0.1％まで落ち込めば、91 年（マイナス 0.2％）

以来の低成長となる。IMF は、10 月 3 日に成立した金融安定化法を評価しつつ、金融機関

への公的資金注入を強く促している。金融危機の主因である住宅不況については、09 年に

底打ちすると予測している。最終的な住宅価格の安定が住宅ローン関連の損失を抑制する

ほか、政府系住宅金融機関ファニーメイとフレディマックを政府管理下に置いたことが住

宅部門への信用回復に寄与するとみている。 
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 日本については、08 年は 0.7％、09 年は 0.5％と、前回の見通しから 0.8 ポイント、1.0

ポイント下方修正した。商品価格の高騰、欧米の需要鈍化、企業の投資意欲の減退などが

背景にある。09 年の成長率が予測どおり 0.5％まで落ち込むと、02 年（0.3％）以来 7 年ぶ

りの低成長となる。 

 07 年までは 3％前後と好調だったユーロ圏も、09 年の成長は 0.2％にとどまるとした。

米国の金融危機が飛び火したかたちで、特に英国（マイナス 0.1％）、イタリア（マイナス

0.2％）、スペイン（マイナス 0.2％）ではマイナス成長となる見通しである。 

 これまで世界経済を下支えしてきた新興国にも、景気減速の影が及んでいる。活発な投

資と消費で引き続き高成長が見込まれるものの、先進国の需要鈍化により先進国向け輸出

の鈍化は避けられない。03 年以降一貫して 2 ケタ成長を続けてきた中国は、08 年は 9.7％

（前回見通しを据え置き）、09 年は 9.3％（0.5 ポイント下方修正）と減速する見通しだ。

インドは 09 年に 6.9％（1.1 ポイント下方修正）、ロシアは 5.5％（1.8 ポイント下方修正）

と見込まれている。 

 

