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シュローダーのエコノミクス・チームより、マクロ経済見通しのサマリーを 
お届けします。 

基本シナリオ 
【世界】 

2019年の世界経済の成長率については2.8%、2020年は2.7%に減速すると見込んでいます(2018年は3.2%)。インフレ率につ
いては、2019年は2.5%、2020年は2.6%を見込んでいます（2018年は2.8％）。また、米中間の通商協議は、年半ばには概
ね決着すると考えていますが、これまでに取られた措置による実体経済への影響は2019年も引き続き残ると考えます。 

【米国】 

2019年の米国経済の成長率は2.4%、2020年は1.6%に減速すると見込んでいます。米連邦準備制度理事会（FRB）がハ
ト派姿勢に転じたことから、さらなる利上げの実施は予想しておらず、景気刺激を企図した財政政策の効果が薄れ、経済が減
速するのに伴い、FRBは2019年に量的引き締めを終了し、2020年には2回の利下げを実施するとみています。 

【ユーロ圏】 

2019年のユーロ圏経済の成長率は、米中貿易摩擦やブレグジット（英国の欧州連合（EU）離脱）の影響から1.3％に減
速すると見込んでいます（2018年は1.8%）。2019年のインフレ率については、2%以下で推移する見通しです。その中、欧州
中央銀行（ECB）は、2020年に2回の利上げを実施し、2020年末までにリファイナンス金利を0.50%、中銀預金金利を
0.00%に引き上げると予想しています。 

【英国】 

2019年の英国経済の成長率は1.1%に減速、2020年には1.5%に加速すると見込んでいます（2018年は1.4%）。またインフ
レ率については、通貨ポンド高の影響などから2019年は1.8%に低下することが見込まれるものの、2020年には2.4%に上昇する
とみています。イングランド銀行（BOE）は、2019年に1回、2020年に2回の利上げを実施すると予想しています。 

【日本】 

2019年の日本経済の成長率は0.7%を見込んでいますが、今年10月には消費税増税が予定されており、増税に伴う消費の鈍
化など経済活動への影響も予想されることから、2020年の成長率は0.4%を見込んでいます。日本銀行によるイールドカーブ・コ
ントロール政策の変更は見込んでいませんが、インフレ率の上昇に伴い2020年末には政策金利を0％に引き上げると考えます。 

【エマージング諸国】 

2019年のエマージング諸国経済の成長率は、4.5%に減速すると見込んでいますが（2018年は4.8％）、2020年については
4.6%にやや回復する見通しです。BRIC諸国は総じて経済が堅調に推移しており、米中間の貿易摩擦など外的要因の影響を
受けることは予想されるものの、2020年に向けて成長は続くと考えています。ただし、中国経済については米中貿易摩擦の緩和
から恩恵を受けるものの、緩やかな減速が続くと予想しています。 
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今後想定される他のシナリオ 
基本シナリオ以外で今後考えられるシナリオを総括すると、デフレーション・シナリオの可能性が高いといえます。財政政策の効果が
薄れるに伴い2020年に米国景気が後退するとする「2020年の米国景気後退」シナリオや、足元でみられる欧州や中国経済の
減速から判断して「米国以外の景気後退」シナリオが挙げられます。 

 

 

 
世界の実質GDP成長率見通し 
 

 

 

 

 

       出所：シュローダー・エコノミクス・チーム、2019年2月時点 
       *BRICs:ブラジル、ロシア、インド、中国 
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シュローダー・エコノミクス・チームによる見通し（基本シナリオ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：シュローダー、トムソン・データストリーム、コンセンサス・エコノミクス 
エマージング国のインフレ率の市場予想は、年末時点のものであり、直接比較はできません。 
現在および市場予想の値は2019年4月26日時点。 
前回の見通しは2018年11月時点。 
*先進国市場：豪州、カナダ、デンマーク、ユーロ圏、イスラエル、日本、ニュージーランド、シンガポール、スウェーデン、スイス、英国、米国 
**エマージング市場：アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、メキシコ、ペルー、中国、インド、インドネシア、マレーシア、フィリピン、韓国、台湾、タイ、南アフリカ、ロシ
ア、チェコ、ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、トルコ、ウクライナ、ブルガリア、クロアチア、ラトビア、リトアニア 
***BRICs：ブラジル、ロシア、インド、中国 
 

実質国内総生産(GDP)成長率
前年比、% ウェイト (%) 2018 2019 前回 市場予想 2020 前回 市場予想
世界 100 3.2 2.8  (2.9) 2.8 2.7  (2.5) 2.8

先進国* 61.4 2.2 1.8  (1.9) 1.7 1.5  (1.3) 1.6
 米国 26.5 2.8 2.4 (2.4) 2.4 1.6  (1.3) 2.0
 ユーロ圏 17.2 1.8 1.3  (1.6) 1.1 1.4  (1.2) 1.3

 ドイツ 5.0 1.5 1.0  (1.4) 0.8 1.4  (1.3) 1.5
 英国 3.6 1.4 1.1  (1.4) 1.3 1.5 (1.5) 1.5
 日本 6.7 0.7 0.7  (1.0) 0.6 0.4  (0.0) 0.5

エマージング市場** 38.6 4.8 4.5 (4.5) 4.4 4.6  (4.5) 4.6
 BRICs*** 25.3 5.7 5.5 (5.5) 5.5 5.5  (5.4) 5.5

 中国 16.7 6.6 6.3  (6.2) 6.2 6.1  (6.0) 6.1

インフレ率
前年比、% ウェイト (%) 2018 2019 前回 市場予想 2020 前回 市場予想
世界 100 2.8 2.5  (2.9) 2.4 2.6  (2.7) 2.5

先進国* 61.4 2.0 1.7  (2.0) 1.5 1.9 (1.9) 1.8
 米国 26.5 2.4 1.9  (2.7) 1.9 2.3  (2.4) 2.2
 ユーロ圏 17.2 1.7 1.7  (1.6) 1.3 1.5 (1.5) 1.4

 ドイツ 5.0 1.8 1.8 (1.8) 1.5 1.7 (1.7) 1.6
 英国 3.6 2.5 1.8 (1.8) 2.0 2.4  (2.1) 2.1
 日本 6.7 1.0 0.5 (0.5) 0.6 1.0  (1.1) 1.0

エマージング市場** 38.6 4.1 3.7  (4.2) 3.9 3.6  (4.0) 3.6
 BRICs*** 25.3 2.6 2.6  (3.3) 2.8 2.8  (3.0) 2.8

 中国 16.7 2.1 2.0  (2.6) 2.1 2.2  (2.4) 2.1

政策金利
% (12月時点) 現在 2018 2019 前回 市場予想 2020 前回 市場予想

米国 2.50 2.50 2.50  (3.00) 2.45 2.00  (2.50) 2.18
英国 0.75 0.75 1.00  (1.25) 0.92 1.50  (1.75) 1.03
ユーロ圏（リファイナンス金利） 0.00 0.00 0.00  (0.50) 0.50  (1.00)
ユーロ圏（中銀預金金利） -0.40 -0.40 -0.40 (0.00) 0.00  (0.50)
日本 -0.10 -0.10 -0.10 (-0.10) 0.03 0.00 (0.00) 0.03
中国 4.35 4.35 4.00 (4.00) - 3.50 (3.50) -

その他
為替レート(12月時点) 現在 2018 2019 前回 前年比(%) 2020 前回 前年比(%)

英ポンド/米ドル 1.29 1.27 1.42 (1.42) 11.5 1.38 (1.38) -2.8
ユーロ/米ドル 1.12 1.14 1.17  (1.21) 2.3 1.20  (1.25) 2.6
米ドル/円 111.6 109.7 110 (110) 0.3 108 (108) -1.8
ユーロ/英ポンド 0.86 0.90 0.82  (0.85) -8.2 0.87  (0.91) 5.5
米ドル/中国人民元 6.74 6.87 6.85  (7.20) -0.2 7.00  (7.40) 2.2

コモディティ
ブレント原油価格 72.0 71.6 62.7  71.7 -12.4 62.3  (68.1) -0.7

-0.31 -0.22
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		Schroders Baseline Forecast



		Real GDP

		y/y%		Wt (%)		2016		2017				Prev.		Consensus		2018				Prev.		Consensus

		World		100		2.6		3.0		0.0		(3.0)		3.2		3.0		0.0		(3.0)		3.1

		Advanced*		62.8		1.6		2.0		á		(1.9)		2.1		1.9		â		(2.0)		2.1

		US		27.1		1.5		2.0		0.0		(2.0)		2.2		2.0		â		(2.2)		2.4

		Eurozone		17.4		1.7		2.1		á		(1.8)		2.2		1.9		á		(1.8)		1.8

		Germany		5.1		1.8		2.1		á		(1.8)		2.0		2.0		á		(1.9)		1.9

		UK		3.8		1.8		1.6		0.0		(1.6)		1.6		1.6		0.0		(1.6)		1.4

		Japan		7.2		1.0		1.6		0.0		(1.6)		1.6		1.5		á		(1.3)		1.2

		Total Emerging**		37.2		4.2		4.8		á		(4.7)		4.9		4.8		á		(4.7)		4.9

		BRICs		24.2		5.2		5.6		á		(5.5)		5.7		5.6		á		(5.5)		5.8

		China		16.4		6.7		6.7		á		(6.6)		6.8		6.3		á		(6.2)		6.4



		Inflation CPI 

		y/y%		Wt (%)		2016		2017				Prev.		Consensus		2018				Prev.		Consensus

		World		100		2.0		2.3		â		(2.4)		2.2		2.2		â		(2.3)		2.2

		Advanced*		62.8		0.7		1.6		â		(1.8)		1.7		1.4		0.0		(1.4)		1.6

		US		27.1		1.3		1.9		â		(2.0)		2.1		1.9		0.0		(1.9)		2.0

		Eurozone		17.4		0.2		1.5		â		(1.6)		1.5		1.1		0.0		(1.1)		1.3

		Germany		5.1		0.4		1.7		â		(1.9)		1.7		1.5		á		(1.3)		1.6

		UK		3.8		0.7		2.6		â		(2.8)		2.7		2.3		á		(2.2)		2.6

		Japan		7.2		-0.1		0.5		â		(0.7)		0.4		1.0		â		(1.1)		0.7

		Total Emerging**		37.2		4.1		3.3		â		(3.5)		3.2		3.7		â		(3.8)		3.2

		BRICs		24.2		3.5		2.4		â		(2.7)		2.2		3.0		â		(3.1)		2.7

		China		16.4		2.0		1.8		â		(2.0)		1.6		2.3		0.0		(2.3)		1.9



		Interest rates 

		% (Month of Dec)		Current		2016		2017				Prev.		Market		2018				Prev.		Market

		US		1.25		0.75		1.50		á		(1.25)		1.52		2.00		0.0		(2.00)		1.94

		UK		0.25		0.25		0.50		á		(0.25)		0.54		0.50		á		(0.25)		0.88

		Eurozone (Refi)		0.00		0.00		0.00		0.0		(0.00)		-0.33		0.00		0.0		(0.00)		-0.26

		Eurozone (Depo)		-0.40		-0.40		-0.40				(-0.40)				-0.40		0.0		(-0.40)

		Japan		-0.10		-0.10		-0.10		0.0		(-0.10)		0.07		-0.10		0.0		(-0.10)		0.08

		China		4.35		4.35		4.35		0.0		(4.35)		-		4.35		á		(3.50)		-



		Other monetary policy

		(Over year or by Dec)		Current		2016		2017				Prev.				2018				Prev.

		US QE ($Bn)		4463		4451		4433		â		(4450)				4013		â		(4050)

		EZ QE (€Bn)		1856		1481		2216		â		(2236)				2546		â		(2566)

		UK QE (£Bn)		435		423		444		0.0		(444)				445		0.0		(445)

		JP QE (¥Tn)		502		476		545		â		(553)				645		â		(653)

		China RRR (%)		17.00		17.00		17.00		á		16.50				16.00		0.00		16.00



		Key variables

		FX (Month of Dec)		Current		2016		2017				Prev.		Y/Y(%)		2018				Prev.		Y/Y(%)

		USD/GBP		1.31		1.24		1.32		0.0		(1.32)		6.8		1.28		â		(1.30)		-3.0

		USD/EUR		1.16		1.05		1.19		á		(1.15)		12.8		1.15		á		(1.12)		-3.4

		JPY/USD		113.8		116.6		110		á		(108)		-5.7		112		á		(110)		1.8

		GBP/EUR		0.88		0.85		0.90		á		(0.87)		5.6		0.90		á		(0.86)		-0.3

		RMB/USD		6.65		6.95		6.90		â		(7.05)		-0.7		7.05		â		(7.40)		2.2

		Commodities (over year)

		Brent Crude		60.3		45.9		51.6		â		(52.1)		12.5		52.5		á		(51.8)		1.7

		Source: Schroders, Thomson Datastream, Consensus Economics, October 2017

		Consensus inflation numbers for Emerging Markets is for end of period, and is not directly comparable.

		43035.0

		Previous forecast refers to May 2017, except for BoE forecast, which was updated in September, and Fed, updated in October.

		*  Advanced markets:  Australia, Canada, Denmark, Euro area, Israel, Japan, New Zealand, Singapore, Sweden, Switzerland,

		United Kingdom, United States.

