
図表索引

CW6_A6372C_図表索引.indd   355 2014/07/31   8:57:45



図表索引

第Ⅰ-1-1-1 図	 世界の実質 GDP 成長率、貿易量、失業率の推移（年率） 	  4
第Ⅰ-1-1-2 図	 先進国と新興国・途上国の経済成長見通し 	  4
第Ⅰ-1-1-3 図	 主要国の経済成長見通し 	  5
第Ⅰ-1-1-4 図	 世界の GDP 構成比の比較（2007 年、2013 年、2019 年） 	  5
第Ⅰ-1-1-5 図	 世界経済に占める新興国・途上国の規模の内訳（2007～2019 年） 	  6
第Ⅰ-1-1-6 図	 世界の貿易量の推移 	  6
第Ⅰ-1-1-7 図	 主要国・地域の貿易量の推移（指数、3ヶ月移動平均） 	  7
第Ⅰ-1-1-8 図	 主要国・地域の輸出額の推移 	  7
第Ⅰ-1-1-9 図	 主要国の失業率の推移 	  8
第Ⅰ-1-1-10 図	 主要地域における若年失業率の推移 	  8
第Ⅰ-1-1-11 図	 主要国の鉱工業生産指数の推移 	  9
第Ⅰ-1-1-12 図	 主要国における家計の最終消費支出の伸び率（年率） 	  10
第Ⅰ-1-1-13 図	 主要国における新車販売台数の推移 	  10
第Ⅰ-1-1-14 図	 先進国及び新興国における新車販売台数の推移 	  11
第Ⅰ-1-1-15 図	 米国の投資収支の推移（年次） 	  11
第Ⅰ-1-1-16 図	 海外による対米投資（米国の対内投資）の推移 	  12
第Ⅰ-1-1-17 図	 海外公的部門による対米投資の内訳 	  12
第Ⅰ-1-1-18 図	 海外民間部門による対米投資の内訳 	  12
第Ⅰ-1-1-19 図	 米国による対外投資の推移 	  12
第Ⅰ-1-1-20 図	 米民間部門による対外投資の内訳 	  13
第Ⅰ-1-1-21 図	 海外による対米投資：投資元の地域の内訳（実額、年次） 	  13
第Ⅰ-1-1-22 表	 海外による対米投資に占める投資元の地域別シェア（％、年次） 	  13
第Ⅰ-1-1-23 図	 海外による対米投資：投資元の国の内訳（実額、年次） 	  13
第Ⅰ-1-1-24 図	 米国の対外投資：投資先の地域の内訳（実額、年次） 	  14
第Ⅰ-1-1-25 表	 米国の対外投資に占める地域別シェア（％、年次） 	  14
第Ⅰ-1-1-26 図	 民間資本フロー（ネット）の動向及び内訳（新興国・途上国） 	  14
第Ⅰ-1-1-27 図	 地域別にみた民間資本フロー（ネット）の推移：アジア新興国 	  15
第Ⅰ-1-1-28 図	 地域別にみた民間資本フロー（ネット）の推移：欧州新興国 	  16
第Ⅰ-1-1-29 図	 地域別にみた民間資本フロー（ネット）の推移：CIS 	  16
第Ⅰ-1-1-30 図	 地域別にみた民間資本フロー（ネット）の推移：ラテンアメリカ・カリブ諸国 	  16
第Ⅰ-1-1-31 図	 地域別にみた民間資本フロー（ネット）の推移：中東 	  17
第Ⅰ-1-1-32 図	 地域別にみた民間資本フロー（ネット）の推移：サブサハラ・アフリカ 	  17
第Ⅰ-1-2-1 表	 米国 FRB による量的金融緩和の実施及び第 3 弾縮小の状況 	  18
第Ⅰ-1-2-2 図	 主要新興国におけるリーマン・ショック後の経常収支の黒字縮小又は赤字拡大状況 	  19
第Ⅰ-1-2-3 図	 新興国ファンドへの資本フロー（ネット） 	  19
第Ⅰ-1-2-4 図	 新興国の為替の推移（対ドル） 	  20
第Ⅰ-1-2-5 図	 主要新興国の実質 GDP 成長率 	  20
第Ⅰ-1-2-6 図	 ASEAN主要国の実質GDP成長率 	  20
第Ⅰ-1-2-7 図	 主要新興国の外貨準備高 	  20
第Ⅰ-1-2-8 図	 ASEAN 主要国の外貨準備高 	  20
第Ⅰ-1-2-9 図	 主要新興国の消費者物価指数 	  21

2014 White Paper on International Economy and Trade356

図表索引

CW6_A6372_図表索引_J.indd   356 2014/07/31   8:57:15



第Ⅰ-1-2-10 図	 ASEAN 主要国の消費者物価指数 	  21
第Ⅰ-1-2-11 図	 通貨のぜい弱な新興国における為替推移（対ドル） 	  21
第Ⅰ-1-2-12 図	 新興国の経常収支対 GDP 比と為替変化率 	  21
第Ⅰ-1-2-13 図	 主な新興国の対外債務残高、外貨準備高、短期対外債務残高の推移 	  22
第Ⅰ-1-2-14 表	 新興国における通貨下支えのための政策対応 	  23
第Ⅰ-1-2-15 図	 新興国の政策対応による通貨下支えの効果 	  23
コラム第 1-1 図	 新興国の通貨動向（2013 年 5 月～2014 年 4 月） 	  24
コラム第 2-1 図	 主要新興国・地域の株価指数の推移 	  25
コラム第 2-2 図	 主要新興国・地域の国債スプレッドの推移 	  25
第Ⅰ-2-1-1 図	 貿易額、貿易収支の推移 	  30
第Ⅰ-2-1-2 図	 輸出関連各指数の推移 	  30
第Ⅰ-2-1-3 図	 輸入関連各指数の推移 	  30
第Ⅰ-2-1-4 表	 我が国の貿易額（相手国・地域別） 	  31
第Ⅰ-2-1-5 図	 貿易収支推移（相手国・地域別） 	  31
第Ⅰ-2-1-6 図	 主要品目別輸出額推移 	  32
第Ⅰ-2-1-7 図	 主要品目別輸入額推移 	  32
第Ⅰ-2-1-8 表	 貿易相手国・地域別の輸出額増減寄与度 	  32
第Ⅰ-2-1-9 表	 貿易相手国・地域別の輸入額増減寄与度 	  32
第Ⅰ-2-1-10 図	 貿易収支（前年差）の要因分解 	  33
第Ⅰ-2-1-11 図	 貿易収支（前年同期差）の要因分解（2013 年） 	  33
第Ⅰ-2-1-12 図	 貿易収支（前年同期差）の要因分解（2005 年） 	  33
第Ⅰ-2-1-13 図	 輸出数量（前年同月比）の寄与度分解（2013 年） 	  33
第Ⅰ-2-1-14 図	 輸入数量（前年同月比）の寄与度分解（2013 年） 	  34
第Ⅰ-2-1-15 図	 輸入価格（前年同月比）の寄与度分解（2013 年） 	  34
第Ⅰ-2-2-1 図	 主要品目別貿易収支の比較（2005、2010、2013 年） 	  35
第Ⅰ-2-2-2 図	 2010 年から 2013 年にかけての貿易収支の増減幅 	  35
第Ⅰ-2-2-3 図	 電気機器の主要品目別貿易収支の比較（2005、2010、2013 年） 	  35
第Ⅰ-2-2-4 図	 一般機械の主要品目別貿易収支の比較（2010、2013 年） 	  36
第Ⅰ-2-2-5 表	 日本の輸出額上位 5 品目（HS コード 2 桁ベース、2013 年） 	  36
第Ⅰ-2-2-6 図	 	日本、ドイツ、韓国の乗用車（HS8703）の貿易特化係数・輸出額伸び率（前年比）、	

