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1 世界経済の動向
成田空港を取り巻く環境Part1

図1-1　世界の実質経済成長率

図1-2　中国の実質経済成長率

1 世界経済の概観
（1）緩やかな回復が続く世界経済
　内閣府が2017年7月22日に発表した『世界経済の潮
流』によると、世界経済は2017年に入ってからも緩や
かな回復が続いている。16年の世界経済は、アメリカ
やユーロ圏の企業部門の一部に弱めの動きが広がり、
先進国の成長が減速したことなどから、世界金融危機
後で最も低い3.1％の成長にとどまると見込まれている

（図1-1参照）。しかし、16年秋ごろからは、15年から
減速してきた中国経済に持ち直しの動きがみられ、先
進国を中心に生産と輸出が増加するなど、企業部門で
みられた弱めの動きも和らいでいった。17年に入って
からは、生産と輸出の増加が一層顕著となり、その影
響が徐々に設備投資にも波及し始めている。

◇
　各国の内需の強さを反映する輸入側から世界の輸
出動向をみると、世界の輸入は、16年に入って前年比
で伸びが鈍化していたが、秋ごろから急速に伸びが上
昇した。これは、15年の初めから前年比マイナスとなっ
ていた中国が15年末にプラスに転じ、その後、徐々に
プラス幅を拡大させたこと、また、15年末からプラス幅
を徐々に縮小させていたアメリカが、16年末から再び
プラス幅を拡大させたことなどによる。

◇
　世界金融危機後の世界経済は、先進国が伸び悩む
中で、4兆元の景気対策の効果もあった中国経済を始
めとする新興国経済にけん引されるかたちで緩やかに

成長してきた。しかし、15年には、その中国経済も減
速し、世界経済を下押しした。これは、中国国内におい
て、既に過剰設備を抱えていた製造業が、4兆元の景
気対策等の影響から一層の過剰設備に陥ったこと、過
熱した不動産市場に対し価格抑制策が打ち出され、不
動産在庫が積み上がったことなどから、製造業や不動
産開発で投資が鈍化した影響が大きい（図1-2参照）。
中国政府は、15年10月には小型乗用車減税を導入し、
16年に入ってからはインフラ関連投資を拡大させるな
どの景気下支え策を講じていった。これらを背景に、
中国経済は、徐々に改善に向けて歩みだし、16年秋に
は固定資産投資の伸びの低下も下げ止まるなど、持ち
直しの動きが鮮明となった。

◇
　原油を始めとする資源価格は、16年に入り上昇基調
に転じた。原油価格は、14年後半から世界的な原油の
供給過剰に投機的な動き等も加わり、大幅に下落して
いたが、16年の年初を底に上昇基調に転じ、その後は
底からおよそ8割程度上昇した水準で推移している（図
1-3参照）。これは、16年にOPEC等により原油の協調
減産が合意されたほか、世界経済の持ち直し等も反映
された動きとみられる。また、金属資源等についても、
原油価格と同様に16年初に上昇に転じている。こうし
た資源価格の持ち直しを受けて、世界有数の原油生
産国であるアメリカでは、シェールオイル等の鉱業生
産が上向いてきている。

世界経済の見通しと主なリスク
　世界経済は、政策効果に支えられた中国経済の持
ち直し、資源価格の上昇、アメリカにおける在庫調整
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の進展等を背景に、生産、輸出が拡大し、改善の動き
が設備投資にも波及し始めている。こうした流れなど
を受けて、今後の世界経済は、引き続き緩やかな回復
が続くものと見込まれる。
　国際機関の経済見通しによれば、IMFは、世界の
実質 成長率について、16年の3.1％から、17年3.5％、
18年3.6％と伸びを高めていくと見込んでいる。また、
OECDも同様の見通しとなっており、17年は3.5％、18
年は3.6％に上昇すると見込んでいる（表1-1）。

