
平成31年4月8日

財務省国際局

関税・外国為替等審議会 外国為替等分科会 配布資料

近の国際金融情勢について

資料３





３

目次

Ⅰ. 世界経済見通し・Ｇ20

Ⅱ. 対内直接投資



Ⅰ. 世界経済見通し・Ｇ20



○ IMFの見通しによる2019年の世界経済成長率は、3.9%（2018年7月）、3.7% （2018年10

月） 、3.5% （2019年1月）と連続して下方改定されてきた。

○ 今回の世界経済の見通し（4月9日発表）に関して、IMFラガルド専務理事は、「世界経

済は成長の勢いがさらに失われた」と述べ、2019年の成長率見通しを更に下方修正する

ことを示唆。（4月2日）

○ 現下の世界経済リスクは下方に傾斜。主な下方リスクは、①米中貿易問題の激化、

②米国の金融政策の負の波及、③中国経済の減速、④英国のEU離脱、⑤ユーロ圏

経済の減速である。

○ 一方で、ラガルド専務理事は、「近い将来にリセッション（景気後退）入りする可能性は低

いと考えている。」と述べ、リスクに対する適切な政策対応が取られれば、2019年後半から

経済が持ち直すとの考えを示唆。

世界経済の見通し
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（対前年比GDP成長率、単位：％）
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日本 1.0 1.1 0.9 ▲0.1 ▲0.2 0.9 0.9 1.1 0.2 0.2 0.3 0.5 0.2

米国 2.9 2.9 2.9 0.0 0.0 2.7 2.5 2.5 ▲0.2 0.0 1.8 1.8 0.0

ユーロ圏 2.2 2.0 1.8 ▲0.4 ▲0.2 1.9 1.9 1.6 ▲0.3 ▲0.3 1.7 1.7 0.0

英国 1.4 1.4 1.4 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 0.0 0.0 1.5 1.6 0.1