		** Emerging markets: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru, China, India, Indonesia, Malaysia, Philippines, South Korea,

		Taiwan, Thailand, South Africa, Russia, Czech Rep., Hungary, Poland, Romania, Turkey, Ukraine, Bulgaria, Croatia, Latvia, Lithuania.
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		実質国内総生産(GDP)成長率 ジッシツ コクナイ ソウセイサン セイチョウ リツ

		前年比、% ゼンネンヒ		ウェイト (%)		2016		2017				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2018				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ

		世界 セカイ		100		2.6		3.0		0.0		(3.0)		3.2		3.0		0.0		(3.0)		3.1

		先進国* センシンコク		62.8		1.6		2.0		á		(1.9)		2.1		1.9		â		(2.0)		2.1

		 米国 ベイコク		27.1		1.5		2.0		0.0		(2.0)		2.2		2.0		â		(2.2)		2.4

		 ユーロ圏 ケン		17.4		1.7		2.1		á		(1.8)		2.2		1.9		á		(1.8)		1.8

		 ドイツ		5.1		1.8		2.1		á		(1.8)		2.0		2.0		á		(1.9)		1.9

		 英国 エイコク		3.8		1.8		1.6		0.0		(1.6)		1.6		1.6		0.0		(1.6)		1.4

		 日本 ニホン		7.2		1.0		1.6		0.0		(1.6)		1.6		1.5		á		(1.3)		1.2

		エマージング市場** シジョウ		37.2		4.2		4.8		á		(4.7)		4.9		4.8		á		(4.7)		4.9

		 BRICs***		24.2		5.2		5.6		á		(5.5)		5.7		5.6		á		(5.5)		5.8

		 中国 チュウゴク		16.4		6.7		6.7		á		(6.6)		6.8		6.3		á		(6.2)		6.4



		インフレ率 リツ

		前年比、% ゼンネンヒ		ウェイト (%)		2016		2017				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2018				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ

		世界 セカイ		100.0		2.0		2.3		â		(2.4)		2.2		2.2		â		(2.3)		2.2

		先進国* センシンコク		62.8		0.7		1.6		â		(1.8)		1.7		1.4		0.0		(1.4)		1.6

		 米国 ベイコク		27.1		1.3		1.9		â		(2.0)		2.1		1.9		0.0		(1.9)		2.0

		 ユーロ圏 ケン		17.4		0.2		1.5		â		(1.6)		1.5		1.1		0.0		(1.1)		1.3

		 ドイツ		5.1		0.4		1.7		â		(1.9)		1.7		1.5		á		(1.3)		1.6

		 英国 エイコク		3.8		0.7		2.6		â		(2.8)		2.7		2.3		á		(2.2)		2.6

		 日本 ニホン		7.2		-0.1		0.5		â		(0.7)		0.4		1.0		â		(1.1)		0.7

		エマージング市場** シジョウ		37.2		4.1		3.3		â		(3.5)		3.2		3.7		â		(3.8)		3.2

		 BRICs***		24.2		3.5		2.4		â		(2.7)		2.2		3.0		â		(3.1)		2.7

		 中国 チュウゴク		16.4		2.0		1.8		â		(2.0)		1.6		2.3		0.0		(2.3)		1.9



		政策金利 セイサク キンリ

		% (12月時点) ガツ ジテン		現在 ゲンザイ		2016		2017				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2018				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ

		米国 ベイコク		1.25		0.75		1.50		á		(1.25)		1.52		2.00		0.0		(2.00)		1.94

		英国 エイコク		0.25		0.25		0.50		á		(0.25)		0.54		0.50		á		(0.25)		0.88

		ユーロ圏（リファイナンス金利） ケン キンリ		0.00		0.00		0.00		0.0		(0.00)		-0.33		0.00		0.0		(0.00)		-0.26

		ユーロ圏（中銀預金金利） ケン チュウギン ヨキン キンリ		-0.40		-0.40		-0.40				(-0.40)				-0.40		0.0		(-0.40)

		日本 ニホン		-0.10		-0.10		-0.10		0.0		(-0.10)		0.07		-0.10		0.0		(-0.10)		0.08

		中国 チュウゴク		4.35		4.35		4.35		0.0		(4.35)		-		4.35		á		(3.50)		-





		その他 タ

		為替レート(12月時点) カワセ ガツ ジテン		現在 ゲンザイ		2016		2017				前回 ゼンカイ		前年比(%) ゼンネンヒ		2018				前回 ゼンカイ		前年比(%) ゼンネンヒ

		米ドル/英ポンド ベイ エイ		1.31		1.24		1.32		0.0		(1.32)		6.8		1.28		â		(1.30)		-3.0

		米ドル/ユーロ ベイ		1.16		1.05		1.19		á		(1.15)		12.8		1.15		á		(1.12)		-3.4

		円/米ドル エン ベイ		113.8		116.6		110		á		(108)		-5.7		112		á		(110)		1.8

		英ポンド/ユーロ エイ		0.88		0.85		0.90		á		(0.87)		5.6		0.90		á		(0.86)		-0.3

		中国人民元/米ドル チュウゴク ジンミンゲン ベイ		6.65		6.95		6.90		â		(7.05)		-0.7		7.05		â		(7.40)		2.2

		コモディティ

		ブレント原油価格 ゲンユ カカク		60.3		45.9		51.6		â		(52.1)		12.5		52.5		á		(51.8)		1.7

		Source: Schroders, Thomson Datastream, Consensus Economics, October 2017

		Consensus inflation numbers for Emerging Markets is for end of period, and is not directly comparable.

		43035.0

		Previous forecast refers to May 2017, except for BoE forecast, which was updated in September, and Fed, updated in October.

		*  Advanced markets:  Australia, Canada, Denmark, Euro area, Israel, Japan, New Zealand, Singapore, Sweden, Switzerland,

		United Kingdom, United States.

		** Emerging markets: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru, China, India, Indonesia, Malaysia, Philippines, South Korea,

		Taiwan, Thailand, South Africa, Russia, Czech Rep., Hungary, Poland, Romania, Turkey, Ukraine, Bulgaria, Croatia, Latvia, Lithuania.













出所：シュローダー、トムソン・データストリーム、コンセンサス・エコノミクス（2017年10月）
エマージング国のインフレ率の市場予想は、年末時点のものであり、直接比較はできません。
市場予想は2017年10月27日時点。
前回の見通しは2017年5月時点。ただし、BOEは2017年9月、FRBは2017年10月時点の見通しとしています。
*先進国市場：豪州、カナダ、デンマーク、ユーロ圏、イスラエル、日本、ニュージーランド、シンガポール、スウェーデン、スイス、英国、米国
**エマージング市場：アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、メキシコ、ペルー、中国、インド、インドネシア、マレーシア、フィリピン、韓国、台湾、タイ、南アフリカ、ロシア、チェコ、ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、トルコ、ウクライナ、ブルガリア、クロアチア、ラトビア、リトアニア
***BRICs：ブラジル、ロシア、インド、中国
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		Real GDP																																								â

		y/y%		Wt (%)		2016		2017				Prev.		Consensus		2018				Prev.		Consensus		2019

		World		100		2.6		3.2		á		(3.0)		3.2		3.3		á		(3.0)		3.2		3.0

		Advanced*		62.8		1.6		2.2		á		(2.0)		2.1		2.3		á		(1.9)		2.1		2.0

		US		27.1		1.5		2.2		á		(2.0)		2.2		2.5		á		(2.0)		2.5		2.2

		Eurozone		17.4		1.8		2.3		á		(2.1)		2.2		2.3		á		(1.9)		1.9		1.9

		Germany		5.1		1.9		2.6		á		(2.1)		2.0		2.6		á		(2.0)		2.0		2.0

		UK		3.8		1.8		1.5		â		(1.6)		1.6		1.6		0.0		(1.6)		1.4		1.4

		Japan		7.2		1.0		1.7		á		(1.6)		1.6		1.8		á		(1.5)		1.3		1.3

		Total Emerging**		37.2		4.2		4.9		á		(4.8)		5.0		4.9		á		(4.8)		4.9		4.8

		BRICs		24.2		5.2		5.6		0.0		(5.6)		5.7		5.8		á		(5.6)		5.8		5.7

		China		16.4		6.7		6.8		á		(6.7)		6.8		6.4		á		(6.3)		6.4		6.3



		Inflation CPI 

		y/y%		Wt (%)		2016		2017				Prev.		Consensus		2018				Prev.		Consensus		2019

		World		100		2.0		2.3		0.0		(2.3)		2.2		2.3		á		(2.2)		2.3		2.5

		Advanced*		62.8		0.7		1.7		á		(1.6)		1.7		1.7		á		(1.6)		1.7		1.9

		US		27.1		1.3		2.1		á		(1.9)		2.1		2.1		á		(1.9)		2.1		2.4

		Eurozone		17.4		0.2		1.5		0.0		(1.5)		1.5		1.4		á		(1.1)		1.3		1.4

		Germany		5.1		0.4		1.7		0.0		(1.7)		1.7		1.7		á		(1.5)		1.6		1.8

		UK		3.8		0.7		2.7		á		(2.6)		2.7		2.2		â		(2.3)		2.6		2.2

		Japan		7.2		-0.1		0.4		â		(0.5)		0.4		0.9		â		(1.0)		0.7		1.6

		Total Emerging**		37.2		4.1		3.2		â		(3.3)		3.2		3.4		0.0		(3.4)		3.3		3.4

		BRICs		24.2		3.5		2.2		â		(2.4)		2.1		3.0		0.0		(3.0)		2.8		2.9

		China		16.4		2.0		1.7		â		(1.8)		1.6		2.3		0.0		(2.3)		2.1		2.2



		Interest rates 

		% (Month of Dec)		Current		2016		2017				Prev.		Market		2018				Prev.		Market		2019		Market

		US		1.25		0.75		1.50		0.0		(1.50)		1.53		2.25		á		(2.00)		1.99		2.50		2.18

		UK		0.50		0.25		0.50		0.0		(0.50)		0.53		0.50		0.0		(0.50)		0.84		1.00		1.04

		Eurozone (Refi)		0.00		0.00		0.00		0.0		(0.00)		-0.33		0.00		0.0		(0.00)		-0.28		0.50		-0.01

		Eurozone (Depo)		-0.10		-0.40		-0.40		0.0		(-0.40)				-0.40		0.0		(-0.40)				0.00

		Japan		4.35		-0.10		-0.10		0.0		(-0.10)		0.06		-0.10		0.0		(-0.10)		0.07		-0.10		0.09

		China		4.35		4.35		4.35		0.0		(4.35)		-		4.35		0.0		(4.35)		-		3.50		-



		Other monetary policy

		(Over year or by Dec)		Current		2016		2017				Prev.				2018				Prev.				2019

		US QE ($Bn)		4456		4451		4426		â		(4433)				4006		â		(4013)				3406

		EZ QE (€Bn)		2003		1481		2183		â		(2216)				2453		â		(2546)				2453

		UK QE (£Bn)		435		423		444		0.0		(444)				445		0.0		(445)				445

		JP QE (¥Tn)		513.4		476		523		â		(545)				563		â		(645)				583

		China RRR (%)		17.00		17.00		17.00		0.00		17.00				16.00		0.00		16.00				15.00



		Key variables

		FX (Month of Dec)		Current		2016		2017				Prev.		Y/Y(%)		2018				Prev.		Y/Y(%)		2019		Y/Y(%)

		USD/GBP		1.31		1.24		1.30		â		(1.32)		5.2		1.28		0.0		(1.28)		-1.5		1.25		-2.3

		USD/EUR		1.18		1.05		1.15		â		(1.19)		9.0		1.20		á		(1.15)		4.3		1.25		4.2

		JPY/USD		113.5		116.6		115		á		(110)		-1.4		112		0.0		(112)		-2.6		110		-1.8

		GBP/EUR		0.90		0.85		0.88		â		(0.90)		3.6		0.94		á		(0.90)		6.0		1.00		6.7

		RMB/USD		6.64		6.95		6.60		â		(6.90)		-5.0		6.50		â		(7.05)		-1.5		6.40		-1.5

		Commodities (over year)

		Brent Crude		61.7		46		55.0		á		(52)		19.9		61.2		á		(52)		11.2		58.7		-4.0

		43054.0

		Consensus inflation numbers for Emerging Markets is for end of period, and is not directly comparable.

		43053.0

		Previous forecast refers to August 2017, except for the Fed and BoE rates forecasts which were updated mid-quarter. 

		*  Advanced markets:  Australia, Canada, Denmark, Euro area, Israel, Japan, New Zealand, Singapore, Sweden, Switzerland,

		United Kingdom, United States.