◇
　今後の世界経済は、緩やかな回復が続くものと見込
まれるが、いくつかの留意すべきリスクも存在する。
　第一に、中国における過剰債務問題や不動産価格
変動の影響である。過剰債務を抱えた企業の経営破
たんや、バブルとの指摘もある不動産価格の大幅な下
落は、銀行の不良債権増加による貸出の抑制や、家計・
企業等の逆資産効果などを通じて経済に影響を及ぼ
す可能性がある。加えて、シャドーバンキングを通じた

資金の流れについては、そのリスクが把握し切れてい
ないとの指摘もある。これらの影響により、中国経済
が大きく減速した場合には、中国国内にとどまらず、中
国との結びつきの強いアジア新興国を始め世界経済に
影響を及ぼす可能性がある。
　第二に、政策に関する不確実性の影響である。アメ
リカでは、今後、税制改革、インフラ投資、通商政策
等がどのような形で進められていくのかについて不確
実性がある。また、景気の着実な回復を受けて、利上
げやFRBのバランスシート縮小が進められていくと見
込まれるが、これらが世界的な資金フローを変え、一
部の新興国等に影響を与える可能性も否定できない。
ヨーロッパでは、英国のEU離脱交渉が進められてい
くほか、いくつかの国で予定されている選挙の結果に
よっては、大幅な政策変更の可能性もある。
　第三に、金融資本市場の変動の影響である。様々な
リスクの顕在化により、金融資本市場が短期間に大き
く変動し、実体経済へと波及していく可能性がある。

主要地域の経済概況
【アメリカ】
　アメリカでは、景気は着実に回復が続いている。個
人消費は、堅調な雇用・所得環境の下で、増加してい
る。雇用者数は増加しており、失業率は低下傾向にあ
る。企業部門をみても、16年に比べて17年の原油価格
が比較的安定的に推移していることを背景に、鉱業部
門の回復が鮮明であることなどから、鉱工業生産が持
ち直し、設備投資が緩やかに増加するなど、全体とし
て持ち直している。物価については、中期的にはイン
フレ率がFOMC（連邦公開市場委員会）の長期的な目
標となる2％付近に上昇して安定することが見込まれて
いる。これらを背景に、FRB（連邦準備制度理事会）は、
今年に入り、3月と6月に政策金利の引き上げを行った。
　先行きについては、引き続き着実な回復が続くと見
込まれる。ただし、今後の政策の動向及び影響等に留
意する必要がある。

【ユーロ圏】
　ユーロ圏では、個人消費に主導され、景気は緩やか
に回復している。世界経済の改善を受け、輸出や生産
に持ち直しの動きがみられ、先行き不透明感や不良債
権問題等から、改善が遅れていた企業の設備投資もこ
のところ上向いてきている。ユーロ圏全体では緩やか
に回復しているが、国による違いもみられ、イタリアで
は景気回復が遅れている。雇用情勢は、失業率が低下
を続けるなど、改善している。コア物価上昇率は前年
比1％前後で、依然として横ばいとなっている。こうした
背景から、ECB（欧州中央銀行）は金融緩和を継続す

表1-1　国際機関による経済見通し
IMF OECD

16年 17年 18年 17年 18年

世界 3.1 3.5 3.6 3.5 3.6

先
進
国

日本 1.0 1.2 0.6 1.4 1.0

アメリカ 1.6 2.3 2.5 2.1 2.4

ユーロ圏 1.7 1.7 1.6 1.8 1.8

ドイツ 1.8 1.6 1.5 2.0 2.0

フランス 1.2 1.4 1.6 1.3 1.5

英国 1.8 2.0 1.5 1.6 1.0

新
興
国

中国 6.7 6.6 6.2 6.6 6.4

ブラジル ▲ 3.6 0.2 1.7 0.7 1.6

インド 6.8 7.2 7.7 7.3 7.7

ロシア ▲ 0.2 1.4 1.4 1.4 1.6

（備考） 1.  IMF"World Economic Outlook April 2017"、OECD "Economic 
Outlook 101" June2017より作成。16年は実績見込み、17年、18
年は推計値。

