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★2019 年の経済動向★ 

 新年あけましておめでとうございます。旧年中は格別のお引き立てを賜り厚

く御礼申し上げます。本年も何とぞよろしくお願い申し上げます。 
 新年号は、2019 年の経済動向です。参考にしていただければ幸いです。 
１、世界経済の動向 

   2018 年の状況と 2019 年の予測は、次のとおりです。 

（１）2018 年の状況 

   ①概要 

     2018 年の世界経済は、年初から厳しい中国経済に加え、東南アジア及び欧州経

済が景気減速段階に入り、2018 年末、日本及び米国が景気調整局面を迎えました。 

       ＜2018 年の株価の推移、上段が米国のダウ、下段が日経平均＞ 

 



     景気の状況を示す指数である株価を見ると、日経平均は 2018 年 10 月 2 日から

12 月 25 日までに 5,115 円下落し（約 21％の下落）、米国のダウは 10 月 3 日から

12 月 24 日までに 5,036 ドル下落（18.7％下落）しています。 

また、景気の先行指数である工作機械受注の推移をみると、2018 年 10 月以降、

急速に受注が減少し、前年を割り込んでいます。特に、海外からの受注が大きく減

少しています。また、省人化投資を行ってきた日本国内投資も次第に減少しており、

2019 年には前年割れの状況が見込まれています。  

 ＜2018 年 1 月～11 月の工作機械受注の推移＞ 

 

                            

（資料：日本工作機械工業会） 

   ②景気後退の要因 

     世界経済の景気後退の要因として、次のことが挙げられています。 

    イ、バブル経済の調整 

世界経済は、2012 年以降、実体経済に対し、金融緩和により実体経済（Ｇ

ＤＰ）の 1.5 倍の貨幣供給を行い、資産バブル状態を作り出してきましたが、

米国ＦＲＢによる金融の引締（金利引上げ、資産圧縮）、ユーロ圏の金融緩和

の終焉により、10 月以降、資金が株式や債券から逃避しています。 

    ロ、中国経済の低迷 

       世界の工場であり、同時に市場である中国経済は、過剰債務を抱えた民間金

融機関の倒産・整理、古い生産設備の中小工場の倒産・整理、古い販売店の倒

産・整理に加え、国民が合理的な消費行動をするようになり、景気後退が進ん

でいます。 

       IMF の発表では、2018 年の GDP は 6.6％の上昇とされていますが、実際

の状況では、1.67％程度とする機関もあります。 

年・期・月 受注総額 前年比 内   需 前年比 外   需 前年比

18 年 1 154,391 148.8 55,608 147.3 98,783 149.7

2 155,194 139.5 58,196 143.6 96,998 137,2

3 182,860 128.1 75,551 144.0 107,309 118.9

4 163,063 122.0 68,510 135.8 94,553 113.6

5 149,244 114.9 62,898 123.2 86,346 109.5

6 159,293 111.4 62,980 115.1 96,313 109.1

7 151,135 113.1 67,433 122.1 83,702 106.7

8 140,391 105.1 62,372 120.5 78,019 95.4

9 153,454 102.9 64,412 105.6 89,042 101.1

10 139,619 99.3 57,655 101.7 81,964 97.6

11 131,605 83.0 57,576 106.0 74,029 71.1



    ハ、保護主義と貿易戦争 

       米国、欧州を中心に、保護主義的思想が台頭し、自国優先主義的な考えが世

界的にみられるようになってきています。加えて、米国と中国の貿易戦争が世

界経済の足を引っ張っています。 

（２）2019 年の予測 

ＩＭＦ（国際通貨基金）によれば、2018 年の世界の経済成長率は、3.7％を見込み、

2019 年も 3.7％を予測しています。つまり、ＩＭＦは、景気減速を見込んでいませ

ん。IMF による各国の経済成長率予想は、次の通りです。 

          世界の経済成長率        （単位：％） 

国名 2018 年 2019 年 参考 

米国 2.9 2.5 減税効果が継続 

ユーロ圏 2.0 1.9 製造業の低迷、貿易量の減少 

英国 1.4 1.5 ユーロ圏離脱問題 

ドイツ 1.9 1.9 製造業の低迷、貿易量の減少 

中国 6.6 6.2 貿易戦争の影響 

インド 7.3 7.4 堅調に推移 

日本 1.1 0.9 消費の低迷 

 