		** Emerging markets: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru, China, India, Indonesia, Malaysia, Philippines, South Korea,

		Taiwan, Thailand, South Africa, Russia, Czech Rep., Hungary, Poland, Romania, Turkey, Ukraine, Bulgaria, Croatia, Latvia, Lithuania.
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		実質国内総生産(GDP)成長率 ジッシツ コクナイ ソウセイサン セイチョウ リツ

		前年比、% ゼンネンヒ		ウェイト (%)		2016		2017				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2018				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2019

		世界 セカイ		100		2.6		3.2		á		(3.0)		3.2		3.3		á		(3.0)		3.2		3.0

		先進国* センシンコク		62.8		1.6		2.2		á		(2.0)		2.1		2.3		á		(1.9)		2.1		2.0

		 米国 ベイコク		27.1		1.5		2.2		á		(2.0)		2.2		2.5		á		(2.0)		2.5		2.2

		 ユーロ圏 ケン		17.4		1.8		2.3		á		(2.1)		2.2		2.3		á		(1.9)		1.9		1.9

		 ドイツ		5.1		1.9		2.6		á		(2.1)		2.0		2.6		á		(2.0)		2.0		2.0

		 英国 エイコク		3.8		1.8		1.5		â		(1.6)		1.6		1.6		0.0		(1.6)		1.4		1.4

		 日本 ニホン		7.2		1.0		1.7		á		(1.6)		1.6		1.8		á		(1.5)		1.3		1.3

		エマージング市場** シジョウ		37.2		4.2		4.9		á		(4.8)		5.0		4.9		á		(4.8)		4.9		4.8

		 BRICs***		24.2		5.2		5.6		0.0		(5.6)		5.7		5.8		á		(5.6)		5.8		5.7

		 中国 チュウゴク		16.4		6.7		6.8		á		(6.7)		6.8		6.4		á		(6.3)		6.4		6.3



		インフレ率 リツ

		前年比、% ゼンネンヒ		ウェイト (%)		2016		2017				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2018				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2019

		世界 セカイ		100		2.0		2.3		0.0		(2.3)		2.2		2.3		á		(2.2)		2.3		2.5

		先進国* センシンコク		62.8		0.7		1.7		á		(1.6)		1.7		1.7		á		(1.6)		1.7		1.9

		 米国 ベイコク		27.1		1.3		2.1		á		(1.9)		2.1		2.1		á		(1.9)		2.1		2.4

		 ユーロ圏 ケン		17.4		0.2		1.5		0.0		(1.5)		1.5		1.4		á		(1.1)		1.3		1.4

		 ドイツ		5.1		0.4		1.7		0.0		(1.7)		1.7		1.7		á		(1.5)		1.6		1.8

		 英国 エイコク		3.8		0.7		2.7		á		(2.6)		2.7		2.2		â		(2.3)		2.6		2.2

		 日本 ニホン		7.2		-0.1		0.4		â		(0.5)		0.4		0.9		â		(1.0)		0.7		1.6

		エマージング市場** シジョウ		37.2		4.1		3.2		â		(3.3)		3.2		3.4		0.0		(3.4)		3.3		3.4

		 BRICs***		24.2		3.5		2.2		â		(2.4)		2.1		3.0		0.0		(3.0)		2.8		2.9

		 中国 チュウゴク		16.4		2.0		1.7		â		(1.8)		1.6		2.3		0.0		(2.3)		2.1		2.2



		政策金利 セイサク キンリ

		% (12月時点) ガツ ジテン		現在 ゲンザイ		2016		2017				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2018				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2019		市場予想 シジョウ ヨソウ

		米国 ベイコク		1.25		0.75		1.50		0.0		(1.50)		1.53		2.25		á		(2.00)		1.99		2.50		2.18

		英国 エイコク		0.50		0.25		0.50		0.0		(0.50)		0.53		0.50		0.0		(0.50)		0.84		1.00		1.04

		ユーロ圏（リファイナンス金利） ケン キンリ		0.00		0.00		0.00		0.0		(0.00)		-0.33		0.00		0.0		(0.00)		-0.28		0.50		-0.01

		ユーロ圏（中銀預金金利） ケン チュウギン ヨキン キンリ		-0.40		-0.40		-0.40		0.0		(-0.40)				-0.40		0.0		(-0.40)				0.00

		日本 ニホン		-0.10		-0.10		-0.10		0.0		(-0.10)		0.06		-0.10		0.0		(-0.10)		0.07		-0.10		0.09

		中国 チュウゴク		4.35		4.35		4.35		0.0		(4.35)		-		4.35		0.0		(4.35)		-		3.50		-





		その他 タ

		為替レート(12月時点) カワセ ガツ ジテン		現在 ゲンザイ		2016		2017				前回 ゼンカイ		前年比(%) ゼンネンヒ		2018				前回 ゼンカイ		前年比(%) ゼンネンヒ		2019		前年比(%) ゼンネンヒ

		米ドル/英ポンド ベイ エイ		1.31		1.24		1.30		â		(1.32)		5.2		1.28		0.0		(1.28)		-1.5		1.25		-2.3

		米ドル/ユーロ ベイ		1.18		1.05		1.15		â		(1.19)		9.0		1.20		á		(1.15)		4.3		1.25		4.2

		円/米ドル エン ベイ		113.5		116.6		115		á		(110)		-1.4		112		0.0		(112)		-2.6		110		-1.8

		英ポンド/ユーロ エイ		0.90		0.85		0.88		â		(0.90)		3.6		0.94		á		(0.90)		6.0		1.00		6.7

		中国人民元/米ドル チュウゴク ジンミンゲン ベイ		6.64		6.95		6.60		â		(6.90)		-5.0		6.50		â		(7.05)		-1.5		6.40		-1.5

		コモディティ

		ブレント原油価格 ゲンユ カカク		61.7		46		55.0		á		(52)		19.9		61.2		á		(52)		11.2		58.7		-4.0

		Source: Schroders, Thomson Datastream, Consensus Economics, October 2017

		Consensus inflation numbers for Emerging Markets is for end of period, and is not directly comparable.

		43035.0

		Previous forecast refers to May 2017, except for BoE forecast, which was updated in September, and Fed, updated in October.

		*  Advanced markets:  Australia, Canada, Denmark, Euro area, Israel, Japan, New Zealand, Singapore, Sweden, Switzerland,

		United Kingdom, United States.

		** Emerging markets: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru, China, India, Indonesia, Malaysia, Philippines, South Korea,

		Taiwan, Thailand, South Africa, Russia, Czech Rep., Hungary, Poland, Romania, Turkey, Ukraine, Bulgaria, Croatia, Latvia, Lithuania.













出所：シュローダー、トムソン・データストリーム、コンセンサス・エコノミクス（2017年11月）
エマージング国のインフレ率の市場予想は、年末時点のものであり、直接比較はできません。
市場予想は2017年11月14日時点。
*先進国市場：豪州、カナダ、デンマーク、ユーロ圏、イスラエル、日本、ニュージーランド、シンガポール、スウェーデン、スイス、英国、米国
**エマージング市場：アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、メキシコ、ペルー、中国、インド、インドネシア、マレーシア、フィリピン、韓国、台湾、タイ、南アフリカ、ロシア、チェコ、ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、トルコ、ウクライナ、ブルガリア、クロアチア、ラトビア、リトアニア
***BRICs：ブラジル、ロシア、インド、中国
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		Real GDP

		y/y%		Wt (%)		2016		2017				Prev.		Consensus		2018				Prev.		Consensus

		World		100		2.6		3.2		á		(3.0)		3.2		3.3		á		(3.0)		3.2

		Advanced*		62.8		1.6		2.2		á		(2.0)		2.2		2.3		á		(1.9)		2.2

		US		27.1		1.5		2.2		á		(2.0)		2.3		2.5		á		(2.0)		2.5

		Eurozone		17.4		1.8		2.3		á		(2.1)		2.3		2.3		á		(1.9)		2.1

		Germany		5.1		1.9		2.6		á		(2.1)		2.3		2.6		á		(2.0)		2.2

		UK		3.8		1.8		1.5		â		(1.6)		1.6		1.6		0.0		(1.6)		1.5

		Japan		7.2		1.0		1.7		á		(1.6)		1.5		1.8		á		(1.5)		1.3

		Total Emerging**		37.2		4.2		5.0		á		(4.8)		5.0		5.0		á		(4.8)		5.0

		BRICs		24.2		5.2		5.6		0.0		(5.6)		5.8		5.8		á		(5.6)		5.8

		China		16.4		6.7		6.8		á		(6.7)		6.8		6.4		á		(6.3)		6.4



		Inflation CPI 

		y/y%		Wt (%)		2016		2017				Prev.		Consensus		2018				Prev.		Consensus

		World		100		2.0		2.3		0.0		(2.3)		2.2		2.4		á		(2.2)		2.4

		Advanced*		62.8		0.7		1.7		á		(1.6)		1.7		1.7		á		(1.6)		1.7

		US		27.1		1.3		2.1		á		(1.9)		2.1		2.1		á		(1.9)		2.1

		Eurozone		17.4		0.2		1.5		0.0		(1.5)		1.5		1.4		á		(1.1)		1.4

		Germany		5.1		0.4		1.7		0.0		(1.7)		1.7		1.7		á		(1.5)		1.7

		UK		3.8		0.7		2.7		á		(2.6)		2.7		2.2		â		(2.3)		2.6

		Japan		7.2		-0.1		0.4		â		(0.5)		0.4		0.9		â		(1.0)		0.8

		Total Emerging**		37.2		4.1		3.3		0.0		(3.3)		3.2		3.4		0.0		(3.4)		3.4

		BRICs		24.2		3.5		2.2		â		(2.4)		2.1		3.0		0.0		(3.0)		2.9

		China		16.4		2.0		1.7		â		(1.8)		1.6		2.3		0.0		(2.3)		2.2



		Interest rates 

		% (Month of Dec)		Current		2016		2017				Prev.		Market		2018				Prev.		Market

		US		1.25		0.75		1.50		0.0		(1.50)		1.63		2.25		á		(2.00)		2.11

		UK		0.50		0.25		0.50		0.0		(0.50)		0.52		0.50		0.0		(0.50)		0.78

		Eurozone (Refi)		0.00		0.00		0.00		0.0		(0.00)		-0.33		0.00		0.0		(0.00)		-0.27

		Eurozone (Depo)		-0.40		-0.40		-0.40				(-0.40)				-0.40		0.0		(-0.40)

		Japan		-0.10		-0.10		-0.10		0.0		(-0.10)		0.06		-0.10		0.0		(-0.10)		0.08

		China		4.35		4.35		4.35		0.0		(4.35)		-		4.35		0.0		(4.35)		-



		Other monetary policy

		(Over year or by Dec)		Current		2016		2017				Prev.				2018				Prev.

		US QE ($Bn)		4456		4451		4426		â		(4433)				4006		â		(4013)

		EZ QE (€Bn)		2003		1481		2183		â		(2216)				2453		â		(2546)

		UK QE (£Bn)		435		423		444		0.0		(444)				445		0.0		(445)

		JP QE (¥Tn)		513		476		523		â		(545)				563		â		(645)

		China RRR (%)		17.00		17.00		17.00		0.00		17.00				16.00		0.00		16.00



		Key variables

		FX (Month of Dec)		Current		2016		2017				Prev.		Y/Y(%)		2018				Prev.		Y/Y(%)

		USD/GBP		1.35		1.24		1.30		â		(1.32)		5.2		1.28		0.0		(1.28)		-1.5

		USD/EUR		1.20		1.05		1.15		â		(1.19)		9.0		1.20		á		(1.15)		4.3

		JPY/USD		112.7		116.6		115		á		(110)		-1.4		112		0.0		(112)		-2.6

		GBP/EUR		0.89		0.85		0.88		â		(0.90)		3.6		0.94		á		(0.90)		6.0

		RMB/USD		6.51		6.95		6.60		â		(6.90)		-5.0		6.50		â		(7.05)		-1.5

		Commodities (over year)

		Brent Crude		66.6		45.9		55.0		á		(51.6)		19.9		61.2		á		(52.5)		11.2

		43084.0

		Consensus inflation numbers for Emerging Markets is for end of period, and is not directly comparable.

		43098.0

		Previous forecast refers to May 2017

		*  Advanced markets:  Australia, Canada, Denmark, Euro area, Israel, Japan, New Zealand, Singapore, Sweden, Switzerland,

		United Kingdom, United States.

		** Emerging markets: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru, China, India, Indonesia, Malaysia, Philippines, South Korea,

		Taiwan, Thailand, South Africa, Russia, Czech Rep., Hungary, Poland, Romania, Turkey, Ukraine, Bulgaria, Croatia, Latvia, Lithuania.
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		実質国内総生産(GDP)成長率 ジッシツ コクナイ ソウセイサン セイチョウ リツ

		前年比、% ゼンネンヒ		ウェイト (%)		2016		2017				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2018				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2019

		世界 セカイ		100		2.6		3.2		á		(3.0)		3.2		3.3		á		(3.0)		3.2		3.0

		先進国* センシンコク		62.8		1.6		2.2		á		(2.0)		2.2		2.3		á		(1.9)		2.2		2.0

		 米国 ベイコク		27.1		1.5		2.2		á		(2.0)		2.3		2.5		á		(2.0)		2.5		2.2

		 ユーロ圏 ケン		17.4		1.8		2.3		á		(2.1)		2.3		2.3		á		(1.9)		2.1		1.9

		 ドイツ		5.1		1.9		2.6		á		(2.1)		2.3		2.6		á		(2.0)		2.2		2.0

		 英国 エイコク		3.8		1.8		1.5		â		(1.6)		1.6		1.6		0.0		(1.6)		1.5		1.4

		 日本 ニホン		7.2		1.0		1.7		á		(1.6)		1.5		1.8		á		(1.5)		1.3		1.3

		エマージング市場** シジョウ		37.2		4.2		5.0		á		(4.8)		5.0		5.0		á		(4.8)		5.0		4.9

		 BRICs***		24.2		5.2		5.6		0.0		(5.6)		5.8		5.8		á		(5.6)		5.8		5.7

		 中国 チュウゴク		16.4		6.7		6.8		á		(6.7)		6.8		6.4		á		(6.3)		6.4		6.3



		インフレ率 リツ

		前年比、% ゼンネンヒ		ウェイト (%)		2016		2017				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2018				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2019