　　　 3. インドは年度（4月〜翌3月）。

（備考）IMFより作成。
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る方針を示している。
　先行きについては、緩やかな回復が続くと期待され
る。ウクライナ情勢等の地政学的リスクの影響、政策
に関する不確実性の影響等に留意する必要がある。

【英国】
　英国は、一部に弱めの動きもみられるが、景気は回
復している。英国経済は、EU残留・離脱を問う国民投
票後、国際機関等の想定以上に堅調に推移してきた。
しかし、足元では、個人消費にけん引され景気回復が
続いているものの、ポンド安やエネルギー価格高騰に
伴う物価上昇の影響を受け、小売等の個人消費の一
部に弱い動きが見られ始めている。こうした経済情勢
に対し、BOE（イングランド銀行）は、金融緩和を継続
している。
　先行きについては、EU離脱問題に伴う不透明感の
高まりによる影響から、回復が緩やかになることが見
込まれる。今後、離脱を巡りEU側との本格的な交渉が
開始されるが、交渉の行方が与える影響について留意
する必要がある。

【中国】
　中国では、小型乗用車減税やインフラ関連投資等
の各種政策効果もあり、景気は持ち直しの動きがみら
れる。個人消費は伸びがおおむね横ばいとなっている。
固定資産投資は、政府による景気下支えを背景に、イ
ンフラ関連投資によるけん引が続いている。高騰して
きた不動産価格は、価格抑制策等により主要都市でお
おむね横ばいとなっているが、依然高水準であり、ま
た、企業債務は拡大を続けている。資産バブル抑制や
企業のレバレッジ比率引き下げ等のため、金融政策は
緩和的な「穏健」から、より中立的な「穏健中立」へ
と変更された。また、投資主導から消費主導の成長へ
と転換を図りつつ、大規模な景気刺激策に頼ることな
く、自律的かつ安定的な経済成長の実現を目指し、過
剰生産能力の解消等の供給側改革が進められている。
　先行きについては、各種政策効果もあり、当面は持
ち直しの動きが続くものと見込まれる。ただし、不動
産価格や過剰債務問題を含む金融市場の動向等に
よっては、景気が下振れするリスクがある。

（2）米仏の新政権発足と英国・EUの離脱交渉
トランプ政権の経済政策
　17年1月20日に第45代アメリカ合衆国大統領に就任
したトランプ大統領の下で新政権が発足し、選挙戦に
掲げた政策の実現などに関心がもたれている中、就任
直後から、同大統領は大統領令や大統領覚書の公表
などを通じて、新しい政策の方針を打ち出してきてい

る。そのうち、予算措置を伴う政策については、17年3
月21日にアメリカの歳出全体の約3分の1を占める裁量
的経費についてのみ、詳細を説明した2018会計年度
予算教書原案が公表された後、5月24日には義務的経
費、税に関する提案及び財政収支の見通しを含む完全
な予算教書が公表されることで、その全体像が明らか
となってきた。
　新政権における各種政策については、予算教書以
外にも、就任直後から公表されている大統領令や大統
領覚書等を通じて打ち出されている。主な経済政策と
しては、税制改革、インフラ投資、通商政策、規制緩
和等が挙げられるが、いずれの内容も17年1月の就任
演説で示された「アメリカ第一主義」に即し、経済成
長率を高めることでアメリカ国民の所得や雇用機会を
増やすことを意図している。すなわち、通商政策の見
直しを通じて安価な輸入品の流入を減らす、法人税率
を引き下げて対内投資を呼び込み国内の雇用を増や
す、金融規制を緩和して銀行部門の収益性を高める、
などの方針が示されている。これらの諸施策は、成長
戦略として、企業部門の成長力を強化し、成長率を中
期的に3％にまで高めていくための鍵となるとされてい
る。他方、2017年6月末時点で、こうした施策はその実
施時期、規模、内容及び財源等の大部分が未定である
ことに加え、政権が当初予期していた以外の経路を通
じて経済に様々な影響を及ぼす可能性もあり、その動
向には注視が必要である。
　トランプ政権は17年1月の発足以降、矢継ぎ早に経
済・財政政策の方針を打ち出している。インフラ投資
や減税の実施は、経済成長にプラスの影響を与えると
考えられることから、これらの政策が実現していけば、
アメリカの経済成長に一段と弾みがついていく可能性
がある。