輸出額の推移 	  37
第Ⅰ-2-2-7 図	 	日本、ドイツ、韓国の自動車部品（HS8708）の貿易特化係数・輸出額伸び率（前年比）、	

輸出額の推移 	  37
第Ⅰ-2-2-8 図	 	日本、ドイツ、韓国の一般機械（HS84）の貿易特化係数・輸出額伸び率（前年比）、	

輸出額の推移 	  37
第Ⅰ-2-2-9 図	 	日本、ドイツ、韓国の電気機器（HS85）の貿易特化係数・輸出額伸び率（前年比）、	

輸出額の推移 	  38
第Ⅰ-2-2-10 図	 	日本、ドイツ、韓国の精密機器（HS90）の貿易特化係数・輸出額伸び率（前年比）、	

輸出額の推移 	  38
第Ⅰ-2-2-11 図	 	日本、ドイツ、韓国の鉄鋼（HS72）の貿易特化係数・輸出額伸び率（前年比）、	

輸出額の推移 	  38
第Ⅰ-2-3-1 図	 経営戦略への影響（2008 年半ば以降（為替は円高方向に推移）） 	  39
第Ⅰ-2-3-2 図	 国内生産設備への影響（2012 年 11 月以降（為替は円安方向に推移）） 	  39
第Ⅰ-2-3-3 図	 海外生産設備への影響（2012 年 11 月以降（為替は円安方向に推移）） 	  40

通商白書  2014 357

図表索引

図
表
索
引

CW6_A6372_図表索引_J.indd   357 2014/07/31   8:57:16



第Ⅰ-2-3-4 図	 	円安方向に推移する中でも海外生産設備投資計画を拡充または変更しない理由	
（複数回答、上位 3 つ） 	  40

第Ⅰ-2-3-5 図	 実質実効為替レートと輸出物価（全製品・契約通貨ベース）の動き 	  40
第Ⅰ-2-3-6 図	 実質実効為替レートと輸出物価（品目別・契約通貨ベース）の動き 	  41
第Ⅰ-2-3-7 図	 実質実効為替レートと輸出物価（品目別・契約通貨ベース）の動き（2012 年～2013 年） 	  41
第Ⅰ-2-3-8 図	 	主要輸出製品の契約通貨建て輸出価格の改定	

（2008 年半ばから 2010 年末（為替は円高方向に推移）） 	  41
第Ⅰ-2-3-9 図	 	輸出価格の改定を行わなかった理由	

（2008 年半ばから 2010 年末（為替は円高方向に推移）） 	  41
第Ⅰ-2-3-10 図	 	主要輸出製品の契約通貨建て輸出価格の改定	

（2012 年 11 月以降（為替は円安方向に推移）） 	  42
第Ⅰ-2-3-11 図	 	輸出価格の改定を行っていない企業の今後の輸出価格改定方針	

（2012 年 11 月以降（為替は円安方向に推移）） 	  42
第Ⅰ-2-3-12 図	 	輸出価格の引き下げを行う予定がない理由	

（2012 年 11 月以降（為替は円安方向に推移）） 	  42
第Ⅰ-2-3-13 図	 主要輸出製品の輸出数量の変化（2008 年半ばから 2010 年末（為替は円高方向に推移）） 	  43
第Ⅰ-2-3-14 図	 輸出数量減少の理由（2008 年半ばから 2010 年末（為替は円高方向に推移）） 	  43
第Ⅰ-2-3-15 図	 主要輸出製品の輸出数量の変化（2012 年 11 月以降（為替は円安方向に推移）） 	  43
第Ⅰ-2-3-16 図	 輸出数量増加の理由（2012 年 11 月以降（為替は円安方向に推移）） 	  44
コラム第 3-1 図	 ドイツの実質実効為替レートと輸出物価（全製品・自国通貨ベース）の動き 	  45
コラム第 3-2 図	 ドイツの実質実効為替レートと輸出物価（品目別・自国通貨ベース）の動き 	  45
コラム第 3-3 図	 韓国の実質実効為替レートと輸出物価（全製品・契約通貨ベース）の動き 	  46
コラム第 3-4 図	 韓国の実質実効為替レートと輸出物価（品目別・契約通貨ベース）の動き 	  46
第Ⅰ-2-4-1 図	 サービス収支の推移（2000 年～2013 年） 	  47
第Ⅰ-2-4-2 図	 旅行収支、訪日外客数、出国日本人数の推移（2000 年～2013 年） 	  47
第Ⅰ-2-4-3 図	 産業財産権等使用料・著作権等使用料（受取・支払）の推移（2000 年～2013 年） 	  47
第Ⅰ-2-5-1 図	 第一次所得収支の推移（2000 年～2013 年） 	  48
第Ⅰ-2-5-2 図	 対外投資残高の推移（2000 年～2012 年） 	  48
第Ⅰ-2-5-3 図	 直接投資収益の推移（2000 年～2013 年） 	  48
第Ⅰ-2-5-4 図	 証券投資収益の推移（2000 年～2013 年） 	  48
第Ⅰ-2-5-5 図	 各国の対外直接投資残高の推移 	  49
第Ⅰ-2-5-6 図	 各国の対外直接投資残高の業種別比率（2012 年） 	  49
第Ⅰ-2-5-7 図	 各国の対外直接投資収益率の推移 	  49
第Ⅰ-2-5-8 図	 各国の対外証券投資残高の推移 	  50
第Ⅰ-2-5-9 図	 各国の対外証券投資収益率の推移 	  50
第Ⅰ-2-6-1 図	 経常収支の推移（2000 年～2013 年） 	  51
第Ⅰ-2-6-2 図	 米国の経常収支の推移 	  51
第Ⅰ-2-6-3 図	 英国の経常収支の推移 	  51
第Ⅰ-2-6-4 図	 ドイツの経常収支の推移 	  52
第Ⅰ-2-6-5 図	 フランスの経常収支の推移 	  52
第Ⅰ-2-6-6 図	 韓国の経常収支の推移 	  52
第Ⅰ-2-6-7 図	 世界の経常収支図表 	  53
第Ⅰ-2-6-8 表	 経常収支黒字拡大又は赤字縮小国 	  53
第Ⅰ-2-6-9 表	 経常収支黒字縮小又は赤字拡大国 	  54

2014 White Paper on International Economy and Trade358

図表索引

CW6_A6372_図表索引_J.indd   358 2014/07/31   8:57:16



第Ⅱ-1-1-1 表	 近年の欧州における主な労働政策 	  59
第Ⅱ-1-1-2 図	 長期失業率と格差（所得移転前） 	  60
第Ⅱ-1-1-3 図	 北欧及びオランダの労働政策指標 	  61
第Ⅱ-1-1-4 図	 ドイツの労働政策指標 	  61
第Ⅱ-1-1-5 図	 南欧の労働政策指標 	  61
第Ⅱ-1-1-6 図	 英国及び米国の労働政策指標 	  62
第Ⅱ-1-1-7 図	 失業率の推移 	  62
第Ⅱ-1-1-8 図	 長期失業率の推移 	  62
第Ⅱ-1-1-9 図	 各国労働者の勤続期間別割合 	  63
第Ⅱ-1-1-10 図	 年間平均賃金 	  63
第Ⅱ-1-1-11 図	 各国の最低賃金比率 	  63
第Ⅱ-1-1-12 図	 貧困率とジニ係数（所得移転前後） 	  63
第Ⅱ-1-1-13 図	 各国失業者の失業期間別割合 	  64
第Ⅱ-1-1-14 表	 主要国の失業手当補償率（対従前賃金） 	  65
第Ⅱ-1-1-15 図	 失業手当の補償率（社会扶助等除く） 	  65
第Ⅱ-1-1-16 図	 失業手当の補償率（社会扶助等含む） 	  65
第Ⅱ-1-1-17 図	 デンマークの労働市場政策費用（失業者一人当たり） 	  65
第Ⅱ-1-1-18 図	 デンマークの労働市場政策費用の推移 	  65
コラム第 4-1 図	 労働時間の柔軟性 	  66
コラム第 4-2 図	 女性の労働参加率の推移 	  66
コラム第 4-3 図	 有期雇用者数（オランダ） 	  66
コラム第 4-4 図	 欧州の解雇規制（個人） 	  66
コラム第 4-5 図	 雇用形態別貧困率 	  67
コラム第 4-6 図	 派遣浸透率 	  67
コラム第 5-1 図	 スウェーデンの労働市場政策費用の推移 	  68
コラム第 5-2 図	 各国の労働市場政策費用内訳（失業者一人当たり） 	  69
コラム第 5-3 表	 欧州各国の生産性（一人当たり付加価値） 	  69
コラム第 5-4 図	 一人当たり人件費と生産性の産業別分布 	  70
第Ⅱ-1-1-19 表	 主要国の失業手当最長給付期間 	  71
第Ⅱ-1-1-20 図	 ドイツの労働市場政策費用推移 	  72
第Ⅱ-1-1-21 図	 求職者の積極的労働市場プログラム参加率（ドイツ） 	  72
第Ⅱ-1-1-22 図	 労働市場プログラム参加者に占める長期失業者割合（ドイツ） 	  72
第Ⅱ-1-1-23 図	 欧州の有期・派遣雇用契約規制 	  73
第Ⅱ-1-1-24 図	 主要国の年間平均賃金の推移 	  73
第Ⅱ-1-1-25 図	 時間あたり賃金伸び率と GDP の伸び率の差の推移 	  74
第Ⅱ-1-1-26 図	 時間あたり賃金と GDP のマイナス成長期間数 	  74
第Ⅱ-1-1-27 図	 労使交渉への労働者の関与 	  74
第Ⅱ-1-1-28 図	 ドイツの失業率の推移 	  75
第Ⅱ-1-1-29 図	 ドイツの失業率と操業短縮手当制度適用者の割合 	  75
第Ⅱ-1-1-30 図	 一人当たり年間労働時間の推移 	  75
第Ⅱ-1-1-31 図	 ドイツの非典型労働者数の推移 	  75
第Ⅱ-1-1-32 図	 ドイツの失業給付Ⅱ受給者の内訳 	  76
第Ⅱ-1-1-33 図	 最低賃金比率と賃金格差 	  76
第Ⅱ-1-1-34 図	 ドイツの協定賃金（1 時間当たり賃金水準別） 	  77

