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アジア経済見通し（ADO）2014年版・概要 

 

 

 

アジア途上国全体の経済は、安定成長を継続すると見られ、GDP 成長率は 2013 年の 6.1%から 2014 年

に6.2%、2015年に6.4%へ拡大する見通しである。より均衡のとれた成長を目指す中国経済の成長減速が、

経済が回復基調にある先進国の力強い需要を幾分相殺する可能性がある。 

 

経済見通しに対するリスクは軽減し、対応可能になっている。一方、米国における金融政策のシフトが、

日本とユーロ圏における金融緩和政策に相殺されながらも、この先、金融市場を揺るがす可能性がある。

同地域の経済成長見通しは、主要先進国の景気回復の継続と、中国が国内の信用拡大を円滑に抑えら

れるかどうかにかかっている。 

 

アジア途上国全体において所得格差が拡大しており、機会均等を促進するための財政政策のさらなる活

用が求められる。これまでアジア途上地域は慎重な財政運営の恩恵を受けてきたが、今後数年は人口

動態や環境上の課題を背景に、公的資源を巡る争いが増えることが予想される。財政の持続可能性を

保ちつつ、教育や医療などの公平性を高める公共支出を増加させるために、当局は歳入を活用する幅

広い選択肢を模索し、公平性を財政計画に盛り込む必要がある。 
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主要なメッセージ 

 

●アジア途上国全体の 2013年の GDP成長率は 6.1%を記録し、前年と同水準となった。景気回復中の主要先進諸

国の需要は力強く、中国経済の減速に伴いやや鈍化するものの、域内の成長率は 2014 年に 6.2％、2015 年に

6.4％へ微かに上昇する見通しである。 

 

●米国、ユーロ圏諸国、および日本の主要先進各国の 2013 年の成長率は全体で 1.0%であった。成長の勢いは

2014年に 1.9%、2015年に 2.2%へ上昇すると予測される。米国の金融当局は、経済が強さを取り戻す中で、米国債

買い入れを徐々に手控え始めている。しかし、その結果生じるであろう世界的な流動性の縮小は、ユーロ圏および

日本が適切に金融政策を運営することで軽減されるであろう。 

 

●中国の 2013 年のＧＤＰ成長率は 7.7%で、前年と同水準となった。一方、今後より公平、持続可能、かつ均衡のと

れた成長を目指す政策が採られるため、本・来年の成長はやや鈍化し、成長率は2014年に7.5％、2015年に7.4％

まで減速すると予測される。 

 

●インドの 2013年度（2013年 4月～2014年 3月）の経済成長は、4.9%まで持ち直したものの、なお同国の潜在成

長力を下回っている。しかし投資に対する阻害要因が改革によって解決すれば、経済成長率は 2014 年度に 5.5％、

2015年度には 6.0％へ加速すると予想される。 

 

●一次産品価格の国際的な下落によって消費者物価への圧力が緩和され、アジア途上国のインフレ率は 3.4%に

落ち着くとみられる。食料品や燃料価格はさらなる下落が予想されるが、一部の国で燃料や電気料金に対する補

助金見直しが予定されるため、インフレ率は 2014年に 3.6％、2015年に 3.7％へ上昇する見込みである。 

 

●2007 年をピークに減少が続くアジア途上地域の経常黒字は、2013 年に横ばいになった。内需主導型の成長へ

のリバランスを図る中国の経常黒字の縮小が確認される一方、他の輸出依存型の製造業経済国や、一部の資源

産出国が輸出増となって、その影響は幾分相殺されるであろう。 

 

●アジア途上地域の経済見通しに対するリスクは後退し、対応可能になっている。しかし、中国の経済成長へのシ

ョック、あるいは主要先進国の景気回復のもたつきが、アジアにとっての外需に影を落とす可能性がある。さらに、

米国の緩和政策の転換が国際金融市場に影響を及ぼす可能性も残る。 

 