		世界 セカイ		100		2.0		2.3		0.0		(2.3)		2.2		2.4		á		(2.2)		2.4		2.5

		先進国* センシンコク		62.8		0.7		1.7		á		(1.6)		1.7		1.7		á		(1.6)		1.7		1.9

		 米国 ベイコク		27.1		1.3		2.1		á		(1.9)		2.1		2.1		á		(1.9)		2.1		2.4

		 ユーロ圏 ケン		17.4		0.2		1.5		0.0		(1.5)		1.5		1.4		á		(1.1)		1.4		1.4

		 ドイツ		5.1		0.4		1.7		0.0		(1.7)		1.7		1.7		á		(1.5)		1.7		1.8

		 英国 エイコク		3.8		0.7		2.7		á		(2.6)		2.7		2.2		â		(2.3)		2.6		2.2

		 日本 ニホン		7.2		-0.1		0.4		â		(0.5)		0.4		0.9		â		(1.0)		0.8		1.6

		エマージング市場** シジョウ		37.2		4.1		3.3		0.0		(3.3)		3.2		3.4		0.0		(3.4)		3.4		3.4

		 BRICs***		24.2		3.5		2.2		â		(2.4)		2.1		3.0		0.0		(3.0)		2.9		2.9

		 中国 チュウゴク		16.4		2.0		1.7		â		(1.8)		1.6		2.3		0.0		(2.3)		2.2		2.2



		政策金利 セイサク キンリ

		% (12月時点) ガツ ジテン		現在 ゲンザイ		2016		2017				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2018				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2019		市場予想 シジョウ ヨソウ

		米国 ベイコク		1.25		0.75		1.50		0.0		(1.50)		1.63		2.25		á		(2.00)		2.11		2.50		2.28

		英国 エイコク		0.50		0.25		0.50		0.0		(0.50)		0.52		0.50		0.0		(0.50)		0.78		1.00		0.97

		ユーロ圏（リファイナンス金利） ケン キンリ		0.00		0.00		0.00		0.0		(0.00)		-0.33		0.00		0.0		(0.00)		-0.27		0.50		0.01

		ユーロ圏（中銀預金金利） ケン チュウギン ヨキン キンリ		-0.40		-0.40		-0.40				(-0.40)				-0.40		0.0		(-0.40)				0.00

		日本 ニホン		-0.10		-0.10		-0.10		0.0		(-0.10)		0.06		-0.10		0.0		(-0.10)		0.08		-0.10		0.10

		中国 チュウゴク		4.35		4.35		4.35		0.0		(4.35)		-		4.35		0.0		(4.35)		-		3.50		-





		その他 タ

		為替レート(12月時点) カワセ ガツ ジテン		現在 ゲンザイ		2016		2017				前回 ゼンカイ		前年比(%) ゼンネンヒ		2018				前回 ゼンカイ		前年比(%) ゼンネンヒ		2019		前年比(%) ゼンネンヒ

		米ドル/英ポンド ベイ エイ		1.35		1.24		1.30		â		(1.32)		5.2		1.28		0.0		(1.28)		-1.5		1.25		-2.3

		米ドル/ユーロ ベイ		1.20		1.05		1.15		â		(1.19)		9.0		1.20		á		(1.15)		4.3		1.25		4.2

		円/米ドル エン ベイ		112.7		116.6		115		á		(110)		-1.4		112		0.0		(112)		-2.6		110		-1.8

		英ポンド/ユーロ エイ		0.89		0.85		0.88		â		(0.90)		3.6		0.94		á		(0.90)		6.0		1.00		6.7

		中国人民元/米ドル チュウゴク ジンミンゲン ベイ		6.51		6.95		6.60		â		(6.90)		-5.0		6.50		â		(7.05)		-1.5		6.40		-1.5

		コモディティ

		ブレント原油価格 ゲンユ カカク		66.6		46		55.0		á		(52)		19.9		61.2		á		(52)		11.2		58.7		-4.0

		Source: Schroders, Thomson Datastream, Consensus Economics, October 2017

		Consensus inflation numbers for Emerging Markets is for end of period, and is not directly comparable.

		43035.0

		Previous forecast refers to May 2017, except for BoE forecast, which was updated in September, and Fed, updated in October.

		*  Advanced markets:  Australia, Canada, Denmark, Euro area, Israel, Japan, New Zealand, Singapore, Sweden, Switzerland,

		United Kingdom, United States.

		** Emerging markets: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru, China, India, Indonesia, Malaysia, Philippines, South Korea,

		Taiwan, Thailand, South Africa, Russia, Czech Rep., Hungary, Poland, Romania, Turkey, Ukraine, Bulgaria, Croatia, Latvia, Lithuania.













出所：シュローダー、トムソン・データストリーム、コンセンサス・エコノミクス（2017年12月）
エマージング国のインフレ率の市場予想は、年末時点のものであり、直接比較はできません。
市場予想は2017年12月29日時点。
前回の見通しは2017年8月時点。ただし、FRBとBOEの政策金利の前回の見通しは11月半ば時点。
*先進国市場：豪州、カナダ、デンマーク、ユーロ圏、イスラエル、日本、ニュージーランド、シンガポール、スウェーデン、スイス、英国、米国
**エマージング市場：アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、メキシコ、ペルー、中国、インド、インドネシア、マレーシア、フィリピン、韓国、台湾、タイ、南アフリカ、ロシア、チェコ、ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、トルコ、ウクライナ、ブルガリア、クロアチア、ラトビア、リトアニア
***BRICs：ブラジル、ロシア、インド、中国


政策金利の日本とユーロ圏、原文が間違っているので注意！修正必要。
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		Real GDP

		y/y%		Wt (%)		2016		2017				Prev.		Consensus		2018				Prev.		Consensus		2019

		World		100		2.6		3.2		á		(3.0)		3.2		3.3		á		(3.0)		3.3		3.0

		Advanced*		62.8		1.6		2.2		á		(2.0)		2.2		2.3		á		(1.9)		2.3		2.0

		US		27.1		1.5		2.2		á		(2.0)		2.3		2.5		á		(2.0)		2.7		2.2

		Eurozone		17.4		1.8		2.3		á		(2.1)		2.3		2.3		á		(1.9)		2.2		1.9

		Germany		5.1		1.9		2.6		á		(2.1)		2.3		2.6		á		(2.0)		2.3		2.0

		UK		3.8		1.8		1.5		â		(1.6)		1.6		1.6		0.0		(1.6)		1.4		1.4

		Japan		7.2		1.0		1.7		á		(1.6)		1.5		1.8		á		(1.5)		1.4		1.3

		Total Emerging**		37.2		4.2		4.9		á		(4.8)		5.0		4.9		á		(4.8)		4.9		4.8

		BRICs		24.2		5.2		5.6		0.0		(5.6)		5.8		5.8		á		(5.6)		5.7		5.7

		China		16.4		6.7		6.8		á		(6.7)		6.8		6.4		á		(6.3)		6.5		6.3



		Inflation CPI 

		y/y%		Wt (%)		2016		2017				Prev.		Consensus		2018				Prev.		Consensus		2019

		World		100		2.0		2.3		0.0		(2.3)		2.2		2.3		á		(2.2)		2.4		2.5

		Advanced*		62.8		0.7		1.7		á		(1.6)		1.7		1.7		á		(1.6)		1.8		1.9

		US		27.1		1.3		2.1		á		(1.9)		2.1		2.1		á		(1.9)		2.1		2.4

		Eurozone		17.4		0.2		1.5		0.0		(1.5)		1.5		1.4		á		(1.1)		1.4		1.4

		Germany		5.1		0.4		1.7		0.0		(1.7)		1.7		1.7		á		(1.5)		1.7		1.8

		UK		3.8		0.7		2.7		á		(2.6)		2.7		2.2		â		(2.3)		2.6		2.2

		Japan		7.2		-0.1		0.4		â		(0.5)		0.4		0.9		â		(1.0)		0.9		1.6

		Total Emerging**		37.2		4.1		3.2		â		(3.3)		3.2		3.4		0.0		(3.4)		3.4		3.4

		BRICs		24.2		3.5		2.2		â		(2.4)		2.1		3.0		0.0		(3.0)		2.8		2.9

		China		16.4		2.0		1.7		â		(1.8)		1.6		2.3		0.0		(2.3)		2.2		2.2



		Interest rates 

		% (Month of Dec)		Current		2016		2017				Prev.		Market		2018				Prev.		Market		2019		Market

		US		1.50		0.75		1.50		0.0		(1.50)		1.63		2.25		á		(2.00)		2.36		2.50		2.64

		UK		0.50		0.25		0.50		0.0		(0.50)		0.52		0.50		0.0		(0.50)		0.92		1.00		1.26

		Eurozone (Refi)		0.00		0.00		0.00		0.0		(0.00)		-0.33		0.00		0.0		(0.00)		-0.25		0.50		0.19

		Eurozone (Depo)		-0.10		-0.40		-0.40		0.0		(-0.40)				-0.40		0.0		(-0.40)				0.00

		Japan		4.35		-0.10		-0.10		0.0		(-0.10)		0.06		-0.10		0.0		(-0.10)		0.09		-0.10		0.11

		China		4.35		4.35		4.35		0.0		(4.35)		-		4.35		0.0		(4.35)		-		3.50		-



		Other monetary policy

		(Over year or by Dec)		Current		2016		2017				Prev.				2018				Prev.				2019

		US QE ($Bn)		4456		4451		4426		â		(4433)				4006		â		(4013)				3406

		EZ QE (€Bn)		2003		1481		2183		â		(2216)				2453		â		(2546)				2453

		UK QE (£Bn)		435		423		444		0.0		(444)				445		0.0		(445)				445

		JP QE (¥Tn)		513.4		476		523		â		(545)				563		â		(645)				583

		China RRR (%)		17.00		17.00		17.00		0.00		17.00				16.00		0.00		16.00				15.00



		Key variables

		FX (Month of Dec)		Current		2016		2017				Prev.		Y/Y(%)		2018				Prev.		Y/Y(%)		2019		Y/Y(%)

		USD/GBP		1.41		1.24		1.30		â		(1.32)		5.2		1.28		0.0		(1.28)		-1.5		1.25		-2.3

		USD/EUR		1.24		1.05		1.15		â		(1.19)		9.0		1.20		á		(1.15)		4.3		1.25		4.2

		JPY/USD		109.0		116.6		115		á		(110)		-1.4		112		0.0		(112)		-2.6		110		-1.8

		GBP/EUR		0.88		0.85		0.88		â		(0.90)		3.6		0.94		á		(0.90)		6.0		1.00		6.7

		RMB/USD		6.33		6.95		6.60		â		(6.90)		-5.0		6.50		â		(7.05)		-1.5		6.40		-1.5

		Commodities (over year)

		Brent Crude		69.3		46		55.0		á		(52)		19.9		61.2		á		(52)		11.2		58.7		-4.0

		43115.0

		Consensus inflation numbers for Emerging Markets is for end of period, and is not directly comparable.

		43130.0

		Previous forecast refers to August 2017, except for the Fed and BoE rates forecasts which were updated mid-quarter. 

		*  Advanced markets:  Australia, Canada, Denmark, Euro area, Israel, Japan, New Zealand, Singapore, Sweden, Switzerland,

		United Kingdom, United States.

		** Emerging markets: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru, China, India, Indonesia, Malaysia, Philippines, South Korea,

		Taiwan, Thailand, South Africa, Russia, Czech Rep., Hungary, Poland, Romania, Turkey, Ukraine, Bulgaria, Croatia, Latvia, Lithuania.
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		実質国内総生産(GDP)成長率 ジッシツ コクナイ ソウセイサン セイチョウ リツ

		前年比、% ゼンネンヒ		ウェイト (%)		2016		2017				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2018				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2019

		世界 セカイ		100		2.6		3.2		á		(3.0)		3.2		3.3		á		(3.0)		3.3		3.0

		先進国* センシンコク		62.8		1.6		2.2		á		(2.0)		2.2		2.3		á		(1.9)		2.3		2.0

		 米国 ベイコク		27.1		1.5		2.2		á		(2.0)		2.3		2.5		á		(2.0)		2.7		2.2

		 ユーロ圏 ケン		17.4		1.8		2.3		á		(2.1)		2.3		2.3		á		(1.9)		2.2		1.9

		 ドイツ		5.1		1.9		2.6		á		(2.1)		2.3		2.6		á		(2.0)		2.3		2.0

		 英国 エイコク		3.8		1.8		1.5		â		(1.6)		1.6		1.6		0.0		(1.6)		1.4		1.4

		 日本 ニホン		7.2		1.0		1.7		á		(1.6)		1.5		1.8		á		(1.5)		1.4		1.3

		エマージング市場** シジョウ		37.2		4.2		4.9		á		(4.8)		5.0		4.9		á		(4.8)		4.9		4.8

		 BRICs***		24.2		5.2		5.6		0.0		(5.6)		5.8		5.8		á		(5.6)		5.7		5.7

		 中国 チュウゴク		16.4		6.7		6.8		á		(6.7)		6.8		6.4		á		(6.3)		6.5		6.3



		インフレ率 リツ

		前年比、% ゼンネンヒ		ウェイト (%)		2016		2017				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2018				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2019