＜金融危機は過去の最も深刻な事例に類似＞ 

 IMF は、世界経済の先行きは非常に不透明であり、厳しい下振れリスクに直面している

と指摘する。今回の報告では、金融危機がもたらす経済への影響をまとめた。過去 30 年間

に、先進 17 ヵ国の金融セクターで発生した 113 の金融危機の事例から、その後の景気減速・

後退への波及効果を分析している。 

 それによると、金融危機が实体経済に悪影響を及ぼした事例は、113 のうちの約半数で、

必ずしもすべての金融危機が経済の減速に直結するわけではない。ただし、混乱が銀行セ

クターに生じた場合に、景気減速は極めて深刻で長期的なものとなる可能性が高いと指摘、

GDP の損失は、金融危機が発生しない場合に比べて 2〜3 倍に増幅すると分析した。 

 金融危機が景気に影響を及ぼす決定要因として、IMF は住宅価格の上昇幅、信用の総量、

家計や非金融セクターの借り入れ依存度などを挙げている。現在の金融危機は、銀行セク

ターに起因する過去の深刻な金融危機に類似しているとしており、今後経済が後退局面に

入る可能性が高いことを示唆している。 

 現在の金融危機の特徴は、金融システムへの信頼が大きく揺らいだことにある。根底に

あるのはサブプライム・ローン問題であり、証券化された金融資産の信用务化が金融機関

のバランスシートを悪化させ、世界中で不良債権が増加した。こうした状況下、米国の金

融安定化法をはじめとして、欧州の脆弱（ぜいじゃく）な金融機関への資本注入など、各

国は危機に対応するためさまざまな市場安定化措置を取ってきた。IMF は、こうした取り

組みにより追加的な危機は避けられるとしつつも、まだ予断を許さない状況にあると警告

している。 
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＜商品価格は今後も高止まる見通し＞ 

 IMF は、最近の商品価格高騰の要因として、近年の世界経済の高成長、特定部門での供

給不足と在庫不足などを挙げている。特に食料では、主要穀物の供給減尐、輸出制限措置

の広まり、エネルギー価格の上昇などが価格高騰を誘発した。 

 08 年から 09 年にかけては、原油供給量の増加、世界経済の減速、食糧需給の逼迫解消な

どが要因となって商品価格は落ち着く、と IMF はみている。しかし、供給不足と在庫不足

は当面続き、需給ギャップは引き続き拡大する。このため、商品価格は中長期的には、過

去の水準と比べても高止まりする見通し。特に途上国では、消費に占める食料品の割合が

相対的に高いことから、食糧価格高騰の影響を受けやすく、インフレリスクは依然として

大きい。 

 また、商品価格の高騰により、燃料輸出国の経常黒字が拡大する一方、輸入国の赤字が

膨らみ、世界的不均衡がさらに拡大していくことも懸念される。IMF は、金融情勢の安定

化とともに、政策当局によるインフレ抑制が急務であると強調した。 

（吾郷伊都子） 

09 年、先進国はマイナス成長に−IMF、世界経済見通しを下方修正−（世界）2008

年 11 月 11 日 国際経済研究課 

 

 IMF は 11 月 6 日に「世界経済見通し」を発表した。2009 年の世界の实質 GDP 成長率

を 10 月の発表から 0.8 ポイント下方修正し、2.2％と予測している。また、09 年の先進国

の成長率予測もマイナス 0.3％と下方修正した。途上国の成長率は、商品市況の急速な悪化

による資源輸出国の成長鈍化と、一部の国の金融環境の悪化によって、5.1％と前回予測か

ら 1.0 ポイント引き下げた。 

 

＜世界全体の成長率は 2.2％と予測＞ 

 IMF はわずか 1 ヵ月で下方修正を迫られた背景として、a.金融危機の影響が世界経済に

急速に波及した結果、先進国の需要が前回の想定以上に鈍化している、b.先進国の需要が減

尐した結果、商品価格が急速に下落し、資源国が打撃を受けている、c.金融危機の影響で信

用の低下した一部途上国で資金の流出が進んだ、といった点を挙げた （2008 年 10 月 17

日記事参照）。2.2％の世界経済成長率は、IT バブルが崩壊した 01 年以来の低水準となる。 

 

 IMF は、現状では世界経済の見通しは異例なほど不確实で、金融危機がさらなる下振れ

リスクとなり得ると述べている。他方、これまで各国で導入された財政政策や金融政策の

効果は限定的であるものの、今後の追加的な財政出動や金融緩和などの政策によっては、

世界経済の後退をある程度食い止めることができるとも指摘した。 
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＜先進国のマイナス成長予測は初めて＞ 

 主な先進国・地域の 09 年の成長率予測は下方修正の結果、米国がマイナス 0.7％、ユー

ロ圏がマイナス 0.5％、日本がマイナス 0.2％と、それぞれマイナス成長に転じる見込みだ

（表参照）。金融危機の影響は、前回 10 月の分析時点よりも深刻かつ長期化すると見込ま

れており、米国では金融資産が減尐した家計の消費抑制や企業の投資活動の減速が続くと

みている。ユーロ圏も、米国とともに金融危機の影響が続くとの見通しだ。日本も先進国

需要の減尐で、成長を牽引してきた輸出の減速が見込まれる。先進国の成長率がマイナス

0.3％と、通年でマイナス予測されたのは第 2 次大戦後では初めてとなる。  

 途上国・地域についても、原油価格がピークから約 50％も急落し、商品価格も下落した

結果、09 年の成長率の鈍化を予測している。ロシア（成長率 3.5％、2.0 ポイント下方修正）、

アフリカ（4.7％、1.3 ポイント下方修正）、中東（5.3％、0.6 ポイント下方修正）などで影

響が大きいとみている。 

 また、先進国企業が流

動性確保のために海外

投資の引き揚げを加速

させた結果、一部の新興

国で資本の急速な流出

が進み、金融情勢が著し

く不安定になっている。

その結果、特にロシアを

除く CIS 諸国について

は 09 年、前回予測から

4.6 ポイントの大幅な下

方修正をし、経済の急速

な悪化を予測している。

中東欧も09年は2.5％成

長（0.9 ポイント下方修

正）にとどまると予想さ

れている。IMF がハンガリーに緊急融資を決定したように、金融不安による海外投資家離

れを原因とした経済の減速が顕著となっている。 

 世界経済の成長を下支えしてきたアジアの新興国も、先進国需要の鈍化を受けて 09 年、

中国が 8.5％（0.8 ポイント下方修正）、インドが 6.3％（0.6 ポイント下方修正）と過去数

年に比べ、成長が減速するとの見通しだ。 

 