●近年の米国の量的緩和政策の時期に、資本流入を受け入れ、その結果実質為替レートが上昇したり、経常収支

を悪化させた国は、資本流出による不安定化のリスクに最も脆弱である。幸い、アジア途上国の大半で経済ファン

ダメンタルズが強化されている。しかし将来的には、ブーム（好景気）到来前にマクロの健全性を強化することで、

不況時の急激な資本逆流を回避することが可能になる。 

 

●資源依存国は、不安定な資本の流出入よりも、市況商品の価格変動に左右されやすい。しかし、基盤となるマク

ロ経済ファンダメンタルズや制度を強化し、不安定化要因となる商品価格ショックから経済を保護する必要があると

いう点では、他の経済と変わりない。より良い財政運営、そして資本予算の計画と執行によって、市況商品好況の

恩恵を恒久的な社会的・物的資産に転換することが可能となる。 
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●アジア途上地域で拡大する格差は、財政政策を講じ、機会均等を促すことで改善することができる。これまでア

ジアは、財政政策を所得分配に対してよりも経済成長の促進のために活用してきた。アジアの政策当局の今後の

課題は、域内に恩恵をもたらしてきた財政運営の健全性を損なうことなく、包括的な成長に向けて、適切に計画さ

れた投資を振り向けることである。 

 

●公平性向上に寄与する教育や医療、直接所得移転への公共支出に関して、アジア途上国は先進経済諸国のみ

ならず、中南米諸国の支出レベルにも立ち遅れている。アジアの多くの国では公平性を促進するための公共支出

を増加させる財政余地がある。しかし、高齢人口への対応など、将来的にはかなりの規模の財政需要が見込まれ、

限られた財源が逼迫する可能性がある。格差の増大をくいとめ、財政の持続可能性を維持する上で十分な財源を

確保するためには、全ゆる歳入の可能性を模索する必要がある。 

 

●戦略的な計画や革新的な政策は、アジアにおけるより包括的な財政政策の実現に貢献しうる。包括的成長のた

めの中期的な財政枠組みにおいて重要なことは、公平性目標を財政政策に組み込む計画を体系化することである。

この枠組みの実現を支えるのは、実証に基づいた政策を立案するための財政データ、強い政治的コミットメントで

ある。ＩＴを活用した税務行政の効率化などの革新的な取り組みも、包括的成長のための財政政策の効果を促進す

ることができる。 
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安定成長へ向けて 

アジア途上国の成長見通し 

 

●アジア途上国は世界情勢の変化に順応している。景気回復が軌道に乗りつつある米国では、危機対応の刺激

策を段階的に縮小している。世界的な流動性の低下の見通しは、日欧が適切に金融政策を運営して影響が緩和さ

れているものの、投資家は新興金融市場から引き揚げつつある。しかしながら、アジア途上国はこうした変化にうま

く対応している。2013 年は年央に外国資本の流出が株式市場と通貨に影響を与えたが、全体の GDP 成長率は

6.1%と、前年の水準を維持した。中国の成長減速が主要先進諸国の需要増を下押ししながらも、アジア途上国は

安定成長を継続すると予測され、2014年に 6.2％成長、2015年に 6.4％成長を達成する見通しである。 

 

» 主要先進国は成長モメンタムを構築している。米国、ユーロ圏、および日本の全体の成長率は、2013 年

の 1.0%から 2014年は 1.9%に、改善、2015年はさらに 2.2%へ上昇する見込みである。景気回復に伴い、米連

邦準備理事会は異例の金融緩和策の段階的縮小に着手した。この政策は、米国が不況に後戻りすることを

防いだが、その影響は国際資本市場にも及ぶこととなった。米国の政策転換は、金融市場における変動性

上昇を招く可能性はあるが、アジア途上国は適切な政策対応によってそのリスクを回避できるであろう。 

 