先進国計 2.4 2.4 2.3 ▲0.1 ▲0.1 2.2 2.1 2.0 ▲0.2 ▲0.1 1.7 1.7 0.0

アジア 6.5 6.5 6.5 0.0 0.0 6.5 6.3 6.3 ▲0.2 0.0 6.4 6.4 0.0

中国 6.6 6.6 6.6 0.0 0.0 6.4 6.2 6.2 ▲0.2 0.0 6.2 6.2 0.0

新興国計 4.9 4.7 4.6 ▲0.3 ▲0.1 5.1 4.7 4.5 ▲0.6 ▲0.2 4.9 4.9 0.0

世界計 3.9 3.7 3.7 ▲0.2 0.0 3.9 3.7 3.5 ▲0.4 ▲0.2 3.7 3.6 ▲0.1

※2019年4月8日時点（参考）ＩＭＦによる世界経済見通しの推移



◯ ねじれ国会の下でのトランプ政権の動向
• 二国間の貿易赤字に着目した通商政策
- 米中の追加関税の応酬、交渉の行方
- 鉄鋼・アルミ関税、自動車関税の動向

• 安保・ハイテク技術を巡る米中の覇権争いの激化
• 壁建設を巡る対立（非常事態宣言）の帰趨
• ロシアゲート疑惑等の動向

◯ 足元の経済状況と金融政策の行方
• “data dependent”と“patient”の多義性

- ゆるやかな成長を続ける米国経済
- 年内の利下げまで織り込みつつある市場

米 国

◯ 景気減速が懸念される中での経済運営
• 成長維持と構造問題解消とのバランス

（参考１）経済成長目標（第13次５か年計画）
16～20年のGDP成長率を平均6.5%以上に維持
19年の成長目標は6.0-6.5％

（参考２）非金融セクター債務残高対ＧＤＰ比
0７年末 146.0% → 1７年末 251.4%

• 米中交渉の行方（通貨問題を含む）
（参考）2月末外貨準備高 3兆902億㌦（前月比+23億㌦）

中 国

◯ 地政学リスク
• 中東、ウクライナ情勢
• （米朝首脳会談後の）北朝鮮情勢
• 個別国（ベネズエラ、インド・パキスタン等）

◯ コモディティ価格（原油等）の動向
• 産油国減産（19年6月末まで）
• 米イラン制裁適用除外の更新（19年5月4日）
• 中国経済の動向、シェール増産動向

◯ 資本流出やドル建債務への懸念の再燃リ
スク

新興国・コモディティ

◯ 「合意なき離脱」（4月12日）のリスク
（参考）ブレグジットに関するEU首脳会議（4月10日）

◯ 経済の減速と金融政策
• ドイツ経済の減速、イタリア景気後退
• TLTROIII等導入後の追加緩和に手詰まり感

◯ 欧州統合に向けた求心力の低下
• 独・仏政権の支持低迷、仏伊対立の兆候
• EU議会選挙（5/23-26）：反EU勢力拡大の可能性

欧 州

世界経済に影響を与え得る当面の主な海外リスク要因
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Ⅰ．世界経済－リスクと課題
(A) 世界経済リスクのサーベイランス
(B) グローバル・インバランス問題への対処
(C) 高齢化の課題・政策対応

Ⅱ．成長力強化のための具体的取組
(D) 質の高いインフラ投資
(E) 自然災害に対する強靭性の強化
(F) 途上国におけるUHC（Universal Health Coverage）ファイナンスの強化
(G) 低所得国における債務透明性の向上及び債務持続可能性の確保

Ⅲ．技術革新・グローバル化がもたらす経済社会の構造変化への対応
(H) 国際租税
(I)  金融市場の分断を回避する国際的な連携・協力
(J)  金融セクターにおける技術革新－機会と課題

日本議長国下でのG20プライオリティ
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第15次クォータ一般見直しについて

・ ブエノス・アイレス首脳宣言（2018年12月1日）

・ IMFCコミュニケ（2018年10月13日）

・ G20財務大臣・中央銀行総裁会議（2018年7月22日）

 23. Strong and effective international financial institutions help underpin growth and 
sustainable development. We reaffirm our commitment to further strengthening the global 
financial safety net with a strong, quota-based, and adequately resourced IMF at its centre. 
We are committed to concluding the 15th General Review of Quotas including a new 
quota formula by the Spring Meetings and no later than the Annual Meetings of 2019. We 
call on the IMF and World Bank to work with borrowers and creditors to improve the 
recording, monitoring and transparent reporting of public and private debt obligations. We 
look forward to the IMF review of programme conditionality and the review of its debt limits 
policy.

 ２３ 力強く，効果的な国際金融機関は，成長及び持続可能な開発を支える助けとなる。我々は，
強固で，クォータを基礎とし，かつ，十分な資金基盤を有するIMFを中心としたグローバル金融
セーフティーネットの更なる強化への我々のコミットメントを再確認する。我々は，新たなクォータ
計算式を含む第15次クォータ一般見直しを，2019年春会合まで，遅くとも2019年年次総会までに
完了することにコミットしている。我々は，国際通貨基金（IMF）及び世界銀行に対し，公的及び民
間の債務に関する記録，監視及び透明な報告を改善するために，債務国及び債権国と共に取り
組むよう求める。我々は，IMFによるプログラム・コンディショナリティ及びその債務上限政策に関
する見直しに期待する。



Ⅱ. 対内直接投資



外為法に基づく対内直接投資に関する審査の概要とフロー

• 外為法は、「対外取引の原則自由、必要 小限の調整」という基本的考えの下、 ①「国の安全」、②「公の秩序」、③「公衆の

安全」、④「我が国経済の円滑な運営」の観点から、一部業種の対内直接投資に対して事前届出を義務づけ（届出対象業種は

告示に列挙） 。

• 財務大臣及び事業所管大臣は、届出された対内直接投資について、上記①～④の観点から、必要がある場合には、投資の

変更・中止の勧告・命令が可能。

• 無届け、虚偽届出等で行われた対内直接投資について、「国の安全」の観点から必要な場合には、財務大臣及び事業所管

大臣は、株式売却等の事後措置命令が可能。

【審査基準】 【届出対象業種】

①「国の安全」 武器、航空機、原子力、宇宙関連、軍事転用可能な汎用品の製造業
②「公の秩序」 電気・ガス、熱供給、通信事業、放送事業、水道、鉄道、旅客運送
③「公衆の安全」 生物学的製剤製造業、警備業
④「我が国経済の円滑運営」 農林水産、石油、皮革関連、航空運輸、海運