フランス新大統領の経済政策
　4月23日及び5月7日に行われた大統領選挙の結果
を受けて、17年5月14日に中道独立系のマクロン氏が
大統領に就任した。マクロン大統領は、オランド政権
の経済・産業・デジタル大臣として、規制緩和推進の
ため「経済の成長と活性化のための法律（マクロン法）」
を成立させるなど、企業活動の活性化に向けた政策を
推し進めた。選挙戦中に掲げた政策においても、法人
税減税、社会保障費軽減による労働コストの削減等、
企業活動の活性化を通じた雇用環境の改善を目指し
ている。特に、若年層失業率の改善に対しては、若年
層への職業訓練を通じた雇用拡大を掲げている。6月
11日と18日に行われたフランス国民議会（下院）選挙
においては、マクロン大統領の支持母体である「共和
国前進」と連立を組む「民主運動（MoDem）」が過半
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図1-4　ユーロ圏及び英国の実質経済成長率

数の議席を獲得し、政権運営の安定的基盤の確保に
成功したとみられている。こうした状況において、マク
ロン大統領の掲げる各種政策が雇用・所得環境の改
善を通じて、今後のフランス経済の下支えになるかが
注目される。

英国のEU離脱
　16年6月の国民投票で英国のEU離脱が決定され
たが、英国経済は、当時想定された以上に堅調に推
移してきた。例えば、国民投票直後に公表されたIMF

（2016）の見通しでは、離脱に伴う不確実性により国内
需要が大きく落ち込むと予測されており、16年の実質
経済成長率を1.7％、17年を1.3％と見込んでいた。し
かし、実際には国内需要は急速には落ち込まず、成長
率は16年に1.8％となり、17年の見通しは2.0％に上方
修正されている。
　当初の想定よりも経済が良好であった要因として考
えられるのは、（1）BOE による金融緩和政策の効果、

（2）世界経済の持ち直しによる外需の寄与、（3）企業
による仕入れコストの転嫁の遅れ、などが挙げられる。
　英国では、EUとの離脱交渉に先立ち1月にメイ首相
より、EU離脱に関する12の目標として、EU単一市場か
ら離脱し、EUとの間で大胆で野心的なFTAを追求する
こと、現在の関税同盟からは離脱すること、EUから英
国への移民を管理すること、などが表明された。その
後、離脱通知には議会の承認が必要との最高裁判決
を受け、英国政府は、首相に離脱通知権限を付与する
EU離脱法を議会に提出し、同法の議会での成立を経
て、3月末にEU基本条約第50条に基づく離脱通知を
行った。一方で、EUでは、英国からの正式な離脱通知
を受け、4月にEU内の離脱交渉の全体的枠組み等を
定めた交渉指針が、5月に交渉のガイドライン等を盛り
込んだ交渉指令が採択された。
　6月19日には、EUとの第1回の交渉が行われ、今後
の交渉の進め方として、英国在住のEU市民やEU在住
の英国市民の権利の保護等を優先的に交渉すること、
FTA等の英国とEUの将来の枠組みに関する交渉は、こ
れら優先事項の交渉に十分な進展がみられた後に行
うことなどで一致した。今後、これらの優先事項の交
渉が本格化していくことになる。