» 中国の成長は、より均衡ある成長に対するシフトを背景に、鈍化している。同国の 2013 年の経済成長率

は 7.7％まで減速した。その原因として、信用引き締め、過剰生産能力の解消、地方政府の債務拡大、賃金

上昇、通貨高、および政府の開発優先課題の量から質へのシフトなどが挙げられる。こうした減速要因はお

おむね引き続き存在することから、成長率は 2014年に 7.5％、2015年に 7.4％へさらに減速すると予測され、

アジア途上国全体の成長の重しとなるとみられる。 

 

» インドの経済成長は持ち直すと予測されるが、なお潜在成長力を下回っている。インドの 2013 年度の成

長率は 4.9%であり、長期的予測である 6.0%を大幅に下回った。この循環的後退にも関わらず、長期的な視点

ではインドが高成長を遂げる能力は高く、特に雇用、労働者の技能、資本、インフラ、生産性の見通しは明る

い。しかしインド経済が高成長を達成し、維持するためには、様々な改革が必要である。成長は加速すると

予想されるが（2014年度に 5.5%、2015年度に 6.0%）、この見通しは、投資を妨げる構造的障害が取り除かれ

るかどうかにかかっている。 

 

» ASEAN主要 5か国（ASEAN-5）では、各国固有の要因が一時的に成長を低迷させている。ASEAN主要５

か国大経済（インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナム）の今年の経済成長は、昨年の 5.2%と同じ

水準を維持するであろう。国内要因と中国の減速が、主要先進国から想定される高い需要をかなり相殺する

とみられる。インドネシアでインフレが落ち着き、タイの政治的混乱が収束するのに伴い、2015年の成長率は

5.6%に改善する見通しである。 

 

●一次産品価格の国際的な下落の影響で、インフレは抑制される見通しである。アジア途上国全体の消費者物価

の上昇率は、2013年に平均 3.4%であり、インフレは比較的軽度にとどまった。この先数年は、消費者物価の動きが

インフレを抑制し続けるとみられる。原油価格は、石油輸出国機構（OPEC）以外の産油国における生産増が需要

の拡大を埋め合わせることで、やや下落すると予想される。また、国際食糧価格も 2013年に 7.1%低下し、供給の回

復をうけてさらに下落する見通しである。原油価格の下落を背景に、一部の国が燃料補助金や電気料金を調整す

るため、アジア途上国におけるインフレ率は 2014年に 3.6％、2015年に 3.7％へ緩やかに上昇するとみられる。 
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●域内の経常黒字のトレンドは、5 年連続で低下し続けた後、横ばいになった。アジア途上国の経常黒字（対 GDP

比）は、世界金融危機以前の 2007年に最高の 6.5%を記録した後、2012年に 1.8% へ下落した。2013年に 2.1%へわ

ずかに上昇したものの、2014～2015 年は 1.9%へ再び低下する見通しである。内需主導型経済への転換を図る中

国の経常黒字縮小の影響は、東・東南アジアの輸出型経済や、一部の資源輸出国における経常黒字の拡大（ある

いは経常赤字の縮小）により相殺されるとみられる。 

 

●成長に対するリスクは減少し、域内の政策当局により対応可能になっている。中国経済の成長鈍化は織り込み

済みだが、仮に信用引き締めが急激すぎかつ過度に成長を圧迫する状況になれば、同国の深刻な減速が貿易相

手国の経済に波及する恐れがある。また、主要先進国の回復状況も完全とはいえず、アジア途上地域に対する需

要減につながる可能性がある。市場はおおむねこれまで米国の緩和縮小に順応しているが、同国の金融政策の

変換が国際金融市場にショックを引き起こす可能性は排除しきれていない。 

 

想定外の資金の流れに対応する 

 

●外的な金融ショックの対策の鍵となるのは、物価の安定と慎重な財政政策である。米国の一連の量的緩和政策

をきっかけに外資の大量流入が起こった全ての国は、緩和が縮小に転じた場合の突然の資本流出というリスクも

抱えることになった。最もリスクに脆弱であるのは、資本流入によって実質為替レートにおいて急激な通貨高が起こ

り、経常収支バランスが悪化した国々である。また、影響の程度を決める他の指標として、過去のインフレや財政

赤字の規模が挙げられる。これらの指標に関しては、アジア新興国は世界の他の新興市場と比べて大きな違いは

ない。 

 