＜各国の協調した政策を期待＞ 

 IMF は、各国が協調して追加的な需要刺激型の財政政策や金融機関への資本注入、さら
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に金融政策を効果的に投入することで、世界経済の後退をある程度抑制できると述べてい

る。財政出動の余地のある国としては、米国、ドイツをはじめとする欧州、中国などを挙

げた。金融政策については、商品価格の下落によって世界的なインフレ懸念が収まりつつ

あるため、各国中央銀行の金利引下げが期待されるとしている。 

（安田啓） 

 

不透明感強まる米欧中経済－緊急セミナー「米金融危機と米欧中経済」－ （世

界）2008 年 11 月 14 日 国際経済研究課 

 ジェトロは 11 月 11 日に東京、12 日に大阪で、「米金融危機と米欧中経済」と題する緊急

セミナーを開催した。米国のサブプライム問題に端を発した金融市場の動揺は世界的な広

がりをみせ、主要国の实体経済に影響を与えつつある。米国、欧州、中国経済の最新の動

向をジェトロの調査担当駐在員が報告した。 

 

＜米国経済の回復は 2010 年以降にずれ込むか＞ 

 金融危機の発信源である米国については、ニューヨーク・センターの水田豊職員が以下

のように報告した。 

 まず、米国の金融危機の要因として、a.住宅バブルの崩壊、b.世界的に過剰な金融緩和、

c.世界経済の不均衡の拡大、d.政策の失敗、が挙げられる。新築住宅販売は 2005 年 7 月を

ピークに 08 年 10 月には 67％減尐、供給サイドの住宅着工も 06 年 1 月をピークに 64％減

尐しており、既に 06 年春から減速傾向が始まっていた。01 年以降、IT バブル崩壊や 9.11

後の低金利政策などにより、世界の实質政策金利がそれ以前と比較して大幅に緩和されて

いたことが、バブル発生を招いた遠因となった。 

 また、世界経済は、日本や中国をはじめとするアジア主要国など貯蓄超過にある資本流

出国から米国への資本流入が拡大し、不均衡が大きく拡大していた。政策面ではローン証

券化へのリスク対応が不足していた。具体的には、a.住宅ローンの証券化が貸付機関の高リ

スク貸し出しへの傾斜を生み出した、b.複雑な証券化商品への情報開示が不十分だった、c.

格付け機関への過度の依存があった、d.投資銀行やヘッジファンドが日本であれば自己資本

の 10 倍程度のレバレッジで行う投資を、30 倍程度と大きなリスクをとった投資行動を行っ

ていた、などが要因となった。 

 現在の金融市場では、ロンドン銀行間取引金利の LIBOR と米財務省証券の利回り格差が

まだ大きく、企業の短期資金の調達手段であるコマーシャル・ペーパー（CP）への資金流

入も減尐を続けている。10 月 27 日には連邦準備制度理事会（FRB）が CP の直接購入に乗

り出したことで、足元はやや持ち直しの兆しがみられているものの、短期金融市場は依然

として緊張が続いている。 

 商業銀行の企業向け貸し出しは、07 年後半に証券化市場での資金調達が困難になったこ

とによる代替資金需要が発生し、一時的に増加した。しかし、07 年半ばからはバランスシ



Copyright ©2009 JETRO. All rights reserved. 