◇
　当初、英国は交渉開始から速やかにFTA等のEUと
の将来の枠組みに関する交渉に入りたいとの意向を示
していたが、英国・EU双方は、英国のEU離脱から生じ
るであろう不確実性を回避し、秩序だった離脱を進め
るため、英国・EU双方の市民の権利の保護等を優先
的に交渉することで一致した。その一方で、英国は何
らの協定もないまま離脱を行ういわゆるハードブレク

ジットも辞さないという方針を変更していない。交渉の
進め方では一致したものの、交渉の行方には依然とし
て不透明感が存在する。

◇
　ユーロ圏の景気は、雇用・所得環境の改善による消
費の増加や世界経済の回復による外需に支えられ、緩
やかな回復が続くことが期待される。英国では、離脱
問題に伴う不透明感の高まりによる影響から、回復が
緩やかになることが見込まれる。国際機関等による経
済見通しでは、ユーロ圏では緩やかな回復が続き、英
国は回復が緩やかになると見込まれている（図1-4、表
1-2参照）。

（備考） 1.ユーロスタット、英国統計局及び欧州委員会より作成。
2.見通しは前期比で公表されるため、内閣府で年率換算。
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表1-2　ユーロ圏及び英国の国際機関等の見通し
（前年比、％）

17年 18年

欧州委員会（17年5月） ユーロ圏 1.7 1.8

ドイツ 1.6 1.9

フランス 1.4 1.7

英国 1.8 1.3

OECD（17年6月） ユーロ圏 1.8 1.8

ドイツ 2.0 2.0

フランス 1.3 1.5

英国 1.6 1.0

IMF（17年4月） ユーロ圏 1.7 1.6

ドイツ 1.6 1.5

フランス 1.4 1.6

英国 2.0 1.5

ECB（17年6月） ユーロ圏 1.9
（1.6〜2.2）

1.8
（0.8〜2.8）

BOE（17年5月） 英国 1.9 1.7

（備考） 欧州委員会“European Economic Forecast,Spring 2017”、 
OECD “Economic Outlook,June 2017”   
IMF“World Economic Outlook, April 2017”   
ECB“June 2017,Eurosystem Staff Macroeconomic Projections for the 
Euro Area”、BOE“Inflation Report,May 2017”より作成。
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図1-5　 世界貿易と我が国の輸出動向：輸出は2016年後半から世界経済の回復を受けて持ち直し

　　　　　　　　　　　　　　　　世界生産量及び貿易量と日本の輸出シェア

2 日本経済：緩やかな回復が続く日本経済の現状
　内閣府が2017年7月21日に発表した『平成29年度年
次経済財政報告』によると、我が国経済は、2012年11
月を底に緩やかな回復基調が続いている。今回の景
気回復は、バブル景気（1986年12月〜1991年2月の
51カ月）を抜き、第14循環（2002年2月〜2008年2月
の73カ月）、いざなぎ景気（1965年11月〜1970年7月
の57カ月）に次ぐ戦後3番目の長さとなった可能性があ
る。アベノミクスの「大胆な金融政策」、「機動的な財
政政策」、「民間投資を喚起する成長戦略」により、企
業の稼ぐ力が高まり、企業収益が過去最高水準となる
中で、雇用・所得環境が改善し、所得の増加が消費や
投資の拡大につながるという「経済の好循環」が着実
に回り始めている。
　労働市場では需給が引き締まりつつあり、人手不足
の状況はバブル期並みとなった。企業は人材の確保
や省力化に向けた取組を迫られている。他方で、引き
締まりつつある労働需給を反映して賃金は上昇してい
るものの、その伸びは緩やかなものにとどまっており、
個人消費も、所得・雇用環境の改善度合いに比べてや
や力強さに欠けている。物価については、持続的な物
価下落が続くというデフレ状況にはないものの、デフ
レを脱却し、安定的な物価上昇が見込まれるところま
でには至っていない。こうした中、2％の物価安定目標
の実現に向けて引き続き緩和的な金融政策が継続し
ており、財政政策についても、「未来への投資を実現
する経済対策」を盛り込んだ平成28年度第2次補正予
算が編成されるなど、デフレ脱却に向けた取り組みが
進められている。