●マクロプルーデンス面の政策は、資本流出時の対処療法ではなく、予防策であるべきである。国内の信用拡大

を抑制し、実質為替レートを安定化させる政策は、金融システムに対する外的ショックの影響を緩和する効果があ

る。最近の調査から、米当局が緩和策縮小を示唆する前からこうした施策を講じていた国は、その後の市場の混

乱を概ね免れたことが示されている。資本流出に続いて起こりうる不況を未然に防ぐためにも、マクロプルーデンス

面の取り組みは、好況時にこそ実施されるべきである。 

 

●域内経済の大部分では経済ファンダメンタルズが強化されたが、さらに強化されるべきである。2013年半ばの資

本流出時に最も打撃を受けた国は、資本流入の段階で、国内信用の急成長、インフレの上昇、経常赤字の拡大、

財政赤字の悪化、の少なくとも 4 つの分野で脆弱性の兆候がみられた。これらの指標はアジア途上国全体で概ね

改善されたが、金融セクターを守るためになすべきことは依然多い。域内に徐々に資本が戻ってきている今こそ、

マクロプルーデンス面の政策を強化するタイミングである。 

 

不安定な輸出価格への対処 

 

●資源依存経済は、資本の逆流よりも、商品価格の変動に大きく左右される。予期せぬ商品価格の変動は、資源

依存経済における実質 GDP の変動の 10%~30%を占める。価格変動の防衛策になる先渡し契約などの市場ベース

の対策は、未開発のままである。予備的貯蓄がしばしば保険の一種として挙げられるが、不安定な商品市場から

経済を守るためには、政府系ファンドを設けるだけでは不十分である。さらに、資源依存国の外的ショックへの耐性

を高めるためには、資源以外の多様な経済セクターを育成する必要がある。 
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●資源依存経済にとっての受容能力の強化は、商品価格ショックを和らげ、安定化をもたらす。資金流出入の場

合と同じく、商品輸出価格の変動に対する脆弱性は、国内要因に左右される。官僚組織の技能、インフラ、制度の

質といった国の「受容能力」は、急激な資金の流入を効果的に活用する能力に影響する。突然の資本の大量流入

を活用するための技能や資本、そして制度が整った経済は、価格変動にうまく対処することができる。 

 

●商品ブームのメリットを持続させるためには、資本予算計画と執行の改善が必要である。自然資源からの収益

をいかに効率的に活用することが出来るかどうかが、資本の大量流入を持続可能な成長につなげられるかどうか

を決定づける。アジア途上国には、受容能力を向上させる余地がある。例えばパプアニューギニアや東ティモール

は、現時点で十分な資金があるにも関わらず公共投資の支出計画を遂行出来ずにいる。こうした国では予算計画

と執行の強化、および公務員の能力向上が必要である。 

 

●天然資源で得た富を包括的な成長に変換するためには、組織と人材の能力強化が有効である。適切に設計、

実施された財政政策は、格差を是正する上で大きな役割を果たす。アジア経済見通し 2014 のテーマ章でも述べら

れている通り、教育や医療への公共支出は、貧困層の福祉向上と生産能力の増大に直結する。 
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地域別見通し 

 

●世界的、地域的な逆風がアジア途上国の各地域に与える影響には、ばらつきがある。米国の金融緩和策の収

束見通しが引き起こした 2013 年半ばの金融危機が、域内の各新興金融市場に様々な影響を与えている。米国の

段階的な緩和脱出の影響は、金融面でより開放的な国では顕著になるとみられる。同様に、中国の経済成長の減

速がどれだけ主要先進国の景気回復を妨げるかは、貿易パターンによって異なる。ただ大きな外的ショックが無い

現状においては、国内要因が各国の経済見通しに主な影響を与える。 

 