ートの悪化や景気悪化懸念などを背景に銀行が融資基準を厳格化しており、融資残高の伸

び率はプラスを維持しているものの、鈍化傾向を示している。 

 さらに、FRB が 07 年後半以降、政策金利を断続的に引き下げているが、住宅金利は横ば

い、Baa 債（社債）金利は上昇しており、政策金利の低下が長期金利の低下に結びついて

いないため、实体経済を刺激する効果が限定的にとどまっている。金融機関の融資基準の

改善は、90 年と 01 年の景気後退局面の経験から、最低 8 四半期（2 年）はかかると見込ま

れ、金融市場は引き続き逼迫状況が続く見込みだ。 

 政府は 10 月 14 日に総額 2,500 億ドルに上る公的資本注入枠を設定した。既に投資銀行

と商業銀行に加えて、保険会社である AIG への注入も決定している。今後、景気が悪化す

る中で、主要金融機関の損失額は拡大する見込みで、公的資本注入額はさらに拡大する可

能性があり、その金額は 3,000 億ドル以上になるとの試算もある。 

 实体経済については、07 年 10 月から 08 年 1 月にかけて主要経済指標がピーク・アウト

しており、GDP の 7 割を占める個人消費も、08 年 5 月には戻し減税の効果で一時的に押し

上げられたものの、6 月以降は減尐基調にある。産業面では、自動車販売台数の減尐が顕著

で、08 年は 83 年以来の低水準に落ち込んでいる。 

 一方、これまでの楽観論の根拠の 1 つとして、企業収益の高さがある。米国企業の収益

は 01 年を底に上昇し、現在でも高水準を維持している。IT バブル崩壊の教訓もあって企業

が設備投資を抑えつつある一方で好調な収益を維持していたことが、金融危機以前は緩や

かな景気後退にとどまるとの楽観論を支えていた。しかし、8 月以降、鉱工業生産指数、稼

働率の落ち込みが顕著になっており、雇用面への影響も拡大してきている。 

 米国経済回復のカギとなる住宅価格については、10 年 11 月に底を迎えるとの予測がある。

今後、オバマ政権の下でインフラ整備など公共投資も見込まれ、一時的にプラスに転じる

可能性はあるものの、回復（プラス成長）は 10 年以降にずれ込む可能性が高まっている。

一方、国内では新興国、とりわけ中国経済が原動力となった世界経済の回復への期待も高

まっている。 

 

＜09 年の欧州経済は 0.2％成長に鈍化予想＞ 

 欧州経済についてはブリュッセル・センターの清水幹彦職員が次のとおり説明した。 

 金融危機の影響は EU 各国政府による公的資金投入や協調金融政策などにより落ち着き

つつあるが、金融機関の損失総額が明らかでないなど、信用不安は払拭（ふっしょく）さ

れておらず、予断を許さない状況にある。米国のリーマン・ブラザーズ破綻後、9 月にはフ

ォルティスやデクシアなど大手金融機関への政府の資本投入が行われている。实体経済も

減速傾向にあり、EU の 09 年の实質 GDP 成長率は 0.2％と、07 年の 2.9％から大きく落ち

込むと予測されている。 

 政策面では、企業の資金調達の円滑化、景気対策が課題となっている。特に景気対策で

は、欧州委員会は 08 年 10 月 29 日、「金融危機からの回復」についての指針を承認した。
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この指針に基づき、欧州投資銀行による中小企業への融資、エコカーや環境に優しい建物

など新たなビジネス機会を生み出すエネルギー効率性・環境に関する技術の促進など、EU

レベルでの具体的な政策が 11 月 26 日に発表される予定だ。一方、EU 加盟国レベルでも、

ドイツ、英国、フランスなどが景気対策として、エネルギー効率を高める改築への支出、

交通インフラへの支出など各種施策を検討、発表している。 

 在欧日系企業では、販売減などに見舞われているものの、環境対応製品を軸に新製品を

市場に投入し、需要喚起に努めているところもある。さらに、日系企業の中には相対的に

高い企業体力を背景に、現在の経済情勢を M＆A の好機などとみる見方もある。 

 

＜中国は過熱抑制から成長保持に軸足＞ 

 中国経済については、北京センターの真家陽一次長が報告した。 

 中国経済は 03 年から 07 年まで 2 ケタ成長を続けてきたが、08 年 1～9 月の实質 GDP

成長率は前年同期比 9.9％、特に第 3 四半期は 9.0％と高水準を維持しつつも減速傾向にあ

る。これには、07 年に景気過熱懸念からとられた金融引き締め政策が影響しているとみら

れる。政府が 07 年 10 月末に行った銀行の融資総量規制では、各金融機関に対し、a. 07 年

12 月末時点での融資残高を 10 月末に比べ増やさないこと、b. 08 年の融資増加額は、07 年

の増加額を超えてはならないこと、を内容としており、融資規制が成長率の鈍化要因とな

っているとみられる。 

 政府は 07 年 12 月には景気過熱とインフレの双方を抑制することを意味する「双防」を

マクロ経済政策として掲げていたが、経済環境が変化したため、08 年 7 月には経済成長の

保持とともに、インフレ抑制を意味する「一保一控（1 つの保持と 1 つの抑制）」を方針と

して打ち出した。中国人民銀行も断続的に利下げを行っている。政府が最も懸念している

のは農民工と呼ばれる出稼ぎ労働者のレイオフ問題と不動産価格動向である。不動産価格

は、広東省など单部で下落している。 

 在中国の日系企業に対する米国発金融危機の直接的な影響は限定的だが、08 年 1 月から

の企業所得税法、労働契約法の施行など国内要因も加わり、不透明感は増している。 

（椎野幸平） 

 