		世界 セカイ		100		2.0		2.3		0.0		(2.3)		2.2		2.3		á		(2.2)		2.4		2.5

		先進国* センシンコク		62.8		0.7		1.7		á		(1.6)		1.7		1.7		á		(1.6)		1.8		1.9

		 米国 ベイコク		27.1		1.3		2.1		á		(1.9)		2.1		2.1		á		(1.9)		2.1		2.4

		 ユーロ圏 ケン		17.4		0.2		1.5		0.0		(1.5)		1.5		1.4		á		(1.1)		1.4		1.4

		 ドイツ		5.1		0.4		1.7		0.0		(1.7)		1.7		1.7		á		(1.5)		1.7		1.8

		 英国 エイコク		3.8		0.7		2.7		á		(2.6)		2.7		2.2		â		(2.3)		2.6		2.2

		 日本 ニホン		7.2		-0.1		0.4		â		(0.5)		0.4		0.9		â		(1.0)		0.9		1.6

		エマージング市場** シジョウ		37.2		4.1		3.2		â		(3.3)		3.2		3.4		0.0		(3.4)		3.4		3.4

		 BRICs***		24.2		3.5		2.2		â		(2.4)		2.1		3.0		0.0		(3.0)		2.8		2.9

		 中国 チュウゴク		16.4		2.0		1.7		â		(1.8)		1.6		2.3		0.0		(2.3)		2.2		2.2



		政策金利 セイサク キンリ

		% (12月時点) ガツ ジテン		現在 ゲンザイ		2016		2017				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2018				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2019		市場予想 シジョウ ヨソウ

		米国 ベイコク		1.50		0.75		1.50		0.0		(1.50)		1.63		2.25		á		(2.00)		2.36		2.50		2.64

		英国 エイコク		0.50		0.25		0.50		0.0		(0.50)		0.52		0.50		0.0		(0.50)		0.92		1.00		1.26

		ユーロ圏（リファイナンス金利） ケン キンリ		0.00		0.00		0.00		0.0		(0.00)		-0.33		0.00		0.0		(0.00)		-0.25		0.50		0.19

		ユーロ圏（中銀預金金利） ケン チュウギン ヨキン キンリ		-0.40		-0.40		-0.40		0.0		(-0.40)				-0.40		0.0		(-0.40)				0.00

		日本 ニホン		-0.10		-0.10		-0.10		0.0		(-0.10)		0.06		-0.10		0.0		(-0.10)		0.09		-0.10		0.11

		中国 チュウゴク		4.35		4.35		4.35		0.0		(4.35)		-		4.35		0.0		(4.35)		-		3.50		-





		その他 タ

		為替レート(12月時点) カワセ ガツ ジテン		現在 ゲンザイ		2016		2017				前回 ゼンカイ		前年比(%) ゼンネンヒ		2018				前回 ゼンカイ		前年比(%) ゼンネンヒ		2019		前年比(%) ゼンネンヒ

		米ドル/英ポンド ベイ エイ		1.41		1.24		1.30		â		(1.32)		5.2		1.28		0.0		(1.28)		-1.5		1.25		-2.3

		米ドル/ユーロ ベイ		1.24		1.05		1.15		â		(1.19)		9.0		1.20		á		(1.15)		4.3		1.25		4.2

		円/米ドル エン ベイ		109.0		116.6		115		á		(110)		-1.4		112		0.0		(112)		-2.6		110		-1.8

		英ポンド/ユーロ エイ		0.88		0.85		0.88		â		(0.90)		3.6		0.94		á		(0.90)		6.0		1.00		6.7

		中国人民元/米ドル チュウゴク ジンミンゲン ベイ		6.33		6.95		6.60		â		(6.90)		-5.0		6.50		â		(7.05)		-1.5		6.40		-1.5

		コモディティ

		ブレント原油価格 ゲンユ カカク		69.3		46		55.0		á		(52)		19.9		61.2		á		(52)		11.2		58.7		-4.0

		Source: Schroders, Thomson Datastream, Consensus Economics, October 2017

		Consensus inflation numbers for Emerging Markets is for end of period, and is not directly comparable.

		43035.0

		Previous forecast refers to May 2017, except for BoE forecast, which was updated in September, and Fed, updated in October.

		*  Advanced markets:  Australia, Canada, Denmark, Euro area, Israel, Japan, New Zealand, Singapore, Sweden, Switzerland,

		United Kingdom, United States.

		** Emerging markets: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru, China, India, Indonesia, Malaysia, Philippines, South Korea,

		Taiwan, Thailand, South Africa, Russia, Czech Rep., Hungary, Poland, Romania, Turkey, Ukraine, Bulgaria, Croatia, Latvia, Lithuania.













出所：シュローダー、トムソン・データストリーム、コンセンサス・エコノミクス（2018年1月）
エマージング国のインフレ率の市場予想は、年末時点のものであり、直接比較はできません。
市場予想は2018年1月30日時点。
前回の見通しは2017年8月時点。ただし、FRBとBOEの政策金利の前回の見通しは11月半ば時点。
*先進国市場：豪州、カナダ、デンマーク、ユーロ圏、イスラエル、日本、ニュージーランド、シンガポール、スウェーデン、スイス、英国、米国
**エマージング市場：アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、メキシコ、ペルー、中国、インド、インドネシア、マレーシア、フィリピン、韓国、台湾、タイ、南アフリカ、ロシア、チェコ、ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、トルコ、ウクライナ、ブルガリア、クロアチア、ラトビア、リトアニア
***BRICs：ブラジル、ロシア、インド、中国
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																																										á

		Real GDP																																								â

		y/y%		Wt (%)		2017		2018				Prev.		Consensus		2019				Prev.		Consensus

		World		100		3.3		3.5		á		(3.3)		3.3		3.3		á		(3.0)		3.1

		Advanced*		62.8		2.2		2.6		á		(2.3)		2.4		2.3		á		(2.0)		2.0

		US		27.1		2.3		3.1		á		(2.5)		2.8		2.9		á		(2.2)		2.4														TRUE

		Eurozone		17.4		2.5		2.6		á		(2.3)		2.3		2.2		á		(1.9)		1.9

		Germany		5.1		2.5		2.8		á		(2.6)		2.4		2.4		á		(2.0)		1.9

		UK		3.8		1.7		1.7		á		(1.6)		1.5		1.5		á		(1.4)		1.5

		Japan		7.2		1.6		1.5		â		(1.8)		1.4		1.1		â		(1.3)		1.1

		Total Emerging**		37.2		5.0		5.1		á		(4.9)		5.0		5.0		á		(4.8)		4.9

		BRICs		24.2		5.7		6.0		á		(5.8)		5.8		5.9		á		(5.7)		5.7

		China		16.4		6.9		6.6		á		(6.4)		6.5		6.5		á		(6.3)		6.3



		Inflation CPI 

		y/y%		Wt (%)		2017		2018				Prev.		Consensus		2019				Prev.		Consensus

		World		100		2.3		2.4		á		(2.3)		2.4		2.6		á		(2.5)		2.4

		Advanced*		62.8		1.7		1.9		á		(1.7)		1.9		2.1		á		(1.9)		1.9

		US		27.1		2.1		2.5		á		(2.1)		2.3		2.6		á		(2.4)		2.2

		Eurozone		17.4		1.5		1.2		â		(1.4)		1.5		1.5		á		(1.4)		1.5

		Germany		5.1		1.7		1.5		â		(1.7)		1.7		1.8		0.0		(1.8)		1.8

		UK		3.8		2.7		2.5		á		(2.2)		2.6		2.3		á		(2.2)		2.2

		Japan		7.2		0.5		1.1		á		(0.9)		0.9		1.6		0.0		(1.6)		1.1

		Total Emerging**		37.2		3.2		3.4		0.0		(3.4)		3.4		3.5		á		(3.4)		3.3

		BRICs		24.2		2.2		2.8		â		(3.0)		2.8		3.0		á		(2.9)		3.0

		China		16.4		1.5		2.2		â		(2.3)		2.3		2.3		á		(2.2)		2.2



		Interest rates 

		% (Month of Dec)		Current		2017		2018				Prev.		Market		2019				Prev.		Market

		US		1.50		1.50		2.50		á		(2.25)		2.47		3.00		á		(2.50)		2.80

		UK		0.50		0.50		0.75		á		(0.50)		1.00		1.25		á		(1.00)		1.35

		Eurozone (Refi)		0.00		0.00		0.00		0.0		(0.00)		-0.26		0.75		á		(0.50)		0.17

		Eurozone (Depo)		-0.40		-0.40		-0.40				(-0.40)				0.25		á		(0.00)

		Japan		-0.10		-0.10		-0.10		0.0		(-0.10)		0.09		-0.10		0.0		(-0.10)		0.11

		China		4.35		4.35		4.35		0.0		(4.35)		-		4.00		á		(3.50)		-



		Other monetary policy

		(Over year or by Dec)		Current		2017		2018				Prev.		Y/Y(%)		2019				Prev.		Y/Y(%)

		US QE ($Bn)		4449		4449		4029		á		(4006)		-9.4%		3429		á		(3406)		-14.9%

		EZ QE (€Bn)		2154		2154		2424		â		(2453)		12.5%		2424		â		(2453)		0.0%

		UK QE (£Bn)		435		445		445		0.0		(445)		0.0%		445		0.0		(445)		0.0%

		JP QE (¥Tn)		521		521		551		â		(563)		5.7%		567		â		(583)		2.9%

		China RRR (%)		17.00		17.00		16.00		0.00		16.00		-		16.00		á		15.00		-



		Key variables

		FX (Month of Dec)		Current		2017		2018				Prev.		Y/Y(%)		2019				Prev.		Y/Y(%)

		USD/GBP		1.40		1.30		1.40		á		(1.28)		7.7		1.36		á		(1.25)		-2.9

		USD/EUR		1.24		1.15		1.28		á		(1.20)		11.3		1.25		0.0		(1.25)		-2.3

		JPY/USD		106.8		115.0		105		â		(112)		-8.7		110		0.0		(110)		4.8

		GBP/EUR		0.89		0.88		0.91		â		(0.94)		3.4		0.92		â		(1.00)		0.5

		RMB/USD		6.34		6.60		6.20		â		(6.50)		-6.1		6.37		â		(6.40)		2.7

		Commodities (over year)

		Brent Crude		63.2		55.6		64.0		á		(61.2)		15.2		59.7		á		(58.7)		-6.7

		43146.0

		Consensus inflation numbers for Emerging Markets is for end of period, and is not directly comparable.

		43146.0

		43054.0

		*  Advanced markets:  Australia, Canada, Denmark, Euro area, Israel, Japan, New Zealand, Singapore, Sweden, Switzerland,

		United Kingdom, United States.

		** Emerging markets: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru, China, India, Indonesia, Malaysia, Philippines, South Korea,

		Taiwan, Thailand, South Africa, Russia, Czech Rep., Hungary, Poland, Romania, Turkey, Ukraine, Bulgaria, Croatia, Latvia, Lithuania.













Transfer All Data
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		実質国内総生産(GDP)成長率 ジッシツ コクナイ ソウセイサン セイチョウ リツ

		前年比、% ゼンネンヒ		ウェイト (%)		2017		2018				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2019				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ

		世界 セカイ		100		3.3		3.5		á		(3.3)		3.3		3.3		á		(3.0)		3.1

		先進国* センシンコク		62.8		2.2		2.6		á		(2.3)		2.4		2.3		á		(2.0)		2.0

		 米国 ベイコク		27.1		2.3		3.1		á		(2.5)		2.8		2.9		á		(2.2)		2.4

		 ユーロ圏 ケン		17.4		2.5		2.6		á		(2.3)		2.3		2.2		á		(1.9)		1.9

		 ドイツ		5.1		2.5		2.8		á		(2.6)		2.4		2.4		á		(2.0)		1.9

		 英国 エイコク		3.8		1.7		1.7		á		(1.6)		1.5		1.5		á		(1.4)		1.5

		 日本 ニホン		7.2		1.6		1.5		â		(1.8)		1.4		1.1		â		(1.3)		1.1

		エマージング市場** シジョウ		37.2		5.0		5.1		á		(4.9)		5.0		5.0		á		(4.8)		4.9

		 BRICs***		24.2		5.7		6.0		á		(5.8)		5.8		5.9		á		(5.7)		5.7

		 中国 チュウゴク		16.4		6.9		6.6		á		(6.4)		6.5		6.5		á		(6.3)		6.3



		インフレ率 リツ

		前年比、% ゼンネンヒ		ウェイト (%)		2017		2018				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2019				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ

		世界 セカイ		100		2.3		2.4		á		(2.3)		2.4		2.6		á		(2.5)		2.4

		先進国* センシンコク		62.8		1.7		1.9		á		(1.7)		1.9		2.1		á		(1.9)		1.9

		 米国 ベイコク		27.1		2.1		2.5		á		(2.1)		2.3		2.6		á		(2.4)		2.2

		 ユーロ圏 ケン		17.4		1.5		1.2		â		(1.4)		1.5		1.5		á		(1.4)		1.5

		 ドイツ		5.1		1.7		1.5		â		(1.7)		1.7		1.8		0.0		(1.8)		1.8

		 英国 エイコク		3.8		2.7		2.5		á		(2.2)		2.6		2.3		á		(2.2)		2.2

		 日本 ニホン		7.2		0.5		1.1		á		(0.9)		0.9		1.6		0.0		(1.6)		1.1

		エマージング市場** シジョウ		37.2		3.2		3.4		0.0		(3.4)		3.4		3.5		á		(3.4)		3.3

		 BRICs***		24.2		2.2		2.8		â		(3.0)		2.8		3.0		á		(2.9)		3.0

		 中国 チュウゴク		16.4		1.5		2.2		â		(2.3)		2.3		2.3		á		(2.2)		2.2



		政策金利 セイサク キンリ

		% (12月時点) ガツ ジテン		現在 ゲンザイ		2017		2018				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2019				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ

		米国 ベイコク		1.50		1.50		2.50		á		(2.25)		2.47		3.00		á		(2.50)		2.80

		英国 エイコク		0.50		0.50		0.75		á		(0.50)		1.00		1.25		á		(1.00)		1.35

		ユーロ圏（リファイナンス金利） ケン キンリ		0.00		0.00		0.00		0.0		(0.00)		-0.26		0.75		á		(0.50)		0.17

		ユーロ圏（中銀預金金利） ケン チュウギン ヨキン キンリ		-0.40		-0.40		-0.40				(-0.40)				0.25		á		(0.00)

		日本 ニホン		-0.10		-0.10		-0.10		0.0		(-0.10)		0.09		-0.10		0.0		(-0.10)		0.11

		中国 チュウゴク		4.35		4.35		4.35		0.0		(4.35)		-		4.00		á		(3.50)		-





		その他 タ

		為替レート(12月時点) カワセ ガツ ジテン		現在 ゲンザイ		2017		2018				前回 ゼンカイ		前年比(%) ゼンネンヒ		2019				前回 ゼンカイ		前年比(%) ゼンネンヒ

		米ドル/英ポンド ベイ エイ		1.40		1.30		1.40		á		(1.28)		7.7		1.36		á		(1.25)		-2.9

		米ドル/ユーロ ベイ		1.24		1.15		1.28		á		(1.20)		11.3		1.25		0.0		(1.25)		-2.3

		円/米ドル エン ベイ		106.8		115.0		105		â		(112)		-8.7		110		0.0		(110)		4.8

		英ポンド/ユーロ エイ		0.89		0.88		0.91		â		(0.94)		3.4		0.92		â		(1.00)		0.5

		中国人民元/米ドル チュウゴク ジンミンゲン ベイ		6.34		6.60		6.20		â		(6.50)		-6.1		6.37		â		(6.40)		2.7

		コモディティ

		ブレント原油価格 ゲンユ カカク		63.2		55.6		64.0		á		61.2		15.2		59.7		á		(59)		-6.7

		Source: Schroders, Thomson Datastream, Consensus Economics, October 2017

		Consensus inflation numbers for Emerging Markets is for end of period, and is not directly comparable.