（３）各国の状況 

    各国の経済状況は、次のように考えられます。 

   ①米国 

     トランプ政権の減税による経済効果はあるものの、FRB による金利引上げ、資

産圧縮により、住宅ローン金利上昇（住宅需要の限界）に加え、自動車ローン金利、

消費者ローン金利上昇、また株式や債券価格の下落は、資産効果を通して、消費を

減退させ、米国経済は、景気減速色を強めていくと想定されます。 

   ②ユーロ圏 

     ユーロ圏では、盟主であるドイツ経済が、中国経済の影響を受け、輸出の低迷に

加え、欧州経済の低迷による製造業が厳しい状況にあります。また、各国の株式、

債権価格が下落し、消費が低迷しており、今後、景気減速色が色濃く出てくるもの

といえます。 

   ③中国 

     世界経済の中で も厳しい状況にあるのが中国です。製造業購買担当者景気指

数（PMI）が 50 を切り、厳しい状況が続いています。習政権は、鄧小平の経済政

策よりも毛沢東の政策を踏襲しており、この経済低迷から脱却する方法を見いだ

せずにいます。 

     AI 等の革新的な技術開発では世界のトップを走りますが、世界との協調路線よ



りも中国独自の政策が優先され、世界との軋轢も多くなり、当面、厳しい経済状況

が続くものといえます。 

   ④インド経済 

     中国に代わって、世界経済の舞台に出てきたのがインドです。国民の平均年齢が

若く、人口増加が続き、モディ政権の経済運営も堅調であることから、世界経済が

景気減速局面にあるにも関わらず、2018 年に続き、2019 年も安定した経済成長

（約 7％）を続けるものといえます。 

   ⑤東南アジア等 

     中国経済の低迷を受け、韓国経済は厳しく、また東南アジア経済も次第に影響を

受けています。 

２、日本経済の動向 

ＩＭＦは、2018 年の日本の経済成長率を 1.1％と予測していますが、2018 年 12 月

10 日の内閣府の発表によると、日本の 2018 年 7 月～9 月のＧＤＰは、マイナス 0.6％

です。2018 年 1 月～6 月まではプラス 1.3％でしたが、次第にマイナスに転じていま

す。 

（１）2018 年の状況 

①低迷する消費 

日本経済は、少子高齢化・人口減少に加え、将来に対する不安から、長年、消費

低迷が継続しております。政府は、2019 年 10 月から消費税率を 10％に引き上げ

ますが、これにより、国民の消費支出はさらに減少するものといえます。 

②マイナスに転じた民間投資 

     これまで、日本経済を支えてきた民間投資が、2018 年 7 月～9 月期はマイナス

2.8％にとなり、設備投資の一巡化と景気減速が次第に現実化してきたといえます。 

③堅調な住宅投資 

     都市部のマンション需要は、2020 年のオリンピック、都市部への住み替え等に

より、堅調に推移しています。他方、都市部以外の地域では次第に需要が減少して

おり、木造住宅やマンションの売れ行きも厳しくなっています。 

   ④厳しい金融環境 

     日銀によるマイナス金利、金融資産（株式や国債等）購入等の大幅な金融緩和は、

株式等の価格維持には貢献してきたが、地方銀行の経営を圧迫し、また日本の財政

赤字を助長し、後世の人の負債を増加させています。 

     米国やユーロ圏が、金融緩和策をやめ、金融の正常化を目指す中で、日本だけが

金融の緩和策を継続しており、将来に大きな禍根を残しています。 

   ⑤遅れる技術革新 

     米国や中国等が、AI、量子コンピュータ、IoT、EV、自動運転、大量データ処理

等の技術開発を進める一方で、日本の技術開発の遅れが顕著になってきています。 



     物づくりに特化してきた日本の製造業は、大きな転換点を迎えようとしていま