●中国の成長減速をうけて、東アジアの成長トレンドは横ばいになる。東アジア全体の 2013 年の成長率は 6.7%で

あり、前年と比べて僅かな上昇に留まっており、2014-15 年も同水準で推移するとみられる。中国の経済成長が

2013 年の 7.7% から 2014 年に 7.5％、2015 年に 7.4％へ減速するため、韓国、香港、台湾などの新興経済の成長

加速は相殺されるであろう。モンゴルは、インフレ抑制の政策強化を背景に成長率が 2014 年に鈍化し、2015 年も

同水準を維持する見通しである。東アジア全体のインフレ率は 2013 年に過去 4 年で最低の 2.4% に低下し、2014

年に2.5%、2015年に2.9％と対処可能なレベルを維持するであろう。2桁台のインフレ率を抑制するための協調的な

取り組みが必要なモンゴルを除いて、東アジア全体の消費者物価の上昇は緩やかになる見込みである。中国の

2014 年のインフレ率は 2.6%に留まると予測されるが、エネルギー価格の改革に伴い、2015 年は 3.0%に上昇すると

みられる。 

 

●南アジアの成長加速は、インド国内での改革の成功次第である。成長率は徐々に上昇しているものの、南アジ

アの GDP 成長率は 2013 年に 4.8%と、依然としてアジアで最も低成長の地域のひとつである。インフラと企業投資

の停滞、根強いインフレ、財政及び対外不均衡を抱えるインドの減速は、南アジア全体の平均成長率に多大な影

響を与えた。長年滞っている構造改革が進めば、インドの成長率は 2014年に 5.5％、2015年に 6.0％へ上昇し、域

内の成長率もそれぞれ 5.3% 、5.8%へ改善する見通しである。2015年は、バングラデシュとパキスタンにおける経済

ファンダメンタルズ強化へ向けた広範囲にわたる調整が実を結び、成長は加速するとみられる。南アジアのインフ

レ率は、安定した国際商品価格と石油価格を背景に、2013 年に 6.2%へ低下した。通貨下落や食料価格への上昇

圧力、補助金廃止に伴う電気料金の値上げなどの各国特有の要因により、域内経済のインフレ率は 2014 年に

6.4%へ上昇するが、2015年に 6.2%へ低下する見通しである。 

 

●東南アジアの成長パターンは各国特有の要因に依拠する。インドネシア、タイ、マレーシアの輸出の軟化と景気

後退のため、地域全体の成長率は 2013年に 5.0%へ低下した。東南アジア最大の経済国インドネシアでは、燃料価

格の高騰を受けて政府がインフレ抑制策をとったため成長率が下降している。これに対し、フィリピンでは、民間消

費と設備投資が好調で成長率は 7.2%へ上昇した。2014年も、内需の低迷が輸出市場回復の足かせになることから、

域内の成長率は同水準を維持する見通しである。一方、近隣ではカンボジアの労働争議やタイの政治的混乱など、

成長の抑制要因も存在する。インドネシアでインフレが一服して成長率が上向き、タイで政治的混乱が収束し経済

が回復基調となれば、2015 年の見通しは改善する。東南アジア全体のインフレ率は、インドネシアとマレーシアの

燃料価格値上がりに押され、2013年に 4.2%へ加速した。その後、2014年に 4.3%へ一旦微増した後、商品価格の値

下がりを背景に 2015年に 4.0%へ後退する見通しである。 

 

●中央アジアは、域内の最大経済国が公共支出を拡大することから、成長ペースを維持するとみられる。地域全

体の GDPの約半分を占めるカザフスタンの期待以上の高成長が、アゼルバイジャンとキルギス共和国の急成長と

重なったことで、中央アジアの成長率は 2013 年に前年から約 1％近く上昇し 6.5%を記録した。この水準は 2015 ま
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で維持される見通しで、ウクライナ情勢が下振れリスクとなっているが、急激な通貨切り下げの緩和策としてカザフ