通商白書  2014 359

図表索引

図
表
索
引

CW6_A6372_図表索引_J.indd   359 2014/07/31   8:57:16



第Ⅱ-1-1-35 図	 低賃金労働者比率（2010 年） 	  77
第Ⅱ-1-1-36 図	 ドイツの雇用・産業別月収比較 	  77
第Ⅱ-1-1-37 図	 GDP（変化率）と長期失業率の変化 	  78
第Ⅱ-1-1-38 図	 GDP（マイナス期間数）と長期失業率の変化 	  78
第Ⅱ-1-1-39 図	 スペインの失業率推移（年齢別） 	  78
第Ⅱ-1-1-40 図	 スペインの労働参加率推移（年齢別） 	  78
第Ⅱ-1-1-41 図	 スペインの若年労働状況 	  78
第Ⅱ-1-1-42 図	 スペインの 25 才以上の労働状況 	  78
第Ⅱ-1-1-43 図	 失業に移行した者の前年の雇用形態別割合（スペイン） 	  79
第Ⅱ-1-1-44 図	 労働者の雇用形態・年齢別減少率（スペイン） 	  79
第Ⅱ-1-1-45 図	 スペインの平均賃金（雇用形態別） 	  79
第Ⅱ-1-1-46 図	 有期雇用比率 	  79
第Ⅱ-1-1-47 図	 スペインの労働協約のタイプ別割合 	  80
第Ⅱ-1-1-48 図	 スペインの労働協約カバー率推移 	  80
第Ⅱ-1-1-49 図	 一人当たり労働時間と就労者数の推移（オランダ） 	  81
第Ⅱ-1-1-50 図	 OECD 加盟国の長期失業率とパート比率 	  81
第Ⅱ-1-1-51 図	 スペインの労働者数推移（雇用形態別） 	  81
第Ⅱ-1-1-52 図	 2008-2012 年の雇用形態別割合の増減 	  81
コラム第 7-1 図	 労働参加率とパート比率 	  83
コラム第 7-2 図	 パートタイムとフルタイムの賃金比率 	  83
第Ⅱ-1-1-53 図	 スペインの予算額推移 	  84
第Ⅱ-1-1-54 図	 欧州主要国の輸出単価指数の推移 	  84
第Ⅱ-1-1-55 図	 欧州主要国の輸出数量指数の推移 	  85
第Ⅱ-1-1-56 図	 EU 域外における企業競争力（欧州委員会景況感調査） 	  85
第Ⅱ-1-1-57 図	 スペイン向け海外直接投資残高 	  85
第Ⅱ-1-1-58 図	 スペインの労働者数推移（産業別） 	  85
第Ⅱ-1-2-1 図	 米国の景気後退期の実質 GDP の推移（左：先進国・地域、右：新興国） 	  86
第Ⅱ-1-2-2 図	 景気後退期からの回復推移の比較（左：実質 GDP、右：雇用者数） 	  87
第Ⅱ-1-2-3 図	 需要項目別実質 GDP の推移 	  87
第Ⅱ-1-2-4 図	 産業別実質 GDP の推移 	  87
第Ⅱ-1-2-5 図	 産業別雇用者数の推移 	  88
第Ⅱ-1-2-6 図	 製造業が占める研究開発費の割合（民間部門、2011 年） 	  88
第Ⅱ-1-2-7 図	 世界全体に占める名目付加価値の各国シェアの推移（左：サービス業、右：製造業） 	  89
第Ⅱ-1-2-8 図	 中国製造業の年平均賃金と伸び率（対前年比）の推移 	  89
第Ⅱ-1-2-9 図	 中国の省別の年平均賃金推移（全産業、2012 年） 	  90
第Ⅱ-1-2-10 図	 製造業における雇用者報酬の各国比較（ドル換算ベース） 	  90
第Ⅱ-1-2-11 図	 米国の地域別時間当たりの雇用者報酬（2013 年 12 月） 	  90
第Ⅱ-1-2-12 図	 製造業における単位労働コストの各国比較（現地通貨ベース、2000 年＝ 100） 	  91
第Ⅱ-1-2-13 図	 製造業における単位労働コストの水準（ドル換算ベース） 	  91
第Ⅱ-1-2-14 図	 中国発コンテナ船の運賃指数の推移 	  91
第Ⅱ-1-2-15 図	 WTI 原油先物価格の推移 	  91
第Ⅱ-1-2-16 図	 2012 年産業向けエネルギー価格（税込） 	  92
第Ⅱ-1-2-17 図	 産業向けエネルギー価格の対米国比 	  92
第Ⅱ-1-2-18 図	 エネルギー集約型製品の世界輸出市場シェアの推移 	  92

2014 White Paper on International Economy and Trade360

図表索引

CW6_A6372_図表索引_J.indd   360 2014/07/31   8:57:16



第Ⅱ-1-2-19 表	 「隠れたコスト」の例 	  92
第Ⅱ-1-2-20 表	 自立度と成熟度のマトリックス 	  93
第Ⅱ-1-2-21 図	 米国製造業企業幹部のリショアリングに対する見方 	  94
第Ⅱ-1-2-22 表	 米国企業によるリショアリング、国内投資事例 	  94
第Ⅱ-1-2-23 表	 米国以外の企業による米国投資事例 	  95
第Ⅱ-1-2-24 図	 名目 GDP に占める産業別シェアの推移 	  95
第Ⅱ-1-2-25 図	 雇用者数に占める産業別シェアの推移 	  95
第Ⅱ-1-2-26 図	 製造業の名目 GDP に占める業種別シェアの推移 	  95
第Ⅱ-1-2-27 図	 鉱工業生産指数の推移（左：主要業種、右：主要製造業） 	  96
第Ⅱ-1-2-28 図	 対内・対外直接投資のネット額の推移 	  96
第Ⅱ-1-2-29 図	 対内・対外直接投資額（主要製造業）の推移 	  96
第Ⅱ-1-2-30 図	 米国の中国向け対外直接投資額（製造業） 	  97
第Ⅱ-1-2-31 図	 米国の貿易収支の推移 	  97
第Ⅱ-1-2-32 図	 米国の財貿易赤字の推移 	  97
第Ⅱ-1-2-33 図	 主要工業用原材料の貿易推移（左：輸出、右：輸入） 	  98
第Ⅱ-1-2-34 図	 米国の時間当たり実質賃金の推移（左：全雇用者、右：生産現場雇用者・非管理職） 	  98
第Ⅱ-1-2-35 図	 製造業における単位労働コストの変化率（対前年比）の要因分解 	  99
第Ⅱ-1-2-36 図	 米国の天然ガス生産量の推移と見通し 	  100
第Ⅱ-1-2-37 図	 米国の原油生産量の推移と見通し 	  100
第Ⅱ-1-2-38 図	 	米国のエネルギーの国内供給量と消費量の推移と見通し	