今次景気回復局面の特徴
　実質GDP成長率の動向をみると、2013年度に前年
度比2.6％の伸びとなった後に、2014年4月の消費税
率引上げの影響もあって2014年度に0.5％減少したも
のの、2015年度と2016年度はいずれも1.2％の成長と
なり持ち直している。2016年度の動向についてみると、
2015年度以降中国を始めとするアジア新興国や資源
国の経済の減速が続き、2016年度前半には英国のEU
離脱方針の決定など海外経済の不透明感が高まる中、
為替レートは円高方向に動いた。こうした中、輸出や
企業収益が足踏みとなった。この間、平成28年（2016
年）熊本地震（以下「熊本地震」という）による旅行や
消費、サプライチェーンへの影響、夏の台風による消
費の落ち込みなど、一部に弱い動きもみられた。
　しかし、年度後半に入ってからは、各種政策効果
もあって中国経済が持ち直すとともに、アメリカ新政
権の経済政策への期待感からドル高円安方向で推移
し、我が国を含め各国で株価が上昇したほか、春以降
上昇基調に転じた原油価格も、11月から12月にかけて
のOPEC（石油輸出国機構）等の減産合意以降、堅調
に推移するなど、海外の経済情勢が安定化に向かった。
こうした中で、我が国の輸出や生産は2016年以降持ち
直しており、企業収益も過去最高水準となるなど、企
業部門は好循環の原動力として再加速している。さら
に、雇用・所得環境についても、失業率が2017年2月
には3％を下回り、有効求人倍率も同年4月にバブル期
を超える1.48倍まで上昇している。2017年度の春季労
使交渉の妥結状況は、賃上げ率が2％近くとなり過去
3年並みで推移している。
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図1-6　経常収支の動向

輸出は2016年後半から持ち直し
　世界の貿易数量の動向を長期的にみると、2000
年代に中国のWTO加盟や新興国でのバリューチェー
ンの構築などを反映して高い伸びを続けていたが、
2008年の世界金融危機とその後の景気後退によって
大きく減少した。その後、世界の貿易数量は底を打っ
て回復に転じたものの、2010年代の貿易数量の伸び
は2000年代と比べて低下し、特に2016年前半には、
中国を始めとした新興国経済や資源国経済の減速の
影響もあって一時的に貿易数量が減少する局面があっ
た。しかし図1-5でみるように、2016年後半からは、ア
メリカを中心に先進国の景気回復が持続する中で、新

興国経済も持ち直しに向かったことなどから、世界の
生産の伸びとともに貿易数量も急激に回復している。
　我が国の輸出についても、2016年後半から持ち直し
が明確になっている。地域別にみると、中国を始めと
したアジア向けの輸出が伸びており、品目別では、中
国のスマートフォンの普及・高機能化を反映した半導
体等電子部品や、自動車市場の拡大による自動車の
部分品の輸出が堅調であることから、電気機器や輸送
用機器の輸出が伸びている。

貿易収支は2年連続の黒字に
　2016年度の国際収支は、サービス収支は赤字幅が
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拡大、第一次所得収支は黒字幅が縮小したが、貿易収
支の黒字幅が拡大したことで、経常収支の黒字幅が拡
大した（図1-6 （1）参照）。2016年後半に原油価格の
上昇テンポが高まったものの、1年を通してみると、資
源価格の下落と前年比でみて円高となったことを反映
して、輸入価格が大幅に下落し、輸入金額が減少した
ことから貿易収支は2年連続の黒字となった。交易条
件は改善しているが、2016年前半の世界的な経済成
長の鈍化もあって輸出入ともに金額は減少した。
　ただし、世界的にIoTやクラウドなどICTの進展を背景
に、日本で生産される電子部品・デバイスや半導体等
製造装置などへの海外からの需要の回復もあって、今
後は輸出数量の持ち直しが持続することが期待される。
　サービス収支については、年々赤字幅が縮小してい
る（図1-6 （2））。この背景としては、日本への旅行者数
の飛躍的な増加による旅行収支の黒字化や、前述した
ような海外への生産拠点の移転によって知的財産権
等使用料の受取が増加したなどがある。アメリカや英
国では1980年代以降、フランスでは2000年代から貿
易収支の赤字とサービス収支の黒字が定着しているが、
成熟した経済では、財貨ではなくサービスで「稼ぐ」傾
向が世界的にみられている。