審 査
変更・中止

の勧告

取引開始

【問題あり】

【問題なし】

変更・中止
の命令

投資内容変更
又は中止

【応諾する場合】

外
国
投
資
家

一定の業種に対する

対内直接投資は事前届出

【応諾しない場合】

刑
事
罰

【命令違反】

【応諾内容
に違反】

【対内直接投資の定義】

外国投資家による
• 上場会社株式の10％以上の取得
• 非上場株式の取得※ 等

※ 国の安全を損なうおそれが大きい

外国投資家間の取引を含む。

・無届け
・虚偽届出
・変更･中止

命令違反

【国の安全を損なうおそれがある場合】

措置命令
（株式売却等）

【命令違反】

外為審の

意見聴取

外為審の

意見聴取
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 米国では、安全保障の観点から対米外国投資委員会（CFIUS）が米国への対内投資を審査。

 諸外国による対内投資を用いた重要情報の取得に対する懸念から、CFIUSの権限を拡大する外国投資リスク

審査現代化法（FIRRMA）が、2018年8月13日にトランプ大統領の署名をもって成立。その後、18カ月以内（2020

年2月13日まで）に発効の見込み。

CFIUS ：Committee on Foreign Investment in the United States （財務省、司法省、国防総省、国務省等がメンバー）