		43035.0

		Previous forecast refers to May 2017, except for BoE forecast, which was updated in September, and Fed, updated in October.

		*  Advanced markets:  Australia, Canada, Denmark, Euro area, Israel, Japan, New Zealand, Singapore, Sweden, Switzerland,

		United Kingdom, United States.

		** Emerging markets: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru, China, India, Indonesia, Malaysia, Philippines, South Korea,

		Taiwan, Thailand, South Africa, Russia, Czech Rep., Hungary, Poland, Romania, Turkey, Ukraine, Bulgaria, Croatia, Latvia, Lithuania.













出所：シュローダー、トムソン・データストリーム、コンセンサス・エコノミクス（2018年2月）
エマージング国のインフレ率の市場予想は、年末時点のものであり、直接比較はできません。
市場予想は2018年2月15日時点。
前回の見通しは2017年11月時点。
*先進国市場：豪州、カナダ、デンマーク、ユーロ圏、イスラエル、日本、ニュージーランド、シンガポール、スウェーデン、スイス、英国、米国
**エマージング市場：アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、メキシコ、ペルー、中国、インド、インドネシア、マレーシア、フィリピン、韓国、台湾、タイ、南アフリカ、ロシア、チェコ、ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、トルコ、ウクライナ、ブルガリア、クロアチア、ラトビア、リトアニア
***BRICs：ブラジル、ロシア、インド、中国
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		Schroders Baseline Forecast



		Real GDP

		y/y%		Wt (%)		2017		2018				Prev.		Consensus		2019				Prev.		Consensus

		World		100		3.3		3.5		á		(3.3)		3.4		3.3		á		(3.0)		3.2

		Advanced*		62.8		2.2		2.6		á		(2.3)		2.4		2.3		á		(2.0)		2.1

		US		27.1		2.3		3.1		á		(2.5)		2.8		2.9		á		(2.2)		2.6

		Eurozone		17.4		2.5		2.6		á		(2.3)		2.4		2.2		á		(1.9)		1.9

		Germany		5.1		2.5		2.8		á		(2.6)		2.4		2.4		á		(2.0)		1.9

		UK		3.8		1.7		1.7		á		(1.6)		1.6		1.5		á		(1.4)		1.5

		Japan		7.2		1.6		1.5		â		(1.8)		1.4		1.1		â		(1.3)		1.1

		Total Emerging**		37.2		5.0		5.1		á		(4.9)		5.0		5.0		á		(4.8)		4.9

		BRICs		24.2		5.7		6.0		á		(5.8)		5.8		5.9		á		(5.7)		5.7

		China		16.4		6.9		6.6		á		(6.4)		6.5		6.5		á		(6.3)		6.3



		Inflation CPI 

		y/y%		Wt (%)		2017		2018				Prev.		Consensus		2019				Prev.		Consensus

		World		100		2.3		2.4		á		(2.3)		2.5		2.6		á		(2.5)		2.4

		Advanced*		62.8		1.7		1.9		á		(1.7)		1.9		2.1		á		(1.9)		1.8

		US		27.1		2.1		2.5		á		(2.1)		2.4		2.6		á		(2.4)		2.1

		Eurozone		17.4		1.5		1.2		â		(1.4)		1.5		1.5		á		(1.4)		1.6

		Germany		5.1		1.7		1.5		â		(1.7)		1.7		1.8		0.0		(1.8)		1.8

		UK		3.8		2.7		2.5		á		(2.2)		2.6		2.3		á		(2.2)		2.2

		Japan		7.2		0.5		1.1		á		(0.9)		1.0		1.6		0.0		(1.6)		1.1

		Total Emerging**		37.2		3.2		3.4		0.0		(3.4)		3.4		3.5		á		(3.4)		3.4

		BRICs		24.2		2.2		2.8		â		(3.0)		2.7		3.0		á		(2.9)		3.0

		China		16.4		1.5		2.2		â		(2.3)		2.3		2.3		á		(2.2)		2.3



		Interest rates 

		% (Month of Dec)		Current		2017		2018				Prev.		Market		2019				Prev.		Market

		US		1.50		1.50		2.50		á		(2.25)		2.48		3.00		á		(2.50)		2.78

		UK		0.50		0.50		0.75		á		(0.50)		1.07		1.25		á		(1.00)		1.33

		Eurozone (Refi)		0.00		0.00		0.00		0.0		(0.00)		-0.30		0.75		á		(0.50)		0.02

		Eurozone (Depo)		-0.40		-0.40		-0.40				(-0.40)				0.25		á		(0.00)

		Japan		-0.10		-0.10		-0.10		0.0		(-0.10)		0.08		-0.10		0.0		(-0.10)		0.10

		China		4.35		4.35		4.35		0.0		(4.35)		-		4.00		á		(3.50)		-



		Other monetary policy

		(Over year or by Dec)		Current		2017		2018				Prev.		Y/Y(%)		2019				Prev.		Y/Y(%)

		US QE ($Bn)		4449		4449		4029		á		(4006)		-9.4%		3429		á		(3406)		-14.9%

		EZ QE (€Bn)		2154		2154		2424		â		(2453)		12.5%		2424		â		(2453)		0.0%

		UK QE (£Bn)		435		445		445		0.0		(445)		0.0%		445		0.0		(445)		0.0%

		JP QE (¥Tn)		521		521		551		â		(563)		5.7%		567		â		(583)		2.9%

		China RRR (%)		17.00		17.00		16.00		0.00		16.00		-		16.00		á		15.00		-



		Key variables

		FX (Month of Dec)		Current		2017		2018				Prev.		Y/Y(%)		2019				Prev.		Y/Y(%)

		USD/GBP		1.41		1.30		1.40		á		(1.28)		7.7		1.36		á		(1.25)		-2.9

		USD/EUR		1.24		1.15		1.28		á		(1.20)		11.3		1.25		0.0		(1.25)		-2.3

		JPY/USD		106.2		115.0		105		â		(112)		-8.7		110		0.0		(110)		4.8

		GBP/EUR		0.88		0.88		0.91		â		(0.94)		3.4		0.92		â		(1.00)		0.5

		RMB/USD		6.29		6.60		6.20		â		(6.50)		-6.1		6.37		â		(6.40)		2.7

		Commodities (over year)

		Brent Crude		70.0		55.6		64.0		á		(61.2)		15.2		59.7		á		(58.7)		-6.7

		43146.0

		Consensus inflation numbers for Emerging Markets is for end of period, and is not directly comparable.

		43187.0

		43054.0

		*  Advanced markets:  Australia, Canada, Denmark, Euro area, Israel, Japan, New Zealand, Singapore, Sweden, Switzerland,

		United Kingdom, United States.

		** Emerging markets: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru, China, India, Indonesia, Malaysia, Philippines, South Korea,

		Taiwan, Thailand, South Africa, Russia, Czech Rep., Hungary, Poland, Romania, Turkey, Ukraine, Bulgaria, Croatia, Latvia, Lithuania.
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		実質国内総生産(GDP)成長率 ジッシツ コクナイ ソウセイサン セイチョウ リツ

		前年比、% ゼンネンヒ		ウェイト (%)		2017		2018				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2019				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ

		世界 セカイ		100		3.3		3.5		á		(3.3)		3.4		3.3		á		(3.0)		3.2

		先進国* センシンコク		62.8		2.2		2.6		á		(2.3)		2.4		2.3		á		(2.0)		2.1

		 米国 ベイコク		27.1		2.3		3.1		á		(2.5)		2.8		2.9		á		(2.2)		2.6

		 ユーロ圏 ケン		17.4		2.5		2.6		á		(2.3)		2.4		2.2		á		(1.9)		1.9

		 ドイツ		5.1		2.5		2.8		á		(2.6)		2.4		2.4		á		(2.0)		1.9

		 英国 エイコク		3.8		1.7		1.7		á		(1.6)		1.6		1.5		á		(1.4)		1.5

		 日本 ニホン		7.2		1.6		1.5		â		(1.8)		1.4		1.1		â		(1.3)		1.1

		エマージング市場** シジョウ		37.2		5.0		5.1		á		(4.9)		5.0		5.0		á		(4.8)		4.9

		 BRICs***		24.2		5.7		6.0		á		(5.8)		5.8		5.9		á		(5.7)		5.7

		 中国 チュウゴク		16.4		6.9		6.6		á		(6.4)		6.5		6.5		á		(6.3)		6.3



		インフレ率 リツ

		前年比、% ゼンネンヒ		ウェイト (%)		2017		2018				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2019				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ

		世界 セカイ		100		2.3		2.4		á		(2.3)		2.5		2.6		á		(2.5)		2.4

		先進国* センシンコク		62.8		1.7		1.9		á		(1.7)		1.9		2.1		á		(1.9)		1.8

		 米国 ベイコク		27.1		2.1		2.5		á		(2.1)		2.4		2.6		á		(2.4)		2.1

		 ユーロ圏 ケン		17.4		1.5		1.2		â		(1.4)		1.5		1.5		á		(1.4)		1.6

		 ドイツ		5.1		1.7		1.5		â		(1.7)		1.7		1.8		0.0		(1.8)		1.8

		 英国 エイコク		3.8		2.7		2.5		á		(2.2)		2.6		2.3		á		(2.2)		2.2

		 日本 ニホン		7.2		0.5		1.1		á		(0.9)		1.0		1.6		0.0		(1.6)		1.1

		エマージング市場** シジョウ		37.2		3.2		3.4		0.0		(3.4)		3.4		3.5		á		(3.4)		3.4

		 BRICs***		24.2		2.2		2.8		â		(3.0)		2.7		3.0		á		(2.9)		3.0

		 中国 チュウゴク		16.4		1.5		2.2		â		(2.3)		2.3		2.3		á		(2.2)		2.3



		政策金利 セイサク キンリ

		% (12月時点) ガツ ジテン		現在 ゲンザイ		2017		2018				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2019				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ

		米国 ベイコク		1.75		1.50		2.50		á		(2.25)		2.48		3.00		á		(2.50)		2.78

		英国 エイコク		0.50		0.50		0.75		á		(0.50)		1.07		1.25		á		(1.00)		1.33

		ユーロ圏（リファイナンス金利） ケン キンリ		0.00		0.00		0.00		0.0		(0.00)		-0.30		0.75		á		(0.50)		0.02

		ユーロ圏（中銀預金金利） ケン チュウギン ヨキン キンリ		-0.40		-0.40		-0.40				(-0.40)				0.25		á		(0.00)

		日本 ニホン		-0.10		-0.10		-0.10		0.0		(-0.10)		0.08		-0.10		0.0		(-0.10)		0.10

		中国 チュウゴク		4.35		4.35		4.35		0.0		(4.35)		-		4.00		á		(3.50)		-





		その他 タ

		為替レート(12月時点) カワセ ガツ ジテン		現在 ゲンザイ		2017		2018				前回 ゼンカイ		前年比(%) ゼンネンヒ		2019				前回 ゼンカイ		前年比(%) ゼンネンヒ

		英ポンド/米ドル エイ		1.41		1.30		1.40		á		(1.28)		7.7		1.36		á		(1.25)		-2.9

		ユーロ/米ドル		1.24		1.15		1.28		á		(1.20)		11.3		1.25		0.0		(1.25)		-2.3

		米ドル/円 ベイ		106.2		115.0		105		â		(112)		-8.7		110		0.0		(110)		4.8

		ユーロ/英ポンド		0.88		0.88		0.91		â		(0.94)		3.4		0.92		â		(1.00)		0.5

		米ドル/中国人民元 ベイ		6.29		6.60		6.20		â		(6.50)		-6.1		6.37		â		(6.40)		2.7

		コモディティ

		ブレント原油価格 ゲンユ カカク		64.3		55.6		64.0		á		61.2		15.2		59.7		á		(59)		-6.7

		Source: Schroders, Thomson Datastream, Consensus Economics, October 2017

		Consensus inflation numbers for Emerging Markets is for end of period, and is not directly comparable.