スタンが行う公共支出の拡大が、成長を下支えするであろう。ウズベキスタンは、政府支出の拡大と民間消費の伸

びに支えられ、成長を維持する見通しである。しかし、アゼルバイジャンの石油生産の頭打ちと、キルギス共和国

の投資縮小は、経済成長を弱めるとみられる。トルクメニスタンの天然ガス増産は、2014 年の経済見通しに一時的

な刺激を与えるに過ぎないであろう。中央アジアのインフレ率は、2014年に 9.0%に急伸すると予測される。これは主

にカザフスタン、キルギス共和国、およびタジキスタンの通貨下落と、グルジアとトルクメニスタンの高い成長率を反

映したものである。こうした通貨安の影響が収まり、アゼルバイジャン、トルクメニスタン、およびウズベキスタンの

経済が減速することから、インフレ率は 2015年に 7.4%まで低下すると見られる。 

 

●大洋州の経済は、最大の経済国における天然ガスの生産が成長をけん引する中で回復を遂げるであろう。大

洋州は、域内の最大経済国パプアニューギニアで液化天然ガス（LNG）プロジェクトの建設が完了したことに伴い、

2 年連続で成長率が減速し、2013 年に 4.8%へ低下した。しかし、LNG 輸出が開始する 2014 年後半、そして年間を

通じて生産を行う2015年は、同国だけでなく地域全体の成長率が急伸するとみられる。パプアニューギニア以外の

大半の大洋州国では 2014年に経済が加速し、全体の成長率を 5.4％に押し上げるだろう。2015年はパプアニュー

ギニアの LNG輸出が大幅に伸び、全体の成長率も 13.3%に達すると予想される。インフレ率は 2013年に 4.5%へ上

昇、2014年に更に 5.9%へ上昇した後、2015年に 5.1%へ収まると予測される。パプアニューギニアの 2014年のイン

フレ率は、2013 年後半の通貨下落と政府投資の急増を背景に 6.5%へ上昇するであろう。また、東ティモールは、財

政支出の拡大の影響で 2桁台に迫るインフレ率が続くとみられ、2014年に 9.5%、2015年に 9.0%を記録すると予想さ

れる。 
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包括的な成長のための財政政策 

包括的財政政策の必要性の高まり 

 

●アジア途上国全体における所得格差の拡大により、政府の対応が必要となっている。アジアにおけるこれまで

の経済成長は、生活水準を向上させ、何百万という人々が貧困から脱したが、現在、格差拡大がこうした成果を損

ねている。アジア経済見通し 2012 年版によると、1990 年代から 2000 年代、格差の代表的指標であるジニ係数が

悪化する国に住むアジア人は、全体の 8 割を超えていた。経済成長を促進したグローバリゼーション、技術進歩、

そして市場改革などの市場要因が、いまや不平等を悪化させている。 

 

●機会均等を促進する財政政策は、アジア途上地域で拡大する格差の是正に繋がる。過去の各国の実例により、

公共支出が所得格差の縮小に貢献することが明らかになっている。例えば、教育や医療に公共支出することで、こ

うした基本的サービスに貧困層がアクセスできるようになるため、公平性の確保につながる。しかし、これまでアジ

ア途上国の政府は、財政政策を所得再配分よりも経済成長促進のために活用してきた。その反面、先進諸国は、

社会的平等の改善を目指し財政政策を幅広く活用してきた。 

 

●アジア途上地域は、これまで慎重な財政運営の恩恵を受けてきた。健全な財政状況が過去同地域に良い影響

を与え、マクロ経済の安定性を促進し、経済危機に対する対処能力が維持されてきた。域内の多くの国は、現実的

な財政政策をとってきたので、今日、公的資源をより包括性拡大に割り当てる余地を持てるようになっている。しか

し長期的には、人口動態や環境的なトレンドが財政余地や支出の柔軟性を奪い、今後財政的な余地が減る可能

性がある。  

 