企業収益は2016年度後半から回復
　2016年後半からの世界経済の回復や金融資本市場
の安定化等に支えられて企業収益は改善している（図
1-7参照）。業種別にみると、製造業では2016年度前
半に為替の円高方向への動きが進んだことなどから輸
出産業の収益は下押しされた。その後、アメリカ大統
領選のあった同年11月には為替レートがドル高円安方
向への動きに転じた。こうした中、好調な外需が牽引し
て、輸送用機械や電機、一般機械等で収益が改善して
きている。非製造業では、資源価格の回復に支えられ
た商社などで改善したほか、システム投資需要やスマー
トフォンの利用拡大等を受けて通信などが好調となっ
ており、国内の消費の持ち直しやインバウンド需要の
高まりを受けて、サービス業でも収益が改善している。

不確実性の高まりに留意が必要
　2016年以降、英国のEU離脱方針の決定、アメリカ
新政権の発足、欧州主要国における国政選挙など、各
国の経済政策に大きな影響を与えるイベントが続いて
おり、将来の政策動向についての不透明感が高まる局
面がみられている。
　我が国経済へのリスクとしては、不確実性が長期に
わたって継続した場合の企業や消費者のマインドへの
悪影響に注視する必要があるが、逆に、不確実性が解
消される中で改善方向に影響する場合もあり、上方・
下方の両面でその動向について今後も注意深く見てい
く必要がある。

震災による影響と復興への取組
　我が国経済を取り巻く環境として、地震や台風と
いった大規模な災害をもたらす要因についても留意す
る必要がある。近年我が国は、平成7年（1995年）兵
庫県南部地震（阪神・淡路大震災）や平成16年（2004
年）新潟県中越地震、平成23年（2011年）東北地方
太平洋沖地震（東日本大震災）、熊本地震などによっ
て大きな被害を受けてきた。
　東日本大震災については、2011年3月11日の震災
発生から6年が経過し、道路や鉄道などのインフラ
については、一部を除きおおむね復旧したといえるが、
2017年2月時点で避難者数は12万人となっており、復
興は道半ばである。
　震度7を2回記録した熊本地震では、8千棟以上の
住宅が全壊となり、自動車や半導体をはじめとした製
造業のサプライチェーンに影響が出たほか、九州の大
動脈である九州自動車道が通行止めとなるなど大きな
被害があった。
　発災後1年間の熊本県経済の状況をみると、2016年
4、5月の鉱工業生産指数が前年比2割減と大きく落ち
込んだが、復旧が進んだことなどから電子部品・デバ
イスや輸送用機械を中心に回復し、2016年6月には震
災前の水準に戻っている。
　一方、重要な観光資源である熊本城や阿蘇神社に
被害が出るなど大きな影響が懸念された旅行について
みると、2016年の4〜6月期には海外からの宿泊客が
前年比5割減と大きく落ち込み、2017年1〜3月期でも
前年比3割減と依然元の水準に回復していない。また、
2017年4月時点で約5万人の住民が県内外の応急仮設
住宅等に居住している。
　被災自治体では、災害公営住宅の整備を進めるな
ど被災者の住まいの再建や経済の再生、交通インフラ
の復旧など本格的な復興に向けた取り組みを進めて
いる。

図1-7　企業収益の動向
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