【ＯＰＥＣ】 

OPEC、緊急総会で減産検討（OPEC）2008 年 10 月 24 日 ウィーン発 

 金融危機を背景に、金融・商品市場から投機資金の流出が加速しており、原油価格は 3

ヵ月で約 50％下落し、1 バレル 70 ドルを下回った。このため、OPEC は 11 月 18 日に予

定していた緊急総会を前倒しし、10 月 24 日に開催することを決定した。総会で約 1 年 10

ヵ月ぶりとなる減産について協議する見通しだ。 
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＜原油価格 3 ヵ月で 50％の急落＞ 

 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）のウェスト・テキサス・インターミデ

ィエート（WTI）原油先物価格は、10 月 9 日には 86.59 ドルと約 10 ヵ月ぶりの安値水準

まで下落した。同じく OPEC バスケット価格も 10 月 9 日、78.25 ドルと約 1 年ぶりに 80

ドル台を下回る水準を記録した。金融危機を背景に、原油市場における投機資金が逃げ足

を早めたためだ。 

 その後、欧米諸国が公的資金注入を柱とした銀行支援策を相次いで発表したが、9 月の米

小売売上高が 2005 年 8 月以来の大幅な減尐を記録したことや、10 月の米製造業景況感指

数が市場の予想を大幅に下回ったことなどから、市場の懸念は实体経済への影響にまで広

がった。それに伴い、将来の石油需要が低迷するとの観測が強まり、WTI 原油はさらに下

落速度を早め、10 月 16 日には 69.85 ドルと約 1 年 2 ヵ月ぶりに 60 ドル台に戻った。 

 同様に OPEC バスケット価格も、10 月 16 日には 63.34 ドルと、7 月のピーク時（140.73

ドル）から約 55％の急落となった。このため OPEC は危機感を強め、緊急総会を前倒しし、

10 月 24 日に開催すると発表した。 

 

＜需要環境の悪化＞ 

 足元の米国需要の低下も、投機資金の流出を加速させている。米エネルギー情報局（EIA）

が発表した米原油・石油製品在庫統計を見ると、9 月上旪のハリケーンによる影響で、製油

所の稼働率が過去最低まで落ち込んだ。これにより、9 月 26 日に過去最低水準の 1 億 7,960

万バレル（前年同期比 1,170 万バレル減）まで減尐したガソリン在庫は、需要の低迷を受

けて、10 月 17 日には 1 億 9,650 万バレル（同 260 万バレル増）と 3 週間で約 1,700 万バ

レル増えている。 

 IMF は 10 月 8 日に発表した世界経済見通しの中で、先進国は景気後退期に突入しつつあ

り、新興国の成長は鈍化しているとし、08 年、09 年の世界経済成長率をそれぞれ 3.9％（前

回 7 月の見通しから 0.2 ポイント引き下げ）、3.0％（同 0.9 ポイント引き下げ）と下方修正

した。国際エネルギー機関（IEA）が発表した最新の石油市場月報によると、OPEC が現状

の生産量を維持した場合、09 年の上半期には約 160 万〜200 万バレルの供給超過となると

いう。こうしたことも、需要減退の懸念をあおっている。 

 

＜緊急総会、減産幅が焦点＞ 

 緊急総会に先立って、アルジェリアのヘリル議長が「需給をバランスさせるため、今次

総会では減産を決定する。減産幅は恐らく 150 万〜200 万バレルと大規模なものになるだ

ろう」と発言したほか、タカ派であるイランのノザリ石油相が「OPEC は需要鈍化を背景

に、日量 200 万〜250 万バレルの減産を行う可能性がある」と述べていることから、市場

の関心は減産幅に集まっている。 
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 OPEC が 10 月 15 日に発表した最新の石油月報によると、OPEC が現在の生産量を維持