●アジア途上国は、いかに財政の持続可能性を確保しながら、包括性を促す財政政策を活用するかというジレン

マを抱えている。成長プロセスをより包括的なものにするためには、公共支出の拡大が必要になるが、適切な歳入

動員が伴わない公共支出の拡大は持続不可能である。したがって、政府は貧困層のニーズに対応するため、歳入

動員の改善を通じて収入の基盤を強化し、歳出計画を修正する必要がある。 

 

包括的な成長のための公共支出 

 

●財政支出は、租税以上に、格差是正に目に見える効果を発揮する財政政策ツールである。歳出・歳入にまつわ

る政策は、例えば貧困削減計画や累進課税制度などを通じ、包括的成長を促すことができる。しかし、先進国、途

上国のいずれにおいても、政府歳出の方が歳入で何かを行うのに比べ所得分配に幾らか強いインパクトを与える

ことが確認されている。理由としては、歳出の方が低所得層を働きかけやすい点が挙げられるが、歳入は所得の

再配分という効果に加え、支出のプログラムに必要な財源を提供する。 

 

●適切に計画され、実施された公共支出は、格差の軽減を可能にする。教育と医療、特定の人を対象にした補助

金や所得移転、そして物的なインフラへの公共支出は、いずれも効果的である。 

 

» 教育と医療サービスは、貧困層の福祉向上、そして生産能力の増大に直結する。政策シミュレーションの

結果、教育分野への公共投資が対 GDP比 1%増加し続けた場合、10年以内にジニ係数が 1.1%低下すること

が確認されている。また、医療分野に同様の投資をした場合は 0.3%の低下に繋がることが分かった。 
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» 特定の人を対象とする補助金と所得移転は、最も脆弱かつ搾取されている社会的弱者の保護に繋がる。

インド、インドネシア、そしてタイにおける燃料補助金改革の分析から、不公平な一般補助金を廃止して貧困

層支援に転換すると、経済成長を促すことが確認されている。 

 

» 公共インフラの拡大は、教育と医療への公共支出の包括的効果を増幅させる。インフラ投資を対 GDP 比

で1%増やすと、成長率は凡そ1.3%上昇すると予測されている。また、インフラをより安価で利用しやすくするこ

とで、教育と医療の改善に伴う経済的機会が貧困層にも届くようになる。 

 

●公平性向上のための財政支出に関して、アジア途上国は世界の他の地域に立ち遅れている。教育分野への公

共支出では、先進国が対 GDP比で平均 5.3%、中南米諸国が同 5.5%であるのに対し、アジアは 2.9% となっている。

医療においてはその違いは顕著であり（先進国 8.1%、中南米諸国 3.9%、アジア途上国 2.4%）、社会的保護に関して

はさらに顕著である（先進国 20.0%、南米諸国 12.0% 、アジア途上国 6.2%）。 

 

●財政支出において、金額と同じく重要なのがその構成である。教育政策の面では、基礎教育を重視したり、仕事

で必要になる実用的な技術や知識を身につける技術研修や職業訓練を充実したりすることで、公共支出を包括性

向上に役立てることができる。公衆衛生政策では、都市部の富裕層のための最先端医療センターではなく、地方

の診療所への支出を優先することで同様の効果をもたらしうる。 

 

財政の持続可能性を守るための歳入 

 

●アジア途上国には、現状、貧困や格差是正の政府プログラムに資金を割り当てる財政余地がある。政策立案者

はこれまで概ね慎重な財政運営を維持してきており、今日、包括性向上のための支出を拡大する余地を有してい

る。ただし、南アジアと中央アジアには一部例外もみられる。 

 

●一方、中期的には、人口動態や環境上の課題が、財源に対する重石に発展する可能性がある。構造的な変化

は、より包括的な成長への取り組みと相まって、公共財収をめぐる競いを引き起こす。アジアで高齢化が進めば、

医療関連の公共支出の対 GDP比は、2010年の 2.4%から 2050年に 7.3%に増える見込みである。急激に高齢化が

進む東アジアでは変化が更に激的であり、上記と同じ期間で 3.0%から 9.7%へ増えるであろう。現在の財政余地が将

来とも続く保証はなく、アジア途上国は財政資源を効率的に動員するためのより強固な歳入システムが必要であ

る。 

 