す。 

（２）2019 年の状況 

    今年の経済動向は、次のように考えられます。 

世界経済の影響を受け、日本経済は景気減速色を強めていきますが、AI、IoT 等を

中心とした第 4 次産業革命が進行しており、この関連産業、関連企業は堅調に推移

していくものと考えられます。 

①為替と株価 

  2018 年 10 月以降、これまで堅調であった、米国と日本の株式に変調が生じ、記

録的な下落を見せました。 

  日本では、金融緩和策（日銀によるマイナス金利、株式等の購入）が継続してお

り、米国と異なる状況であるにも関わらず、株式市場は大きく下落しました。 

  この株価下落の要因は、世界の投資家が日本の株式を売却したことによるもの

であり、その背景には、世界的な景気減速があります。 

  今後、世界的な景気減速により、安全資産である円の為替相場は、円高に向かい、

企業業績が次第に悪化してくることから、年後半に向けて、株式市場も下落傾向を

強めていくといえます。 

②AI、IoT 等の技術革新の転換年 

  遅れた日本でも、AI が国民生活の中に入り込み、インターネットを介して物と

物がつながり、取引はサイバー空間で行われ、電子マネーでの決済が日常的になる

と予測されます。 

  2019 年は、AI、IoT、フィンテック等の技術革新の転換点といわれ、実際に、企

業、家庭、公共機関等において、これらの技術が実用化されると考えられます。 

③各産業界 

  世界経済が景気後退期を迎える中、世界経済の減速、消費税の導入、少子高齢化

等の影響を受け、日本の各産業界は、輸出産業、設備投資産業、消費産業等を中心

に、次第に業績が厳しくなると予測されます。 

一方で、AI、IoT、データ処理、ナノテク、バイオ、フィンテック、高速通信等

の技術革新に関連する企業の業績は、旺盛な需要に支えられ、堅調に推移するもの

と考えられます。また、オリンピックを 2020 年に控え、首都圏を中心に建設業界

は堅調に推移する見込みです。 

３、既存ビジネスの創造的破壊 

第 4 次産業革命が進行する中で、AI、IoT、大量データ処理、光通信、ナノテクノロ

ジー、ロボット、バイオ等の革新的技術が目まぐるしい勢いで開発され、これにより産

業構造の変革、労働環境の変革、社会そのものの変革が進行しています。 

これらの革新的技術を利用した大衆参加型のビジネスが世界的に急成長しています。



これにより、これまでの既存ビジネスモデル、ビジネスの枠組みは、創造的に破壊され、

新しいビジネスモデルを用いた新興企業が、10 年ほどで世界的な企業に成長する時代

を迎えています。 

（１）プラットフォーム企業の時代 

米国のＧＡＦＡ（グーグル、アマゾン、フェイスブック、アップル）、中国のＢＡ

Ｔ（アリババ、百度、テンセント）といったプラットフォーム企業が世界の富を集め、

既存のビジネスの枠組みを壊す「創造的破壊（ディスラプション、disruption）」 が

進み、産業の勢力図が激変しています。 

①「商流の破壊」と「 終ユーザーの取り込み」 

プラットフォーム企業の成長原因は、 終ユーザー（個人消費者、法人）を取

り込んだことにあります。 

IT 技術、ネット技術、大量データ処理、AI、フィンテック、物流技術は、世界

中の消費者（ユーザー）との直接の情報交換を可能にし、世界の消費者に対し、地

上にある市場からサーバー空間市場での取引を可能しました。 

これにより、これまでの商流である、「メーカー、卸、販売、ユーザー」という

古典的商流の時代が終焉を迎え、取引は、サイバー空間で行われ、支払いは電子マ

ネーで決済されるようになりました。 

②「ユニコーンの増殖」と「中国の躍進」 

操業 10 年、推定企業価値が 10 億ドル（1,100 億円）以上の企業をユニコーン企