した場合、景気後退による OECD 諸国の石油需要減退を背景に、09 年には平均 100 万バ

レルの供給超過が生じるとしていることに加え、カタールのアティーヤ・エネルギー相や

OPEC 関係筋が同数量の減産を示唆していることから、市場では今次総会で最低 100 万バ

レルの減産が決定されるとの見方が大勢を占めている。 

 一方、OPEC 加盟国の中で、唯一生産枠を大幅に超過しているサウジアラビアは、自国

紙を通じて減産に消極的な姿勢を示しており、減産を強く主張するタカ派との協議が難航

することが予想される。ただ、ヘリル議長が「今次総会での行き過ぎた決定は、既に経済

危機の打撃を受けている国々に悪影響を及ぼす」と世界経済への懸念をみせていることか

ら、OPEC は消費国にも配慮したかたちで減産幅を決めることになろう。 

（中島賢博） 

 

【日本】 

金融系関係者が語る信用収縮の経済への影響と輸出入企業の留意点（日本）2008

年 10 月 20 日 調査企画課 

米国発の金融危機の影響は日本経済にも影を落としている。日本の实体経済への影響は、

ひとつにはセンチメント悪化および信用収縮による国内の設備投資や消費の減尐から、も

うひとつには海外からの受注減尐から起こると見られる。ジェトロが国内事務所などを通

じて 10 月 3 日から 10 月 17 日にかけて行った地方の輸出入を手がける中堅企業 27 社への

ヒアリングでは、内外需とも概ね、信用収縮を理由とした受注への影響はまだ無いとして

いるものの、自動車部品メーカーの一部で、10 月から受注が顕著に減っているとされる 

また、海外主要市場における需要減尐懸念に加え円高の影響での受注減が懸念されると

する意見が多数寄せられた。他方、台湾の中堅企業経営者の間では「金融収縮は日本の秀

逸な零細企業に資本参加するチャンスではないか」と意見交換されているなど、金融危機

を、国境を越えた業界再編の機会として捉えている海外の企業家も尐なからずいる。  

 

日本の縮図ともいえる産業構造を持つ神奈川県を例にとり、横浜銀行系の浜銀総合研究

所、八木正幸理事へのインタビューと浜銀総合研究所作成資料などを基に、経済への影響

と輸出入企業の留意点を探った。  

神奈川県は日本の GDP の約 6%を占め、輸送機械や電気機械の産業集積を抱え、被雇用

者の多くが神奈川県民である。雇用や賃金への影響は県内消費者に直接的に影響しやすい。

2003 年に神奈川県が作成した「神奈川県産業連関表」によると、第二次産業の平均輸出比

率は 17.6%である。経済産業省がアンケート調査を基にまとめた「平成 18 年第 13 回企業

活動基本調査結果報告書(関東経済産業局管内分)」で見てみると、アンケート対象製造業の

売り上げに占める輸出比率は 25.9%で、主要海外市場の輸出額比率は、アジア 42.6%、北

米 24.9%、欧州 21.0%、中单米 4.2%、中東 3.0%、アフリカ 2.1%、オセアニア 2.1%である。  
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神奈川県下には、日産車体、NEC エレクトロニクス、日本ビクター、千代田化工建設、

日揮、日本発条、アマダ、富士通ゼネラルなどの大手企業本社が所在する他、日産追浜工

場、いすゞ自動車藤沢工場、三菱電機鎌倉製作所、東芝小向工場、富士通川崎工場、三菱

重工川崎工場などがあり、これら大手企業/工場の中には輸出比率が 7 割を超えているとこ

ろもある。また裾野産業も県内に広く展開している。  

 

こうした神奈川県の輸出依存性を前提に八木理事は、「景気低迷による国内外の設備投資

の落ち込みは 1 年前から予測されていた。米国発の信用収縮で景気の下降が加速した面は

あるものの、まだ大きな影響は出ていない。しかしながら今後の落ち込みには警戒が必要」

とし、「特に神奈川県経済にとり自動車需要の落ち込みは裾野産業にも広く影響する。米国

での設備投資の落ち込みが工作機械や一般機械の受注にも広がってくると非常に厳しくな

る」と見通している。  

 