		43035.0

		Previous forecast refers to May 2017, except for BoE forecast, which was updated in September, and Fed, updated in October.

		*  Advanced markets:  Australia, Canada, Denmark, Euro area, Israel, Japan, New Zealand, Singapore, Sweden, Switzerland,

		United Kingdom, United States.

		** Emerging markets: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru, China, India, Indonesia, Malaysia, Philippines, South Korea,

		Taiwan, Thailand, South Africa, Russia, Czech Rep., Hungary, Poland, Romania, Turkey, Ukraine, Bulgaria, Croatia, Latvia, Lithuania.













出所：シュローダー、トムソン・データストリーム、コンセンサス・エコノミクス
エマージング国のインフレ率の市場予想は、年末時点のものであり、直接比較はできません。
現在および市場予想の値は2018年3月28日時点。
前回の見通しは2017年11月時点。
*先進国市場：豪州、カナダ、デンマーク、ユーロ圏、イスラエル、日本、ニュージーランド、シンガポール、スウェーデン、スイス、英国、米国
**エマージング市場：アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、メキシコ、ペルー、中国、インド、インドネシア、マレーシア、フィリピン、韓国、台湾、タイ、南アフリカ、ロシア、チェコ、ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、トルコ、ウクライナ、ブルガリア、クロアチア、ラトビア、リトアニア
***BRICs：ブラジル、ロシア、インド、中国
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		Real GDP

		y/y%		Wt (%)		2017		2018				Prev.		Consensus		2019				Prev.		Consensus

		World		100		3.3		3.5		á		(3.3)		3.4		3.3		á		(3.0)		3.2

		Advanced*		62.8		2.2		2.6		á		(2.3)		2.4		2.3		á		(2.0)		2.1

		US		27.1		2.3		3.1		á		(2.5)		2.8		2.9		á		(2.2)		2.6

		Eurozone		17.4		2.5		2.6		á		(2.3)		2.4		2.2		á		(1.9)		1.9

		Germany		5.1		2.5		2.8		á		(2.6)		2.4		2.4		á		(2.0)		1.9

		UK		3.8		1.7		1.7		á		(1.6)		1.5		1.5		á		(1.4)		1.5

		Japan		7.2		1.6		1.5		â		(1.8)		1.4		1.1		â		(1.3)		1.1

		Total Emerging**		37.2		5.0		5.1		á		(4.9)		5.1		5.0		á		(4.8)		5.0

		BRICs		24.2		5.7		6.0		á		(5.8)		5.9		5.9		á		(5.7)		5.8

		China		16.4		6.9		6.6		á		(6.4)		6.6		6.5		á		(6.3)		6.4



		Inflation CPI 

		y/y%		Wt (%)		2017		2018				Prev.		Consensus		2019				Prev.		Consensus

		World		100		2.3		2.5		á		(2.3)		2.5		2.6		á		(2.5)		2.4

		Advanced*		62.8		1.7		1.9		á		(1.7)		1.9		2.1		á		(1.9)		1.8

		US		27.1		2.1		2.5		á		(2.1)		2.5		2.6		á		(2.4)		2.1

		Eurozone		17.4		1.5		1.2		â		(1.4)		1.5		1.5		á		(1.4)		1.5

		Germany		5.1		1.7		1.5		â		(1.7)		1.7		1.8		0.0		(1.8)		1.8

		UK		3.8		2.7		2.5		á		(2.2)		2.6		2.3		á		(2.2)		2.2

		Japan		7.2		0.5		1.1		á		(0.9)		1.0		1.6		0.0		(1.6)		1.1

		Total Emerging**		37.2		3.2		3.4		0.0		(3.4)		3.5		3.6		á		(3.4)		3.4

		BRICs		24.2		2.2		2.8		â		(3.0)		2.9		3.0		á		(2.9)		3.0

		China		16.4		1.5		2.2		â		(2.3)		2.3		2.3		á		(2.2)		2.3



		Interest rates 

		% (Month of Dec)		Current		2017		2018				Prev.		Market		2019				Prev.		Market

		US		1.75		1.50		2.50		á		(2.25)		2.63		3.00		á		(2.50)		2.94

		UK		0.50		0.50		0.75		á		(0.50)		1.03		1.25		á		(1.00)		1.32

		Eurozone (Refi)		0.00		0.00		0.00		0.0		(0.00)		-0.30		0.75		á		(0.50)		0.02

		Eurozone (Depo)		-0.40		-0.40		-0.40				(-0.40)				0.25		á		(0.00)

		Japan		-0.10		-0.10		-0.10		0.0		(-0.10)		0.09		-0.10		0.0		(-0.10)		0.11

		China		4.35		4.35		4.35		0.0		(4.35)		-		4.00		á		(3.50)		-



		Other monetary policy

		(Over year or by Dec)		Current		2017		2018				Prev.		Y/Y(%)		2019				Prev.		Y/Y(%)

		US QE ($Bn)		4449		4449		4029		á		(4006)		-9.4%		3429		á		(3406)		-14.9%

		EZ QE (€Bn)		2154		2154		2424		â		(2453)		12.5%		2424		â		(2453)		0.0%

		UK QE (£Bn)		435		445		445		0.0		(445)		0.0%		445		0.0		(445)		0.0%

		JP QE (¥Tn)		521		521		551		â		(563)		5.7%		567		â		(583)		2.9%

		China RRR (%)		17.00		17.00		16.00		0.00		16.00		-		16.00		á		15.00		-



		Key variables

		FX (Month of Dec)		Current		2017		2018				Prev.		Y/Y(%)		2019				Prev.		Y/Y(%)

		USD/GBP		1.42		1.30		1.40		á		(1.28)		7.7		1.36		á		(1.25)		-2.9

		USD/EUR		1.24		1.15		1.28		á		(1.20)		11.3		1.25		0.0		(1.25)		-2.3

		JPY/USD		107.2		115.0		105		â		(112)		-8.7		110		0.0		(110)		4.8

		GBP/EUR		0.87		0.88		0.91		â		(0.94)		3.4		0.92		â		(1.00)		0.5

		RMB/USD		6.29		6.60		6.20		â		(6.50)		-6.1		6.37		â		(6.40)		2.7

		Commodities (over year)

		Brent Crude		73.2		55.6		64.0		á		(61.2)		15.2		59.7		á		(58.7)		-6.7

		43205.0

		Consensus inflation numbers for Emerging Markets is for end of period, and is not directly comparable.

		43208.0

		43115.0

		*  Advanced markets:  Australia, Canada, Denmark, Euro area, Israel, Japan, New Zealand, Singapore, Sweden, Switzerland,

		United Kingdom, United States.

		** Emerging markets: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru, China, India, Indonesia, Malaysia, Philippines, South Korea,

		Taiwan, Thailand, South Africa, Russia, Czech Rep., Hungary, Poland, Romania, Turkey, Ukraine, Bulgaria, Croatia, Latvia, Lithuania.
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		実質国内総生産(GDP)成長率 ジッシツ コクナイ ソウセイサン セイチョウ リツ

		前年比、% ゼンネンヒ		ウェイト (%)		2017		2018				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2019				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ

		世界 セカイ		100		3.3		3.5		á		(3.3)		3.3		3.3		á		(3.0)		3.2

		先進国* センシンコク		62.8		2.2		2.6		á		(2.3)		2.4		2.3		á		(2.0)		2.1

		 米国 ベイコク		27.1		2.3		3.1		á		(2.5)		2.8		2.9		á		(2.2)		2.6

		 ユーロ圏 ケン		17.4		2.5		2.6		á		(2.3)		2.4		2.2		á		(1.9)		1.9

		 ドイツ		5.1		2.5		2.8		á		(2.6)		2.4		2.4		á		(2.0)		1.9

		 英国 エイコク		3.8		1.7		1.7		á		(1.6)		1.5		1.5		á		(1.4)		1.5

		 日本 ニホン		7.2		1.6		1.5		â		(1.8)		1.4		1.1		â		(1.3)		1.1

		エマージング市場** シジョウ		37.2		5.0		5.1		á		(4.9)		5.0		5.0		á		(4.8)		4.9

		 BRICs***		24.2		5.7		6.0		á		(5.8)		5.8		5.9		á		(5.7)		5.7

		 中国 チュウゴク		16.4		6.9		6.6		á		(6.4)		6.6		6.5		á		(6.3)		6.4



		インフレ率 リツ

		前年比、% ゼンネンヒ		ウェイト (%)		2017		2018				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2019				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ

		世界 セカイ		100		2.3		2.4		á		(2.3)		2.5		2.6		á		(2.5)		2.4

		先進国* センシンコク		62.8		1.7		1.9		á		(1.7)		1.9		2.1		á		(1.9)		1.8

		 米国 ベイコク		27.1		2.1		2.5		á		(2.1)		2.5		2.6		á		(2.4)		2.1

		 ユーロ圏 ケン		17.4		1.5		1.2		â		(1.4)		1.5		1.5		á		(1.4)		1.5

		 ドイツ		5.1		1.7		1.5		â		(1.7)		1.7		1.8		0.0		(1.8)		1.8

		 英国 エイコク		3.8		2.7		2.5		á		(2.2)		2.6		2.3		á		(2.2)		2.2

		 日本 ニホン		7.2		0.5		1.1		á		(0.9)		1.0		1.6		0.0		(1.6)		1.1

		エマージング市場** シジョウ		37.2		3.2		3.4		0.0		(3.4)		3.4		3.5		á		(3.4)		3.4

		 BRICs***		24.2		2.2		2.8		â		(3.0)		2.7		3.0		á		(2.9)		3.0

		 中国 チュウゴク		16.4		1.5		2.2		â		(2.3)		2.3		2.3		á		(2.2)		2.3



		政策金利 セイサク キンリ

		% (12月時点) ガツ ジテン		現在 ゲンザイ		2017		2018				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2019				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ

		米国 ベイコク		1.75		1.50		2.50		á		(2.25)		2.63		3.00		á		(2.50)		2.94

		英国 エイコク		0.50		0.50		0.75		á		(0.50)		1.03		1.25		á		(1.00)		1.32

		ユーロ圏（リファイナンス金利） ケン キンリ		0.00		0.00		0.00		0.0		(0.00)		-0.30		0.75		á		(0.50)		0.02

		ユーロ圏（中銀預金金利） ケン チュウギン ヨキン キンリ		-0.40		-0.40		-0.40				(-0.40)				0.25		á		(0.00)

		日本 ニホン		-0.10		-0.10		-0.10		0.0		(-0.10)		0.09		-0.10		0.0		(-0.10)		0.11

		中国 チュウゴク		4.35		4.35		4.35		0.0		(4.35)		-		4.00		á		(3.50)		-





		その他 タ

		為替レート(12月時点) カワセ ガツ ジテン		現在 ゲンザイ		2017		2018				前回 ゼンカイ		前年比(%) ゼンネンヒ		2019				前回 ゼンカイ		前年比(%) ゼンネンヒ

		英ポンド/米ドル エイ		1.42		1.30		1.40		á		(1.28)		7.7		1.36		á		(1.25)		-2.9

		ユーロ/米ドル		1.24		1.15		1.28		á		(1.20)		11.3		1.25		0.0		(1.25)		-2.3

		米ドル/円 ベイ		107.2		115.0		105		â		(112)		-8.7		110		0.0		(110)		4.8

		ユーロ/英ポンド		0.87		0.88		0.91		â		(0.94)		3.4		0.92		â		(1.00)		0.5

		米ドル/中国人民元 ベイ		6.29		6.60		6.20		â		(6.50)		-6.1		6.37		â		(6.40)		2.7

		コモディティ

		ブレント原油価格 ゲンユ カカク		73.2		55.6		64.0		á		61.2		15.2		59.7		á		(58.7)		-6.7

		Source: Schroders, Thomson Datastream, Consensus Economics, October 2017

		Consensus inflation numbers for Emerging Markets is for end of period, and is not directly comparable.

		43035.0

		Previous forecast refers to May 2017, except for BoE forecast, which was updated in September, and Fed, updated in October.

		*  Advanced markets:  Australia, Canada, Denmark, Euro area, Israel, Japan, New Zealand, Singapore, Sweden, Switzerland,

		United Kingdom, United States.

		** Emerging markets: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru, China, India, Indonesia, Malaysia, Philippines, South Korea,

		Taiwan, Thailand, South Africa, Russia, Czech Rep., Hungary, Poland, Romania, Turkey, Ukraine, Bulgaria, Croatia, Latvia, Lithuania.