（左：天然ガス、右：石油等液体燃料） 	  101
第Ⅱ-1-2-39 図	 シェールガス・オイル産出州の実質 GDP 成長率の推移図 	  101
第Ⅱ-1-2-40 図	 産業別実質 GDP 成長率への寄与度 	  101
第Ⅱ-1-2-41 図	 シェールガス・オイル産出州の失業率の推移 	  102
コラム第 8-1 表	 非在来型エネルギー革命による米国経済への影響 	  103
コラム第 8-2 表	 非在来型エネルギー生産増による家計の年間可処分所得増加額 	  103
第Ⅱ-1-2-42 図	 米国の地域別対外直接投資額（左：フロー、右：残高） 	  105
第Ⅱ-1-2-43 図	 米国と日本の直接投資残高の地域別シェア（1999 年、2012 年） 	  106
第Ⅱ-1-2-44 図	 米国の対外直接投資収益率（左：対世界、右：対アジア大洋州） 	  106
第Ⅱ-1-2-45 図	 在外子会社の地域別売上高の推移（上：額、下：シェア） 	  107
第Ⅱ-1-2-46 表	 在外子会社による財（サービス除く）の販売先の地域別シェア（2011 年） 	  107
第Ⅱ-1-2-47 図	 米多国籍企業の純利益の推移 	  107
第Ⅱ-1-2-48 図	 在外子会社における地域別純利益の推移（上：額、下：シェア） 	  108
第Ⅱ-1-2-49 図	 在外子会社における産業別純利益の推移（上：額、下：シェア） 	  108
第Ⅱ-1-2-50 図	 多国籍企業内における親会社と在外子会社における雇用者数の推移 	  108
第Ⅱ-1-2-51 図	 在外子会社における地域別雇用者数の推移 	  109
第Ⅱ-1-2-52 図	 アジア大洋州地域の在外子会社における雇用者数の推移 	  109
第Ⅱ-1-2-53 図	 中国、インドの在外子会社における雇用者数の推移 	  109
第Ⅱ-1-2-54 図	 在外子会社における産業別雇用者の推移（上：雇用者数、下：シェア） 	  109
第Ⅱ-1-2-55 図	 在外子会社における産業別名目付加価値の推移（上：額、下：シェア） 	  110
第Ⅱ-1-2-56 図	 在外子会社における製造業名目付加価値の内訳の推移（上：額、下：シェア） 	  110
第Ⅱ-1-2-57 図	 多国籍企業内における親会社と在外子会社における資本的支出（設備投資）の推移 	  110
第Ⅱ-1-2-58 図	 在外子会社における資本的支出（設備投資）の推移（上：額、下：シェア） 	  111
第Ⅱ-1-2-59 図	 アジア大洋州地域における資本的支出（設備投資）の推移 	  111

通商白書  2014 361

図表索引

図
表
索
引

CW6_A6372_図表索引_J.indd   361 2014/07/31   8:57:16



第Ⅱ-1-2-60 表	 アジア大洋州地域主要国における資本的支出（設備投資）（2011 年） 	  111
第Ⅱ-1-2-61 図	 多国籍企業内における親会社と在外子会社における研究開発費の推移 	  112
第Ⅱ-1-2-62 図	 在外子会社における地域別研究開発費の推移（上：額、下：シェア） 	  112
第Ⅱ-1-2-63 図	 アジア大洋州地域における研究開発費の推移（上：額、下：シェア） 	  112
第Ⅱ-1-3-1 図	 中国の実質 GDP 成長率の推移 	  113
第Ⅱ-1-3-2 図	 主要国の名目 GDP（ドルベース）の推移 	  113
第Ⅱ-1-3-3 図	 中国の省市とアジア主要国・地域の総生産額（2013 年） 	  113
第Ⅱ-1-3-4 図	 中国の貿易の推移 	  114
第Ⅱ-1-3-5 図	 世界の輸出に占める主要国のシェアの推移 	  114
第Ⅱ-1-3-6 図	 中国の主要輸出品の世界輸出に占めるシェア 	  114
第Ⅱ-1-3-7 図	 世界の主要な輸出先シェアの推移 	  114
第Ⅱ-1-3-8 図	 主要国の輸出に占める輸出先シェアの推移 	  115
第Ⅱ-1-3-9 図	 豪州、ブラジルの主要輸出品とその輸出先 	  116
第Ⅱ-1-3-10 図	 中国の外貨準備額と米国債保有額の推移 	  117
第Ⅱ-1-3-11 図	 中国の人口構成の推移 	  117
第Ⅱ-1-3-12 図	 中国の求人倍率（都市部）の推移 	  118
第Ⅱ-1-3-13 図	 中国の平均賃金の推移（製造業） 	  118
第Ⅱ-1-3-14 図	 海外日系企業の基本給月額（製造業／作業員） 	  118
第Ⅱ-1-3-15 図	 人民元の為替レートの推移 	  118
第Ⅱ-1-3-16 図	 中国の輸出の GDP 比の推移 	  119
第Ⅱ-1-3-17 図	 日本の輸出の GDP 比の推移 	  119
第Ⅱ-1-3-18 図	 中国の対内直接投資の推移 	  119
第Ⅱ-1-3-19 図	 中国の対内直接投資（2013 年） 	  119
第Ⅱ-1-3-20 図	 日本の対中直接投資の推移 	  119
第Ⅱ-1-3-21 図	 中国のジニ係数の推移 	  120
第Ⅱ-1-3-22 図	 主要国のジニ係数の比較 	  120
第Ⅱ-1-3-23 図	 中国の地域別一人当たり GDP（2012） 	  120
第Ⅱ-1-3-24 図	 中国の地域別一人当たり GDP（2012） 	  120
第Ⅱ-1-3-25 図	 中国の都市部と農村部の一人当たり所得の推移 	  121
第Ⅱ-1-3-26 図	 中国の GDP 伸び率の寄与度の推移 	  121
第Ⅱ-1-3-27 図	 中国の固定資産投資の業種別寄与度の推移 	  122
第Ⅱ-1-3-28 図	 中国の主要製品の在庫（前年同期比）の推移 	  122
第Ⅱ-1-3-29 図	 中国の生産者物価の伸び率（前年同期比）の推移 	  122
第Ⅱ-1-3-30 表	 中国の設備稼働率 	  122
第Ⅱ-1-3-31 図	 主要国における鉄鋼・自動車の生産量の推移 	  123
第Ⅱ-1-3-32 図	 中国の GDP 構成比の推移 	  123
第Ⅱ-1-3-33 図	 中国の国内貯蓄・投資の対 GDP 比の推移 	  123
第Ⅱ-1-3-34 図	 中国の労働分配率の推移 	  124
第Ⅱ-1-3-35 図	 中国の鉱工業分野の企業の総資産に占めるシェアの推移 	  124
第Ⅱ-1-3-36 図	 中国の鉱工業分野の企業の事業収入におけるシェア（2012） 	  124
第Ⅱ-1-3-37 図	 中国の鉱工業分野の企業の総資産利益率の推移 	  124
第Ⅱ-1-3-38 図	 中国の産業構造の推移 	  125
第Ⅱ-1-3-39 表	 中国の都市部における業種別就業者 	  125
第Ⅱ-1-3-40 図	 中国の研究開発費の推移 	  126

2014 White Paper on International Economy and Trade362

図表索引

CW6_A6372_図表索引_J.indd   362 2014/07/31   8:57:17



第Ⅱ-1-3-41 図	 中国の特許等の件数の推移 	  126
第Ⅱ-1-3-42 図	 特許の国際出願上位 10 か国 	  126
第Ⅱ-1-3-43 表	 特許の国際出願上位 10 社の国籍 	  126
第Ⅱ-1-3-44 図	 中国の都市化の推移 	  127
第Ⅱ-1-3-45 表	 中国（上海）自由貿易試験区の概要 	  127
第Ⅱ-1-3-46 図	 中国の都市従業者基本養老保険（年金）加入者数の推移 	  127
第Ⅱ-1-3-47 図	 中国の都市従業者基本医療保険加入者数の推移 	  127
第Ⅱ-1-3-48 図	 人民元の為替レートに係る制度変更 	  128
第Ⅱ-1-3-49 図	 中国の政策金利及び金利規制の推移 	  128
第Ⅱ-1-3-50 図	 中国の社会融資総量・銀行融資（ストック）の試算 	  128
第Ⅱ-1-3-51 図	 中国の通貨供給量及び社会融資総量の伸び率 	  129
第Ⅱ-1-3-52 図	 中国の社会融資総量（内訳）の推移 	  129
第Ⅱ-1-3-53 図	 中国の銀行間取引金利（SHIBOR）の推移 	  129
第Ⅱ-1-3-54 図	 中国の地方政府の財政の推移 	  129
第Ⅱ-1-3-55 表	 中国の政府性債務残高 	  130
第Ⅱ-1-3-56 図	 中国の地方政府性債務残高と調達方法 	  130
第Ⅱ-1-3-57 表	 三中全会の決定概要 	  131
第Ⅱ-1-3-58 表	 中国の 2014 年の主要経済目標 	  132
第Ⅱ-1-3-59 表	 2014 年の構造改革関係の重点活動（全人代政府活動報告から） 	  132
第Ⅱ-1-4-1 図	 ASEAN4 の実質 GDP成長率の推移 	  133
第Ⅱ-1-4-2 図	 	ASEAN4 の実質 GDP 成長率及び需要項目別寄与度の推移	