FIRRMA：Foreign Investment Risk Review Modernization Act

１．背景

２．主なポイント

 審査対象取引の拡充

従来、合併・買収等に限られていた対象取引に、米国の重要施設に近接した不動産の取得・リース及び重要イン

フラ、重要技術等を有する米国企業への投資で非公表技術情報を獲得できるもの等を追加。

 一部取引に対する審査の義務化（事前申告の義務付け）

米国は事後介入方式を基本としているが、外国政府による相当程度の影響がある者（国有企業等）が、重要イン

フラ又は重要技術を有する米国企業に対して影響力を持ちうる投資を行う場合に、事前申告の義務付けを導入。

 外国政府との情報共有

安全保障の目的で、外国政府（同盟国）と情報の共有ができることを新規に規定。

米国の状況
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外為法の範囲 米国

①審査事由

・国の安全、公の秩序、公衆の安全
・経済の円滑運営

（外為法自体は、対外取引を原則自由とし、必要 小
限の管理又は調整を行うことで、国際収支の均衡、
通貨の安定等を図ることを目的）

・国家安全保障

②審査主体 ・財務大臣及び事業所管大臣
・CFIUS（対米外国投資委員会）：財務省、司法
省、国防総省、国務省等がメンバー

③規制方式
・審査付事前届出制度

・事後介入方式（無届出等の投資について国の安全
の観点から株式売却等命令）

・事後介入方式（投資引揚命令等）

・外国政府による影響がある者が、重要インフ
ラ・重要技術を有する米国企業に影響力を持
ちうる投資について、事前申告を義務付け

④規制対象
業種

・届出対象業種を指定
例：武器、軍事転用可能な汎用品の製造業、

電気・ガス、水道、鉄道、石油 等

・米国におけるビジネスをコントロールしうるあ
らゆる合併、買収、取得 （合弁事業を通じて
行われるものも含む）

・米国の重要施設に近接した不動産の取得・
リース

・非公表情報の取得や重要意思決定への関
与等を含む重要インフラ・重要技術等を有す
る米国企業への投資

⑤規制対象
取引

・上場会社株式の10％以上の取得
・非上場会社株式の取得 等

⑥審査期間
・30日間（短縮可能）
・届出受理日から 大4か月まで延長可能（外為審の
申出があれば5カ月）

・105日（120日まで延長可能）

※ 下線部分は、FIRRMAにて追加された部分

（参考）外為法と米国投資審査との比較
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欧州の状況

ＥＵ

イギリス

ドイツ

 2019年３月、欧州理事会は「ＥＵに対する直接投資の審査制度を設立するためのＥＵ規則」を承認し、４月に発

効予定。その後、18カ月以内（2020年10月まで）に適用される見通し。

 同規則のポイントは以下の通り。

 ＥＵ各加盟国及び欧州委員会の間の情報交換制度の設立。

 安全保障や公の秩序を害しうる投資案件が加盟国内にあった場合、欧州委員会や他の加盟国は、当該加盟国
に対して意見可能。

 投資審査における審査すべき対象業種（重要インフラ、重要技術（ＡＩ、半導体、サイバーセキュリティ）、機微情
報等）や判断要素（外国政府による支配の有無等）を例示。

 ＥＵ域外国との投資審査制度に係る情報共有等の協力の推進。

 2018年６月、企業法を改正し、武器技術、高度デュアルユース品、サイバー技術等の業種について規制対象

基準を引き下げ（7000万ポンド→100万ポンド）。

 2017年７月に外国貿易令を改正し、事前届出業種に武器の専用製造装置等を追加、及び事後審査対象として

重要インフラやサイバー技術を重点審査することを明記。また、2018年12月にも同令を改正し、事後審査の重

点審査対象にメディア関連企業を追加したほか、事前届出及び事後審査の重点審査対象については、規制対

象出資比率を引き下げ（25％→10％）。

フランス

 2019年１月に政令改正を行い、半導体、ロボティクス、サイバーセキュリティ、データセンター等を審査対象に

追加。
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（参考）欧州各国の投資審査制度

イギリス フランス ドイツ

法律名 企業法 通貨金融法典 対外経済法

規制
方式

事後介入方式
（任意届出方式）
※内外無差別

事前許可方式
（無届け事案等に対しては

事後介入）

事前届出方式
（安保関連）
事後介入方式

（公共秩序関連）

審査
主体

競争・市場機構
（競争・独禁関係）

ビジネス・エネルギー
産業戦略省

（公共利益関係）

経済・財政省
連邦経済・
エネルギー省

対象
業種 全業種

武器、軍民両用品、
暗号通信、警備等

⇒半導体、ロボティクス、サ
イバーセキュリティ、データ
センター等を審査対象に追加
【2019年1月施行】

事前：武器、暗号システム等の製
造業
⇒武器製造装置の製造業等を追加
【2017年7月施行】

事後：全業種
⇒重点審査対象として、重要イン
フラ運営企業、クラウドサービス
等を明記【同上】、メディア関連
企業を追加【2018年12月】

審査
事由

公共の利益
公序良俗、
公共の安全、
国家防衛

事前：安全保障
事後：公共秩序

対象
取引

英国企業の合併・買収

⇒武器技術・サイバー技術等に
ついて、規制対象基準の引き下
げ（7,000万£→100万£）
【2018年6月施行】

33.3％超の資本
又は議決権取得

事前・事後共に25％以上の議決権
取得
⇒事前については10％以上に引き
下げ、事後も重点審査対象のみ
10％以上に引き下げ【2018年12
月施行】
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告示改正により事前審査に追加する業種案

＜情報処理関連の機器・部品製造業種＞ ＜情報処理関連のソフトウェア製造業種＞

＜情報サービス関連業種＞
地域電気通信業 ※
⻑距離電気通信業 ※
有線放送電話業
その他の固定電気通信業 ※
移動電気通信業 ※
情報処理サービス業
インターネット利⽤サポート業 ※

集積回路製造業
半導体メモリメディア製造業
光ディスク･磁気ディスク･磁気テープ製造業
電⼦回路実装基板製造業
有線通信機械器具製造業
携帯電話機･PHS電話機製造業
無線通信機械器具製造業
電⼦計算機製造業
パーソナルコンピュータ製造業
外部記憶装置製造業

受託開発ソフトウェア業
組込みソフトウェア業
パッケージソフトウェア業

• 今次の告示改正は、安全保障上重要な技術の流出や、我が国の防衛生産・技術基盤の棄損など、

我が国の安全保障に重大な影響を及ぼす事態を適切に防止する観点から、以下の業種案に対する

対内直接投資を、事前届出の対象とするもの。

• 本業種案に関するパブリックコメントを実施（３月27日（水）から４月25日（木）まで）。

※ 対象範囲を拡大
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