業といいます。このユニコーン企業の特徴は、既存のビジネスモデルのコピーでな

く、革新的技術と結びついた独自のビジネスモデルであり、各企業の創業者が自前

で開発し、世界に展開したところにあります。 

世界には約 300 社程度のユニコーン企業があり、そのうち 150 社が米国、100

社が中国といわれ、中国企業の躍進が注目を浴びています。中国の躍進の理由は、

次のとおりです。 

イ、年間 607 万社のスタートアップ企業が誕生していること 

ロ、スタートアップ企業に対し政府の支援、投資家の資金投入 

 ハ、AI，IoT、大量データ処理、フィンテック等の技術革新 

 ニ、高等教育、研究機関、多くの研究者、高い教育水準（競争社会） 

（２）AI 時代の到来 

これまで AI（人工知能）ブームは、1950 年～60 年、1980 年代の 2 度のブームが

あったが、実現するための技術が伴わずにしぼんでしまいましたが、2010 年代、AI

を支える技術（大量データ処理、ＩＴ技術、ネット技術、深層学習技術）により、AI

は進化し、画像、音声の認識、文章の読解精度が「人間以上」となり、見る、聞く、

理解するという知的作業に自動化の道を開きました。 

①AI 経営 



これまで人類は、機械を使って、生産性や作業効率を飛躍的に向上させてきまし

たが、これからは AI という「人間を超える知力」を使って、知的作業を自動的に

行う時代です。 

工場、事務所、病院、農業、漁業等あらゆるところでの、データ管理、情報分析、

生産性向上に AI が用いられ、さらに AI とロボットが結びつくことで、簡単な作

業ばかりでなく、知的作業、熟練作業も AI を利用することで、飛躍的な生産性向

上が期待されています。 

②AI の実用化 

AI の開発・実用化に遅れた日本でも、次のように多くに分野で AI が用いられて

います。今後、多くの業務処理に AI・ロボットが利用される見込みです 

 イ、家事（部屋の掃除、部屋のかたづけ、料理ロボット）、 

ロ、農業（日射量、水分量等を計測し、必要な水の供給、液肥の供給ロボ）、 

ハ、建設（無人ショベルカーを開発）、 

ニ、家電（AI スピーカー、家電を音声操作する AI 等） 

ホ、自動車（自動運転、需要予測による配車、 適な運行時間とルート決定） 

ヘ、生活（散歩の友ロボ、見張りのハロー、癒しのロボ、化粧の AI） 

ト、医療（がんを血液検査でスピード発見、各種分析等） 

チ、工場（ＡＩが生産ラインの稼働監視、故障の防止、セキュリティ） 

リ、金融（個人や企業の信用度分析、投資運用指南等） 

（３）AI と GDP 

    AI は、需要を予測し、供給量を決定することで、作業、資源の無駄を省き、生産

性や業務効率を飛躍的に向上させます。これまで、人間は、作業の無駄使い、資源の

無駄使い、商品の過剰供給による廃棄等を繰り返してきました。この無駄もまた、

GDP に含まれ、GDP の増加要因（経済成長要因）でした。 

    AI の利用が推進されると、作業や資源の無駄が少なくなり、作業価格（労賃）や

資源価格（原油価格等）が下落し、一時的に GDP が減少する可能性があります。 

    しかし、AI・ロボットの活用は、労働生産性向上により、日本経済の成長を支えて

いくと考えられます。 

 

        

★事務所から★ 

  今年も、経営情報あれこれをよろしくお願いいたします。世界経済、日本経済は景気調

整局面にあり、技術革新と新しいビジネスモデルの台頭が、既存のビジネスモデルに大き

な影響を与えています。変革の流れを的確に把握し、積極的に対応してください。 

                    （公認会計士辻中事務所、税理士法人みらい）   