（左：年ベース、右：四半期ベース） 	  133
第Ⅱ-1-4-3 図	 ASEAN4 の実質 GDP 成長率及び需要項目の推移（前年同期比） 	  133
第Ⅱ-1-4-4 図	 ASEAN4 の名目 GDP の需要項目別構成比の推移（1995-2012 年） 	  134
第Ⅱ-1-4-5 図	 ASEAN4 の名目 GDP の産業別構成比の推移（1980-2012 年） 	  134
第Ⅱ-1-4-6 図	 ASEAN4 の経常収支の推移 	  135
第Ⅱ-1-4-7 図	 タイの自動車生産台数の推移 	  136
第Ⅱ-1-4-8 表	 5 トン以下貨物自動車の主要輸出国 	  136
第Ⅱ-1-4-9 図	 タイの対内直接投資額の推移（業種別） 	  137
第Ⅱ-1-4-10 図	 タイの輸出額の推移（左：総額、右：主要製造業別） 	  137
第Ⅱ-1-4-11 図	 タイの製造業平均賃金の推移 	  138
第Ⅱ-1-4-12 図	 マレーシアの製造業対内直接投資額の推移（業種別） 	  138
第Ⅱ-1-4-13 図	 マレーシアの輸出額の推移 	  138
第Ⅱ-1-4-14 図	 	マレーシアの名目 GDP に占める製造業のシェア及び製造業名目 GDP に占める	

電気・電子産業のシェアの推移 	  139
第Ⅱ-1-4-15 表	 マレーシアの名目 GDP の産業別構成比（2013 年） 	  139
第Ⅱ-1-4-16 表	 マレーシアの経済政策の概要（2010 年発表） 	  140
第Ⅱ-1-4-17 図	 ASEAN4 の財政収支（GDP 比）の推移 	  140
第Ⅱ-1-4-18 図	 インドネシアの生産工程別財輸出額及びシェアの推移（左：輸出額、右：シェア） 	  141
第Ⅱ-1-4-19 図	 インドネシアの素材の輸出額の推移（産業別） 	  142
第Ⅱ-1-4-20 図	 インドネシアの貿易額の推移（財別） 	  142
第Ⅱ-1-4-21 表	 インドネシアの政策パッケージ 	  143
第Ⅱ-1-4-22 図	 インドネシアの対内直接投資額の推移（主要産業別） 	  143
第Ⅱ-1-4-23 図	 インドネシアの対内直接投資額の推移（主要国・地域別） 	  143

通商白書  2014 363

図表索引

図
表
索
引

CW6_A6372_図表索引_J.indd   363 2014/07/31   8:57:17



第Ⅱ-1-4-24 図	 フィリピンの海外労働者及び失業率の推移 	  144
第Ⅱ-1-4-25 図	 海外労働者送金額の推移（2013 年予測上位 10 か国） 	  144
第Ⅱ-1-4-26 図	 フィリピンの IT アウトソーシング産業の売上高（左）と雇用者数（右）の推移 	  145
第Ⅱ-1-4-27 図	 フィリピンの IT アウトソーシング産業への対内直接投資額の推移（投資国別） 	  145
第Ⅱ-1-4-28 図	 	フィリピンの IT アウトソーシング産業の輸出額の推移（左）と	

2011 年輸出先国シェア（右） 	  146
第Ⅱ-2-1-1 図	 世界市場ボラティリティ指数の推移（1994 年 1 月 28 日～2014 年 3 月 14 日） 	  149
第Ⅱ-2-1-2 図	 メキシコのデット・サービス・レシオとネット・トランスファー比率の推移 	  149
第Ⅱ-2-1-3 図	 メキシコの対外債務残高の対 GNI 比の推移 	  149
第Ⅱ-2-1-4 図	 メキシコのプライマリー・バランス及び財政収支の対 GDP 比の推移 	  150
第Ⅱ-2-1-5 図	 メキシコの直接投資と証券及びその他投資のインフローの推移（ネット） 	  150
第Ⅱ-2-1-6 図	 メキシコの経常収支と資本収支の対 GDP 比と総準備（金除く）の推移 	  151
第Ⅱ-2-1-7 図	 メキシコ・ペソの実質実効為替レート（ナローベース）の推移 	  151
第Ⅱ-2-1-8 図	 メキシコの債務構造の年代別比較 	  152
第Ⅱ-2-1-9 図	 伝染効果：アジア通貨危機の影響の伝播状況 	  152
第Ⅱ-2-1-10 図	 アジア 5 か国の実質実効為替レート（ブロードベース）の推移 	  152
第Ⅱ-2-1-11 図	 アジア諸国における為替レート変動の伝播の因果関係 	  153
第Ⅱ-2-1-12 図	 アジア 5 か国の投資収支の推移 	  154
第Ⅱ-2-1-13 図	 アジア 5 か国の経常収支の対 GDP 比の推移 	  155
第Ⅱ-2-1-14 図	 アジア 5 か国の対外債務残高関連指標の推移 	  155
第Ⅱ-2-1-15 図	 アジア 5 か国のデット・サービス・レシオの推移 	  156
第Ⅱ-2-1-16 表	 アジア通貨危機の概要と IMF プログラムの比較 	  156
第Ⅱ-2-1-17 表	 アジア通貨危機発生の各国の共通要因と個別要因 	  156
第Ⅱ-2-1-18 表	 アジア通貨危機における各国のぜい弱性の要因 	  157
第Ⅱ-2-1-19 表	 国際金融のトリレンマに対する各国の対応 	  158
第Ⅱ-2-1-20 図	 不良債権の商業融資残高に対する比率の推移 	  159
第Ⅱ-2-1-21 図	 リスク調整後自己資本比率の推移 	  159
第Ⅱ-2-1-22 図	 S&P ケース・シラー住宅価格指数（20 都市）の推移 	  159
第Ⅱ-2-1-23 図	 ボラティリティ・ヒートマップ 	  160
第Ⅱ-2-1-24 図	 外貨準備高（期末値）の推移 	  160
第Ⅱ-2-1-25 図	 新興国の対外及び対内ぜい弱性 	  160
第Ⅱ-2-1-26 図	 新興国における最近の金融ストレス 	  161
コラム第 9-1 図	 新興国等の発行体信用格付の推移（2000 年 1 月 1 日～2014 年 4 月 28 日） 	  162
第Ⅱ-2-1-27 表	 ぜい弱性指標のリスト 	  164
第Ⅱ-2-1-28 表	 各チャネルを通じたショックに対するぜい弱性ランキング 	  165
第Ⅱ-2-1-29 図	 GDP 成長率の減速とぜい弱性指数との相関 	  165
第Ⅱ-2-1-30 表	 リスク耐性指標のリスト 	  165
第Ⅱ-2-1-31 図	 リスク耐性指標のレーダーチャート 	  166
第Ⅱ-2-1-32 表	 各グループにおけるリスク耐性指標の評価（スコアの単純平均値（2012 年）） 	  167
第Ⅱ-2-1-33 表	 経常収支対 GDP 比のスコアの推移 	  168
第Ⅱ-2-1-34 表	 短期対債務／総準備のスコアの推移 	  168
第Ⅱ-2-1-35 表	 財政収支対 GDP 比のスコアの推移 	  169
第Ⅱ-2-1-36 表	 政府債務対 GDP 比のスコアの推移 	  169
第Ⅱ-2-1-37 表	 失業率のスコアの推移 	  169