●アジア途上国は、比較的限られた財政基盤を拡大し、強化する必要がある。2000 年代のアジア途上国の税収

は対 GDP比 17.8% であり、中南米の 21.8%、OECD加盟国の 31.9%、そして世界平均の 28.6%より低い水準となって

いる。アジア途上国は、財源の動員をあらゆる分野で改善しなければならない。強く、幅広い財政基盤は、包括性

向上のための財政政策に必要な財政余地の確保につながる。 

 

●歳入の動員を拡大するため、全ての財源を模索する必要がある。選択肢として、個人所得税と付加価値税

（VAT）の基盤拡大、補正的課税と税外収入の範囲拡張、そして固定資産やキャピタルゲイン、相続財産に対する

累進課税の導入などが挙げられる。 

 

» 個人所得税と付加価値税（VAT）の基盤拡大によって、歳入を大幅に高める余地が生じる。その方策とし
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て、各種免税や控除、税制上の優遇措置の縮小が挙げられる。一部のアジアの国では、高額納税者の対象

となる所得の下限を引き下げ、個人所得税の税収を増やすことも可能である。VAT の拡大、あるいは新規導

入も、税収を効率的に生み出す。VAT による新たな税収を公的社会支出の拡大に割り当てることで、この逆

進税を結果的に累進的にすることができる。 

 

» 補正的課税と税外収入によって、歳入増と同時に効率性や公平性も向上させることができる。フィリピン

のタバコ税（補正的課税の一種）は、公平性と効率性を高め、歳入も増えるという三重のメリットがあることを

証明した。税外収入に関しても、アジアは世界水準よりも低く、歳入増を実現する手段となる余地は大きい。 

 

» 固定資産やキャピタルゲイン、相続財産への課税は、租税構造をより累進的で公正なものにする。貧困

層は保有資本や固定資産が少ないため、こうした課税は本質的に累進的である。また、固定資産税は地方

自治体にとって良い財源になる。 

 

より包括的なアジアへ向けた計画と革新 

 

●包括的成長のための中期的な財政枠組みにおいて重要なのは、公平性という目標を財政政策に盛り込む計画

を体系化することである。こうした枠組みでは、毎年、政府プログラムを入念に見直すことが重要である。また、こう

した取り組みは具体的な中長期目標と足並みがそろっていなければならず、それに見合う資金源も確保されなけ

ればならない。財政の持続可能性を保つためには、包括的な要素が中期財政枠組み全体にとって不可欠であるこ

とが重要である。 

 

●枠組みを支えるのは、実証に基づいた政策立案を可能とする財政データ、そして強い政治的コミットメントである。

財政データの改善によって、アジアは公共プログラムをより良く監視し、効果を評価することが可能になり、その設

計と実施が改善される。政治的コミットメントは、財政の持続可能性を確保し、限られた財政資源のより公平な配分

を可能にする。 

 

●革新的な取り組みによって、財政政策による包括的成長への効果を増幅することができる。一例として IT化によ

る税務の効率向上や、教育と医療のサービス拡大のための社会インフラにおける官民パートナーシップ（PPP）の

構築などが挙げられる。こうした取り組みは、公共サービスのための追加資金をもたらし、サービス提供の改善に

繋がるため、公平性の促進に寄与する。 

 

●アジア途上国の包括的な成長を促進する上で、財政政策はより大きな役割を果たすことが可能であり、また、果

たさなければならない。アジア途上国は、成長の恩恵が幅広く共有されるような成長軌道に乗る上で、財政計画に

包括的目標を積極的に盛り込む必要がある。包括的成長の実現は必然的に長期的課題であるため、政策当局は

今こそ計画し実行に移さなければならない。 
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