海外市場については「市場別ではアジアが信用収縮の荒波の影響を逃れていることがか

すかな期待となっているが、米国の新政権下でしっかりした政策が打ち出されれば消費が

落ち着き、大恐慌のような事態に至らず比較的短い期間で需要が回復基調に変わることは

あり得る」としている。  

 

為替は「年末まではドル安に大きく触れやすい展開が続くが米国のファンダメンタルズ

が悪化すれば日本のファンダメンタルズも引きずられて円を買う動きも鈍る。今年度後半

は、レンジからはみ出すこともあるだろうが基本的には 1 ドル=95 円～105 円の幅を中心に

推移する」と見通している。また、「1 ドル=95 円の為替は、輸出企業の業績を圧迫するも

のの過去にも経験があり乗り越えられない水準ではない」としている。  

 

需要減への対応として八木理事は、「世代変化を見計らった新商品・新市場の開拓に関心

を持つべきとし、市場としては自社製品の特性に留意しながら、国内、欧米、新興国など

をバランスを見ながら考えていくべき」としている。さらに、「円高局面は、資産としてで

はなく資本(事業活動を通じて利益をあげる手段)としてM&Aを検討するチャンスでもあり、

事業家としてのアニマル・スピリッツを忘れないことが大事だ」としている。  

 

なお、ジェトロでは輸出入企業へのヒアリングと並行して、都市銀行、地方銀行など 24

の金融機関関係者に、信用収縮の影響と信用収縮下における輸出入企業へのアドバイスを

尋ねた。これによると、国内金融機関は LIBOR(ロンド市中銀行間金利)変動の影響を受け

ているとしているものの、日本側の信用には自信をもっており、貿易決済に支障が出ると

ころまで情勢が悪化するとは見ていない。円貨でもドル貨でも需要に応じた取引には概ね

対応できるとしている。一方で相手側の信用不安や不意の資金繰りに備え留意すべきこと
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も多い。八木理事からの指摘も含め、金融系関係者が見た信用収縮下における輸出入企業

の留意点を取り纏めると以下の通りとなる。  

 

1) 信用管理と資金繰り、検品に留意 

自社の業況が厳しくなると目標達成のため営業部門がリスクを取りに行きがちなので、経

営者や管理部門は取引先の信用、与信管理、資金繰りに特に留意すること。可能であれば

現地状況把握のための視察、輸入では取引先の業況が悪化することにより品質管理が甘く

なるリスクを未然に防ぐため船積み前検品強化を实施すること。 

 

2) 決済方法の使い分けは柔軟に 

取引先が取引している銀行・金融機関も含めて信用管理を図り、決済手段、決済通貨につ

いて柔軟に対応すること。具体的には、ドル建てから円建てへの変更、決済手段の使い分

け、着手金要求、着後支払い、相手の信用補完のための着手金送金など、状況に応じて適

切な手法を使い分けること。商社を介在させることも一案。信用に不安がある金融機関発

行の L/C(信用状)の場合はより格付けの高い金融機関による確認信用状の発行要求を、

T/T(電信送金)、D/P(手形支払書類渡し)、D/A(手形引受書類渡し)など金融機関による信用

補完がなく取引先信用に不安がある場合は貿易保険の付保を薦める。 

 

3) 金融機関とのコミュニケーションを密に 

銀行・金融機関の性格・業態の違いを意識しつつ、複数の金融機関と取引を行っておくこ

と。経営者や財務・経理責任者は金融機関とのコミュニケーションを重視し、業績の好不

調に限らず普段から自社の経営状況につき明瞭に説明しておくこと。また、そうした対外

的な情報開示の社内基盤を整備すること。資金需要が発生するタイミングを的確に予測し、

できるだけ早期に金融機関と相談すること。特に信用収縮の局面では自社や取引先の信用

に関係なく事故的な資金需要が発生することがある。そうした局面では日頃の企業と金融

機関とのコミュニケーション能力が問われることになる。 

 

4) 公的資金の活用を 

原材料価格の高騰や外部環境悪化などによる売り上げ減の場合は自治体が取り扱っている

セーフティネット融資の利用もひとつの手段となる。自社業容の落ち込みが厳しい場合は、

風評リスクに留意しつつ、中期的な経営資源の見直しを行い、公的資金等長期安定的な金

融の道筋を模索すること。 

 

（宇佐美喜昭） 