2014 White Paper on International Economy and Trade364

図表索引

CW6_A6372_図表索引_J.indd   364 2014/07/31   8:57:17



第Ⅱ-2-1-38 表	 インフレ率のスコアの推移 	  169
第Ⅱ-2-1-39 表	 資源・一次産品依存のスコアの推移 	  170
第Ⅱ-2-1-40 表	 （輸出先の）国・地域の偏りのスコアの推移 	  170
第Ⅱ-2-1-41 表	 証券投資比率のスコアの推移 	  170
第Ⅱ-2-1-42 図	 リスク耐性指標（2012 年）と国債の信用格付との相関 	  171
第Ⅱ-2-1-43 表	 成長基盤指標のリスト 	  171
第Ⅱ-2-1-44 図	 成長基盤指標のレーダーチャート 	  172
第Ⅱ-2-1-45 表	 各グループにおける成長基盤指標の評価（スコアの単純平均値（2012 年）） 	  173
第Ⅱ-2-1-46 図	 新興国の成長基盤指標と一人当たり実質 GDP	（PPP 換算）との相関 	  174
第Ⅱ-2-1-47 表	 各ガバナンス指標の定義 	  174
第Ⅱ-2-1-48 図	 ガバナンス指標と一人当たり実質 GDP（PPP 換算）との間の相関関係 	  175
第Ⅱ-2-1-49 図	 リスク耐性指標と成長基盤指標の散布図 	  176
第Ⅱ-2-1-50 図	 リスク耐性指標と成長基盤指標の散布図（2005～12 年） 	  177
第Ⅱ-2-2-1 表	 IMF のコンディショナリティ 	  178
第Ⅱ-2-2-2 図	 韓国の財・サービスの輸出伸び率の推移（タイ、日本との比較） 	  179
第Ⅱ-2-2-3 図	 韓国の失業率の推移 	  179
第Ⅱ-2-2-4 図	 韓国の財政収支対 GDP 比の推移 	  180
第Ⅱ-2-2-5 図	 韓国の 30 大財閥の主要経営指標 	  180
第Ⅱ-2-2-6 図	 韓国の 30 大財閥の株式の内部所有比率 	  181
第Ⅱ-2-2-7 図	 韓国の産業別従業者数の推移 	  181
第Ⅱ-2-2-8 表	 韓国の FTA の締結状況 	  182
第Ⅱ-2-2-9 図	 韓国の産業別の FDI 制限指標（1997 年と 2013 年の比較） 	  183
第Ⅱ-2-2-10 表	 特別税制の導入施策（1999 年 5 月） 	  183
第Ⅱ-2-2-11 図	 韓国株式市場の上場企業数と時価総額比率 	  183
第Ⅱ-2-2-12 図	 韓国上場企業の株式の保有主体別割合（時価総額基準） 	  183
第Ⅱ-2-2-13 図	 韓国におけるベンチャー企業と Inno-biz 企業の推移 	  184
第Ⅱ-2-2-14 図	 韓国における企業の開廃業率の推移（日本との比較） 	  184
第Ⅱ-2-3-1 表	 ブラジル及びメキシコの輸出構造 	  185
第Ⅱ-2-3-2 図	 ブラジル及びメキシコの輸出額、対 GDP 比の推移 	  186
第Ⅱ-2-3-3 表	 ブラジル及びメキシコの過去の危機時の経済指標との比較 	  186
第Ⅱ-2-3-4 図	 関税率の推移 	  188
第Ⅱ-2-3-5 表	 メキシコとブラジルの FTA 締結状況 	  189
第Ⅱ-2-3-6 図	 メキシコへの対内直接投資（左）とメキシコへの日本からの直接投資（右） 	  189
第Ⅱ-2-3-7 図	 ブラジルへの対内直接投資（左）とブラジルへの日本からの直接投資 （右）	  190
第Ⅱ-2-3-8 図	 ブラジルの国内貸出金利の推移（左）、政策金利とインフレ率の推移（右） 	  190
第Ⅱ-2-3-9 図	 ブラジルレアルとメキシコペソの実質実効為替レート 	  190
第Ⅱ-2-3-10 図	 メキシコの政策金利とインフレ率の推移 	  190
第Ⅱ-2-3-11 図	 メキシコの全産業の事業規模と製造業の事業規模 	  191
第Ⅱ-2-3-12 表	 メキシコの家計調査 	  192
第Ⅱ-2-3-13 図	 所得階層意識 	  192
第Ⅱ-2-3-14 図	 ブラジルの最低賃金（左図）と正規雇用者数の推移（右図） 	  192
第Ⅱ-2-3-15 図	 ボルサ・ファミリア（普及家族数・GDP 比支出規模） 	  193
第Ⅱ-2-3-16 図	 ブラジルの所得階層別人口割合の推移 	  193
第Ⅱ-2-3-17 図	 メキシコの輸出相手国 	  193

通商白書  2014 365

図表索引

図
表
索
引

CW6_A6372_図表索引_J.indd   365 2014/07/31   8:57:17



第Ⅱ-2-3-18 図	 2013 年時点の米国の主要輸入国・地域 	  193
第Ⅱ-2-3-19 表	 米国の中国とメキシコからの輸入品 	  194
第Ⅱ-2-3-20 図	 メキシコの輸出における米国依存度 	  194
第Ⅱ-2-3-21 図	 ブラジルの輸出品の推移と輸出先の動向 	  194
第Ⅱ-2-3-22 図	 ブラジルの輸出相手国（2013 年）と推移 	  195
第Ⅱ-2-3-23 図	 ブラジルの鉄鉱石、大豆、原油の輸出先（2013 年） 	  195
第Ⅱ-2-3-24 表	 メキシコとブラジルの外貨建国債格付 	  195
第Ⅱ-2-3-25 表	 国内総貯蓄率（アジア新興国との比較） 	  196
第Ⅱ-2-3-26 図	 ブラジルのプライマリーバランス対 GDP 比の推移と目標値 	  196
第Ⅱ-2-3-27 図	 	ブラジルの家計の債務負担（左図）及び	

ブラジルの銀行貸出し残高の GDP 比推移（右図） 	  196
コラム第 11-1 図	ロシアの実質 GDP 成長率（寄与度分解） 	  197
コラム第 11-2 図	ロシアの輸出品目 	  198
コラム第 11-3 図	ロシアの輸入品目 	  198
コラム第 11-4 図	ロシアの輸出国 	  199
コラム第 11-5 図	ロシアの輸入国 	  199
コラム第 11-6 表	ロシアの国家予算（歳入）の内訳（2013 年 1-12 月） 	  199
コラム第 11-7 図	原油価格（WTI）とロシアの財政収支 	  200
コラム第 11-8 図	原油価格（WTI）とロシアの貿易収支 	  200
コラム第 11-9 図	原油価格（WTI）とロシア株価指数の推移 	  201
コラム第 11-10 図	 ロシアの製造業の対内投資動向（フローとストック） 	  201
コラム第 11-11 図	 豪州の実質 GDP 成長率（寄与度分解） 	  202
コラム第 11-12 図	 豪州の輸出品目別構成の推移 	  202
コラム第 11-13 図	 豪州の輸出品目別構成　2008 年 	  203
コラム第 11-14 図	 豪州の輸出品目別構成　2013 年 	  203
コラム第 11-15 図	 豪州の輸入品目別構成の推移 	  203
コラム第 11-16 図	 豪州の輸入品目別構成　2008 年 	  204
コラム第 11-17 図	 豪州の輸入品目別構成　2013 年 	  204
コラム第 11-18 図	 豪州の輸出国 	  204
コラム第 11-19 図	 豪州の輸入国 	  204
コラム第 11-20 図	 中国名目 GDP と豪州の資源（鉄鉱石、石炭）輸出額比較 	  205
第Ⅱ-2-4-1 図	 先進国・新興国の自動車販売台数の推移 	  206
第Ⅱ-2-4-2 表	 世界の自動車販売台数（2005 年、2013 年） 	  206
第Ⅱ-2-4-3 表	 世界の自動車販売台数予測（2019 年、2024 年） 	  207
第Ⅱ-2-4-4 表	 世界の自動車生産台数（2005 年、2012 年） 	  207
第Ⅱ-2-4-5 表	 主要国・地域の自動車関連品の輸出額の推移 	  208
第Ⅱ-2-4-6 図	 メキシコ、タイ、インドの自動車生産台数、国内販売台数及び輸出台数（2013 年） 	  208
第Ⅱ-2-4-7 図	 	メキシコ、タイ、インドの完成車メーカー別国内販売シェア	

（日系企業、その他外資系企業、現地系企業別。2013 年） 	  209
第Ⅱ-2-4-8 図	 メキシコの自動車生産、販売、輸出用生産台数の推移 	  210
第Ⅱ-2-4-9 図	 タイの自動車生産、販売、輸出台数の推移 	  210
第Ⅱ-2-4-10 図	 インドの自動車生産、販売、輸出台数の推移 	  210
第Ⅱ-2-4-11 表	 メキシコ、タイ、インドの FTA/EPA 締結国と発効年 	  211
第Ⅱ-2-4-12 表	 メキシコ、タイ、インドの完成車輸出額及びシェア（主要国別、2000 年、2013 年） 	  212

2014 White Paper on International Economy and Trade366

図表索引

CW6_A6372_図表索引_J.indd   366 2014/07/31   8:57:18



第Ⅱ-2-4-13 図	 メキシコ、タイ、インドの自動車部品貿易額の推移 	  213
第Ⅱ-2-4-14 表	 メキシコ、タイ、インドの自動車部品貿易の主要相手国、地域（2000 年、2013 年） 	  213
第Ⅱ-3-1-1 図	 東アジアと世界の主要地域との貿易フロー 	  217
第Ⅱ-3-1-2 図	 主要経済圏の域内貿易比率の推移 	  217
第Ⅱ-3-1-3 図	 主要経済圏の輸出における財別域内比率の推移 	  218
第Ⅱ-3-1-4 図	 主要経済圏の域内貿易の推移（財別金額） 	  218
第Ⅱ-3-1-5 図	 主要経済圏の域内貿易の推移（財別構成比） 	  218
第Ⅱ-3-1-6 図	 東アジアの地域別・財別輸出額の推移 	  219
第Ⅱ-3-1-7 図	 東アジアの相手別輸出の推移（消費財） 	  219
第Ⅱ-3-1-8 図	 東アジアの相手別輸出の推移（資本財） 	  220
第Ⅱ-3-1-9 図	 東アジアの相手別輸出の推移（部品） 	  220
第Ⅱ-3-1-10 図	 東アジアの相手別輸出の推移（加工品） 	  221
第Ⅱ-3-1-11 図	 東アジアの輸入に占める各国・地域別シェアの推移 	  222
第Ⅱ-3-1-12 図	 米国の輸入に占める各国・地域別シェアの推移 	  223
第Ⅱ-3-1-13 図	 米国の輸入に占める各国・地域別シェアの推移（消費財） 	  223
第Ⅱ-3-1-14 図	 米国の輸入に占める各国・地域別シェアの推移（資本財） 	  223
第Ⅱ-3-1-15 図	 ASEAN 域内の財別貿易の推移 	  224
第Ⅱ-3-1-16 図	 ASEAN 域内の中間財の貿易額の推移 	  224
第Ⅱ-3-1-17 図	 ASEAN 域内の加工品（石油・石炭）の国別輸出額の推移 	  225
第Ⅱ-3-1-18 図	 ASEAN 域内の部品貿易（2000 年、2012 年） 	  226
第Ⅱ-3-1-19 表	 ASEAN 域内の部品貿易（2000 年、2012 年） 	  227
第Ⅱ-3-2-1 図	 日本の直接投資の推移 	  228
第Ⅱ-3-2-2 図	 日本の業種別直接投資の推移（北米） 	  228
第Ⅱ-3-2-3 図	 日本の業種別直接投資の推移（アジア） 	  229
第Ⅱ-3-2-4 図	 日本の直接投資残高の推移 	  229
第Ⅱ-3-2-5 図	 日本の直接投資残高の地域別シェアの推移 	  229
第Ⅱ-3-2-6 図	 日本の業種別直接投資残高の推移 	  229
第Ⅱ-3-2-7 図	 日本の地域別・業種別直接投資残高の推移 	  230
第Ⅱ-3-2-8 図	 日本の国・地域別直接投資残高の推移（アジア） 	  230
第Ⅱ-3-2-9 図	 日本の相手地域別の輸出額の推移 	  231
第Ⅱ-3-2-10 図	 日本の相手地域別・財別輸出額の推移 	  231
第Ⅱ-3-2-11 図	 日系海外現地法人の推移（主要地域別シェア） 	  231
第Ⅱ-3-2-12 表	 日系海外現地法人数（2012 年度末） 	  232
第Ⅱ-3-2-13 図	 日系海外現地法人の売上高の推移（主要地域別） 	  232
第Ⅱ-3-2-14 図	 アジアの日系製造業現地法人の売上額の推移 	  233
第Ⅱ-3-2-15 図	 アジアの日系製造業現地法人の地域別売上額シェアの推移 	  233
第Ⅱ-3-2-16 図	 日系海外現地法人（製造業）の日本からの資材調達額 	  233
第Ⅱ-3-2-17 図	 アジアの日系製造業現地法人の資材調達額の推移 	  234
第Ⅱ-3-2-18 図	 アジアの日系製造業現地法人の資材調達先別シェアの推移 	  234
第Ⅱ-3-2-19 図	 アジアの日系製造業現地法人の業種別の資材調達先シェア 	  234
第Ⅱ-3-2-20 図	 アジアの日系製造業現地法人の資材調達先別シェア（2012 年） 	  234
第Ⅱ-3-2-21 表	 アジアの日系製造業現地法人の資材調達先別シェア 	  235
第Ⅱ-3-2-22 図	 アジアの日系製造業現地法人の資材調達（2012 年） 	  235
第Ⅱ-3-2-23 図	 日系製造業現地法人の資材調達先別シェア（中国と ASEAN4） 	  236

通商白書  2014 367

図表索引

図
表
索
引

CW6_A6372_図表索引_J.indd   367 2014/07/31   8:57:18



第Ⅱ-3-2-24 図	 日系製造業現地法人の日本出資者向け支払の推移 	  236
第Ⅱ-3-2-25 図	 日系現地法人の日本出資者向け支払（業種別 /2012 年） 	  236
第Ⅱ-3-2-26 図	 日系現地法人の日本出資者向け支払（地域・業種別 /2012 年） 	  237
第Ⅱ-3-2-27 図	 我が国の所得収支（直接投資収益受取）額（2012 年） 	  237
第Ⅱ-3-2-28 図	 日系海外現地法人（製造業）に係る日本の収入 	  237
第Ⅱ-3-2-29 図	 アジアの日系海外現地法人の売上額 	  238
第Ⅱ-3-2-30 図	 アジアの日系海外現地法人の売上シェア 	  238
第Ⅱ-3-2-31 図	 中長期的な有望事業展開先 	  238
第Ⅱ-3-2-32 図	 海外生産比率の推移（製造業） 	  239
第Ⅱ-3-2-33 図	 業種別の海外生産比率（2012 年） 	  239
第Ⅱ-3-2-34 図	 日系海外現地法人の設備投資額の推移（主要地域別） 	  240
第Ⅱ-3-2-35 図	 アジアの日系海外現地法人の設備投資額の推移（主要業種別） 	  241
第Ⅱ-3-2-36 図	 日本企業の海外及び国内の設備投資の推移 	  241
第Ⅱ-3-2-37 図	 日系海外現地法人（製造業）の研究開発費の推移 	  241
第Ⅱ-3-2-38 図	 日系海外現地法人（製造業）の研究開発費（地域・業種別 /2012 年） 	  242
第Ⅱ-3-3-1 図	 アジアの GDP と輸出量推移 	  243
第Ⅱ-3-3-2 図	 海外で拡大する機能 	  243
第Ⅱ-3-3-3 表	 国内・海外で拡大する機能（地域・国別） 	  244
コラム第 12-1 表	トルコの輸出（品目別、2012 年） 	  247
コラム第 12-2 表	トルコの輸入（品目別、2012 年） 	  248
コラム第 12-3 表	トルコの輸出（国別、2000 年、2010 年、2012 年） 	  249
コラム第 12-4 表	トルコの輸入（国別、2000 年、2010 年、2012 年） 	  250
コラム第 12-5 表	トルコの FTA 締結相手国 	  251
コラム第 12-6 表	トルコに統括拠点を設ける外国企業 	  251
コラム第 12-7 図	トルコへの対内直接投資の投資国比率（2007 年～2013 年累計） 	  252
コラム第 12-8 表	モロッコの輸出（品目別、2012 年） 	  252
コラム第 12-9 表	モロッコの輸入（品目別、2012 年） 	  253
コラム第 12-10 表	 モロッコの輸出（国別、2000 年、2010 年、2012 年） 	  254
コラム第 12-11 表	 モロッコの輸入（国別、2000 年、2010 年、2012 年） 	  255
コラム第 12-12 図	 モロッコへの対内直接投資の投資国比率（2006 年～2012 年累計） 	  256
コラム第 12-13 表	 インドの輸出額（主要品目別、2013 年） 	  256
コラム第 12-14 表	 インドの輸入額（主要品目別、2013 年） 	  256
コラム第 12-15 表	 インドの輸出額（主要国別、2000 年、2013 年） 	  257
コラム第 12-16 表	 インドの輸入額（主要国別、2000 年、2013 年） 	  258
コラム第 12-17 図	 インドへの対内直接投資の投資国比率（2007 年～2013 年累計） 	  259
第Ⅲ-1-1-1 図	 東アジア地域におけるサプライチェーンの実態 	  266
第Ⅲ-1-1-2 図	 FTAAP への道筋 	  266
第Ⅲ-1-1-3 図	 世界の FTA 動向 	  266
第Ⅲ-1-1-4 図	 日本の EPA 交渉の歴史	  267
第Ⅲ-1-1-5 図	 日本の EPA 取組状況	  268
第Ⅲ-1-1-6 図	 EPA 交渉の状況	  268
第Ⅲ-1-1-7 図	 各国の FTA カバー率比較	  269
第Ⅲ-1-1-8 図	 TPP シンガポール閣僚会合　結果報告 	  270
第Ⅲ-1-1-9 図	 TPP 交渉で扱われる分野 	  270

2014 White Paper on International Economy and Trade368

図表索引

CW6_A6372_図表索引_J.indd   368 2014/07/31   8:57:18



第Ⅲ-1-1-10 図	 日米の共同声明（2 月 22 日付） 	  271
第Ⅲ-1-1-11 図	 日米協議の合意の概要（4 月 12 日付）（内閣官房 TPP 政府対策本部） 	  271
第Ⅲ-1-1-12 図	 TPP シンガポール閣僚会合　結果概要 	  272
第Ⅲ-1-1-13 図	 日米共同声明／U.S.-Japan	Joint	Statement〈TPP 部分抜粋／原文・仮訳〉 	  272
第Ⅲ-1-1-14 図	 東アジア地域のサプライチェーンネットワークの統合	  273
第Ⅲ-1-1-15 図	 RCEP の経緯と予定 	  273
第Ⅲ-1-1-16 図	 日中韓 FTA の経緯と予定・現在 FTA 交渉の協議対象となっている分野（15 分野） 	  274
第Ⅲ-1-1-17 図	 日 EU 定期首脳協議・共同プレス声明 	  275
第Ⅲ-1-1-18 図	 日 EU・EPA の経緯と今後の予定 	  275
第Ⅲ-1-1-19 図	 日豪経済連携協定の大筋合意について 	  276
第Ⅲ-1-2-1 表	 我が国の投資関連協定締結状況 	  280
第Ⅲ-1-2-2 図	 世界の投資協定数の推移 	  280
第Ⅲ-1-2-3 表	 投資協定締結の意義 	  281
第Ⅲ-1-3-1 表	 我が国租税関連条約締結国・地域一覧 	  283
第Ⅲ-1-3-2 表	 最近の経緯・現状 	  284
第Ⅲ-1-4-1 図	 我が国企業が認識している EPA/FTA のメリット（複数回答） 	  285
第Ⅲ-1-4-2 表	 我が国の二国間 EPA 締結国、履行期間終了時の関税撤廃品目割合（品目ベース） 	  285
第Ⅲ-1-4-3 図	 EPA 発効国への輸出額推移 	  286
第Ⅲ-1-4-4 図	 適用 EPA 別原産地証明書の発給件数 	  286
第Ⅲ-1-4-5 図	 EPA/FTA を利用している企業の割合 	  286
第Ⅲ-1-4-6 図	 原産地証明書取得のための登録事業所数（地域別） 	  287
第Ⅲ-1-4-7 図	 原産地証明書取得のための登録事業所数（中小企業のみ）及び中小企業比率 	  287
第Ⅲ-1-4-8 図	 中小企業の原産地証明書申請のための書類作成状況 	  287
第Ⅲ-1-4-9 図	 品目別の原産地証明書発給件数（全協定） 	  287
第Ⅲ-1-4-10 図	 品目別の原産地証明書発給件数（日マレーシア EPA） 	  288
第Ⅲ-1-4-11 図	 品目別の原産地証明書発給件数（日タイ EPA） 	  288
第Ⅲ-1-4-12 図	 品目別の原産地証明書発給件数（日インドネシア EPA） 	  288
第Ⅲ-1-4-13 図	 EPA/FTA 優遇税率利用までのプロセス概略（フローチャート） 	  288
第Ⅲ-1-4-14 図	 EPA/FTA 利用上の問題点（複数回答） 	  289
第Ⅲ-1-4-15 図	 EPA/FTA の情報提供についての意見（複数回答） 	  289
第Ⅲ-1-4-16 図	 EPA/FTA の利用検討に必要な情報（複数回答） 	  289
第Ⅲ-1-4-17 図	 EPA/FTA の利用検討に必要な情報（中小企業のみ、複数回答） 	  290
第Ⅲ-1-4-18 図	 EPA/FTA利用のために参照したホームページ（複数回答） 	  290
第Ⅲ-1-4-19 表	 諸外国で行われている EPA/FTA 利用促進のための情報提供 	  290
第Ⅲ-1-4-20 図	 EPA/FTA 特恵税率利用開始のきっかけ（複数回答） 	  291
第Ⅲ-1-4-21 図	 EPA/FTA の利用検討を行っている部署（複数回答） 	  291
第Ⅲ-1-4-22 図	 原産地証明書取得のための書類を作成している部署（複数回答） 	  292
第Ⅲ-1-4-23 図	 製品の写真 	  292
第Ⅲ-1-4-24 図	 3 国間貿易での ACFTA の活用 	  293
第Ⅲ-1-4-25 表	 ダイヤモンド電機の活用している EPA/FTA 一覧 	  294
第Ⅲ-1-4-26 表	 EPA/FTA ごとに異なる原産地規則の例 	  295
第Ⅲ-1-5-1 表	 ドーハ・ラウンド　一括受諾の交渉項目と主要論点 	  303
第Ⅲ-1-5-2 表	 バリ・パッケージの合意内容 	  303
第Ⅲ-1-5-3 図	 ドーハ・ラウンド交渉の経緯 	  304

通商白書  2014 369

図表索引

図
表
索
引

CW6_A6372_図表索引_J.indd   369 2014/07/31   8:57:18



第Ⅲ-1-5-4 図	 2013 年 APEC における閣僚会議・首脳会議の模様 	  308
第Ⅲ-1-5-5 図	 APEC における最近の議論の動向 	  309
第Ⅲ-2-3-1 表	 首脳・閣僚によるトップセールスの実績（2014 年 5 月時点） 	  316
第Ⅲ-2-5-1 図	 各国、企業の制度整備に関する取組の例 	  321
第Ⅲ-3-1-1 図	 対内直接投資残高と GDP 比率 	  324
第Ⅲ-3-1-2 図	 対内直接投資残高 GDP 比率　国際比較（2012 年末） 	  324
第Ⅲ-3-1-3 図	 対内直接投資の促進 	  325
第Ⅲ-3-1-4 図	 ジェトロの産業スペシャリスト機能の強化 	  326
第Ⅲ-3-1-5 図	 ジェトロの包括的サポート 	  326
第Ⅲ-3-1-6 図	 アジア拠点化推進法の概要〈平成 24 年 11 月施行〉 	  327
付注第 1 図	 生産工程別の貿易財分類について 	  330
付注第 2 表	 貿易データベース ｢RIETI-TID2012｣ の概要 	  331
付注第 3 図	 貿易産業分類表の構造 	  332
付注第 4 表	 貿易産業分類表 	  333
付注第 5 表	 貿易財の生産工程別分類表 	  333
付注第 6 表	 本データベース上の地域の定義 	  334
付注第７図	 標準正規分布 N（0,1） 	  335
付注第８表	 リスク耐性指標の推移（実数、2005 年） 	  336
付注第９表	 リスク耐性指標の推移（実数、2009 年） 	  336
付注第 10 表	 リスク耐性指標の推移（実数、2012 年） 	  337
付注第 11 表	 成長基盤指標（実数、2005 年） 	  338
付注第 12 表	 成長基盤指標（実数、2009 年） 	  339
付注第 13 表	 成長基盤指標（実数、2012 年） 	  339
付注第 14 表	 ガバナンス指標（実数、2005 年） 	  340
付注第 15 表	 ガバナンス指標（実数、2009 年） 	  341
付注第 16 表	 ガバナンス指標（実数、2012 年） 	  341

2014 White Paper on International Economy and Trade370

図表索引

CW6_A6372_図表索引_J.indd   370 2014/07/31   8:57:18