出所：シュローダー、トムソン・データストリーム、コンセンサス・エコノミクス
エマージング国のインフレ率の市場予想は、年末時点のものであり、直接比較はできません。
現在および市場予想の値は2018年4月18日時点。
前回の見通しは2018年1月時点。
*先進国市場：豪州、カナダ、デンマーク、ユーロ圏、イスラエル、日本、ニュージーランド、シンガポール、スウェーデン、スイス、英国、米国
**エマージング市場：アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、メキシコ、ペルー、中国、インド、インドネシア、マレーシア、フィリピン、韓国、台湾、タイ、南アフリカ、ロシア、チェコ、ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、トルコ、ウクライナ、ブルガリア、クロアチア、ラトビア、リトアニア
***BRICs：ブラジル、ロシア、インド、中国


Numbers for 2018 World CPI & 2019 EM CPI are wong. Corrected manually.
In the published version, 2.4 & 3.5 
in the excel file, 2.5 & 3.6

Also consensus numbers are  wrong. Corrected manually to make it the same numbers to the released version.　
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		Real GDP

		y/y%		Wt (%)		2017		2018				Prev.		Consensus		2019				Prev.		Consensus

		World		100		3.3		3.4		â		(3.5)		3.4		3.2		â		(3.3)		3.2

		Advanced*		62.8		2.3		2.4		â		(2.6)		2.4		2.2		â		(2.3)		2.1

		US		27.1		2.3		2.9		â		(3.1)		2.8		2.6		â		(2.9)		2.6

		Eurozone		17.4		2.5		2.4		â		(2.6)		2.4		2.1		â		(2.2)		1.9

		Germany		5.1		2.5		2.3		â		(2.8)		2.4		2.2		â		(2.4)		1.9

		UK		3.8		1.8		1.4		â		(1.7)		1.5		1.6		á		(1.5)		1.5

		Japan		7.2		1.7		1.3		â		(1.5)		1.4		1.1		0.0		(1.1)		1.1

		Total Emerging**		37.2		5.0		5.1		0.0		(5.1)		5.1		5.0		0.0		(5.0)		5.0

		BRICs		24.2		5.7		5.9		â		(6.0)		5.9		5.8		â		(5.9)		5.8

		China		16.4		6.8		6.6		0.0		(6.6)		6.6		6.4		â		(6.5)		6.4



		Inflation CPI 

		y/y%		Wt (%)		2017		2018				Prev.		Consensus		2019				Prev.		Consensus

		World		100		2.3		2.7		á		(2.4)		2.5		2.4		â		(2.6)		2.4

		Advanced*		62.8		1.7		2.1		á		(1.9)		1.9		1.9		â		(2.1)		1.8

		US		27.1		2.1		2.8		á		(2.5)		2.5		2.4		â		(2.6)		2.1

		Eurozone		17.4		1.5		1.6		á		(1.2)		1.5		1.5		0.0		(1.5)		1.5

		Germany		5.1		1.7		1.8		á		(1.5)		1.7		1.8		0.0		(1.8)		1.8

		UK		3.8		2.7		2.6		á		(2.5)		2.6		1.9		â		(2.3)		2.2

		Japan		7.2		0.5		1.2		á		(1.1)		1.0		1.4		â		(1.6)		1.1

		Total Emerging**		37.2		3.2		3.6		á		(3.4)		3.5		3.3		â		(3.5)		3.4

		BRICs		24.2		2.2		3.0		á		(2.8)		2.9		2.9		â		(3.0)		3.0

		China		16.4		1.5		2.4		á		(2.2)		2.3		2.0		â		(2.3)		2.3



		Interest rates 

		% (Month of Dec)		Current		2017		2018				Prev.		Market		2019				Prev.		Market

		US		1.75		1.50		2.50		0.0		(2.50)		2.61		3.00		0.0		(3.00)		2.97

		UK		0.50		0.50		0.75		0.0		(0.75)		0.84		1.25		0.0		(1.25)		1.16

		Eurozone (Refi)		0.00		0.00		0.00		0.0		(0.00)		-0.29		0.75		0.0		(0.75)		-0.06

		Eurozone (Depo)		-0.40		-0.40		-0.40				(-0.40)				0.25		0.0		(0.25)

		Japan		-0.10		-0.10		-0.10		0.0		(-0.10)		0.09		-0.10		0.0		(-0.10)		0.12

		China		4.35		4.35		4.35		0.0		(4.35)		-		4.00		0.0		(4.00)		-



		Other monetary policy

		(Over year or by Dec)		Current		2017		2018				Prev.		Y/Y(%)		2019				Prev.		Y/Y(%)

		US QE ($Tn)		4.4		4.4		4.0		0.0		(4.0)		-9.1%		3.4		0.0		(3.4)		-15.0%

		EZ QE (€Tn)		2.2		2.2		2.4		0.0		(2.4)		9.1%		2.4		0.0		(2.4)		0.0%

		UK QE (£Bn)		425		445		445		0.0		(445)		0.0%		445		0.0		(445)		0.0%

		JP QE (¥Tn)		529		521		551		0.0		(551)		5.7%		567		0.0		(567)		2.9%

		China RRR (%)		17.00		17.00		15.00		â		16.00		-		14.00		â		16.00		-



		Key variables

		FX (Month of Dec)		Current		2017		2018				Prev.		Y/Y(%)		2019				Prev.		Y/Y(%)

		USD/GBP		1.34		1.30		1.35		â		(1.40)		3.8		1.35		â		(1.36)		0.0

		USD/EUR		1.17		1.15		1.18		â		(1.28)		2.6		1.20		â		(1.25)		1.7

		JPY/USD		109.0		115.0		110		á		(105)		-4.3		108		â		(110)		-2.3

		GBP/EUR		0.88		0.88		0.87		â		(0.91)		-1.2		0.89		â		(0.92)		1.7

		RMB/USD		6.38		6.60		6.35		á		(6.20)		-3.8		6.30		â		(6.37)		-0.8

		Commodities (over year)

		Brent Crude		79.1		55.6		71.6		á		(64.0)		28.8		59.7		0.0		(59.7)		-16.6

		43205.0

		Consensus inflation numbers for Emerging Markets is for end of period, and is not directly comparable.

		43244.0

		43146.0

		*  Advanced markets:  Australia, Canada, Denmark, Euro area, Israel, Japan, New Zealand, Singapore, Sweden, Switzerland,

		United Kingdom, United States.

		** Emerging markets: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru, China, India, Indonesia, Malaysia, Philippines, South Korea,

		Taiwan, Thailand, South Africa, Russia, Czech Rep., Hungary, Poland, Romania, Turkey, Ukraine, Bulgaria, Croatia, Latvia, Lithuania.
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		実質国内総生産(GDP)成長率 ジッシツ コクナイ ソウセイサン セイチョウ リツ

		前年比、% ゼンネンヒ		ウェイト (%)		2017		2018				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2019				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ

		世界 セカイ		100		3.3		3.4		â		(3.5)		3.4		3.2		â		(3.3)		3.2

		先進国* センシンコク		62.8		2.3		2.4		â		(2.6)		2.4		2.2		â		(2.3)		2.1

		 米国 ベイコク		27.1		2.3		2.9		â		(3.1)		2.8		2.6		â		(2.9)		2.6

		 ユーロ圏 ケン		17.4		2.5		2.4		â		(2.6)		2.4		2.1		â		(2.2)		1.9

		 ドイツ		5.1		2.5		2.3		â		(2.8)		2.4		2.2		â		(2.4)		1.9

		 英国 エイコク		3.8		1.8		1.4		â		(1.7)		1.5		1.6		á		(1.5)		1.5

		 日本 ニホン		7.2		1.7		1.3		â		(1.5)		1.4		1.1		0.0		(1.1)		1.1

		エマージング市場** シジョウ		37.2		5.0		5.1		0.0		(5.1)		5.1		5.0		0.0		(5.0)		5.0

		 BRICs***		24.2		5.7		5.9		â		(6.0)		5.9		5.8		â		(5.9)		5.8

		 中国 チュウゴク		16.4		6.8		6.6		0.0		(6.6)		6.6		6.4		â		(6.5)		6.4



		インフレ率 リツ

		前年比、% ゼンネンヒ		ウェイト (%)		2017		2018				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2019				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ

		世界 セカイ		100		2.3		2.7		á		(2.4)		2.5		2.4		â		(2.6)		2.4

		先進国* センシンコク		62.8		1.7		2.1		á		(1.9)		1.9		1.9		â		(2.1)		1.8

		 米国 ベイコク		27.1		2.1		2.8		á		(2.5)		2.5		2.4		â		(2.6)		2.1

		 ユーロ圏 ケン		17.4		1.5		1.6		á		(1.2)		1.5		1.5		0.0		(1.5)		1.5

		 ドイツ		5.1		1.7		1.8		á		(1.5)		1.7		1.8		0.0		(1.8)		1.8

		 英国 エイコク		3.8		2.7		2.6		á		(2.5)		2.6		1.9		â		(2.3)		2.2

		 日本 ニホン		7.2		0.5		1.2		á		(1.1)		1.0		1.4		â		(1.6)		1.1

		エマージング市場** シジョウ		37.2		3.2		3.6		á		(3.4)		3.5		3.3		â		(3.5)		3.4

		 BRICs***		24.2		2.2		3.0		á		(2.8)		2.9		2.9		â		(3.0)		3.0

		 中国 チュウゴク		16.4		1.5		2.4		á		(2.2)		2.3		2.0		â		(2.3)		2.3



		政策金利 セイサク キンリ

		% (12月時点) ガツ ジテン		現在 ゲンザイ		2017		2018				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2019				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ

		米国 ベイコク		1.75		1.50		2.50		0.0		(2.50)		2.61		3.00		0.0		(3.00)		2.97

		英国 エイコク		0.50		0.50		0.75		0.0		(0.75)		0.84		1.25		0.0		(1.25)		1.16

		ユーロ圏（リファイナンス金利） ケン キンリ		0.00		0.00		0.00		0.0		(0.00)		-0.29		0.75		0.0		(0.75)		-0.06

		ユーロ圏（中銀預金金利） ケン チュウギン ヨキン キンリ		-0.40		-0.40		-0.40				(-0.40)				0.25		0.0		(0.25)

		日本 ニホン		-0.10		-0.10		-0.10		0.0		(-0.10)		0.09		-0.10		0.0		(-0.10)		0.12

		中国 チュウゴク		4.35		4.35		4.35		0.0		(4.35)		-		4.00		0.0		(4.00)		-





		その他 タ

		為替レート(12月時点) カワセ ガツ ジテン		現在 ゲンザイ		2017		2018				前回 ゼンカイ		前年比(%) ゼンネンヒ		2019				前回 ゼンカイ		前年比(%) ゼンネンヒ

		英ポンド/米ドル エイ		1.34		1.30		1.35		â		(1.40)		3.8		1.35		â		(1.36)		0.0

		ユーロ/米ドル		1.17		1.15		1.18		â		(1.28)		2.6		1.20		â		(1.25)		1.7

		米ドル/円 ベイ		109.0		115.0		110		á		(105)		-4.3		108		â		(110)		-2.3

		ユーロ/英ポンド		0.88		0.88		0.87		â		(0.91)		-1.2		0.89		â		(0.92)		1.7

		米ドル/中国人民元 ベイ		6.38		6.60		6.35		á		(6.20)		-3.8		6.30		â		(6.37)		-0.8

		コモディティ

		ブレント原油価格 ゲンユ カカク		79.1		55.6		71.6		á		64.0		28.8		59.7		0.0		(59.7)		-16.6

		Source: Schroders, Thomson Datastream, Consensus Economics, October 2017

		Consensus inflation numbers for Emerging Markets is for end of period, and is not directly comparable.

		43035.0

		Previous forecast refers to May 2017, except for BoE forecast, which was updated in September, and Fed, updated in October.

		*  Advanced markets:  Australia, Canada, Denmark, Euro area, Israel, Japan, New Zealand, Singapore, Sweden, Switzerland,

		United Kingdom, United States.

		** Emerging markets: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru, China, India, Indonesia, Malaysia, Philippines, South Korea,

		Taiwan, Thailand, South Africa, Russia, Czech Rep., Hungary, Poland, Romania, Turkey, Ukraine, Bulgaria, Croatia, Latvia, Lithuania.













出所：シュローダー、トムソン・データストリーム、コンセンサス・エコノミクス
エマージング国のインフレ率の市場予想は、年末時点のものであり、直接比較はできません。
現在および市場予想の値は2018年5月24日時点。
前回の見通しは2018年2月時点。
*先進国市場：豪州、カナダ、デンマーク、ユーロ圏、イスラエル、日本、ニュージーランド、シンガポール、スウェーデン、スイス、英国、米国
**エマージング市場：アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、メキシコ、ペルー、中国、インド、インドネシア、マレーシア、フィリピン、韓国、台湾、タイ、南アフリカ、ロシア、チェコ、ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、トルコ、ウクライナ、ブルガリア、クロアチア、ラトビア、リトアニア
***BRICs：ブラジル、ロシア、インド、中国
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		back		Schroders Baseline Forecast



				Real GDP

				y/y%		Wt (%)		2017		2018				Prev.		Consensus		2019				Prev.		Consensus

				World		100		3.2848279199		3.4		â		3.5		3.3394029539		3.2		â		3.3		3.1603364651

				Advanced*		62.840815462		2.2698981512		2.4		â		2.6		2.3475266578		2.2		â		2.3		2.1177089386

				US		27.1213030019		2.2733370187		2.9		â		3.1		2.88		2.6		â		2.9		2.59

				Eurozone		17.35973725		2.4973522538		2.4		â		2.6		2.2		2.1		â		2.2		1.85

				Germany		5.0634098469		2.5139739671		2.3		â		2.8		2.14		2.2		â		2.4		1.84

				UK		3.8250422681		1.7871509828		1.4		â		1.7		1.34		1.6		á		1.5		1.5

				Japan		7.2142714328		1.712792699		1.3		â		1.5		1.1		1.1		0		1.1		1.14

				Total Emerging**		37.159184538		5.0012007386		5.1		0		5.1		5.0167894752		5		0		5		4.9235496465

				BRICs		24.1606240879		5.6914754777		5.9		â		6		5.8331506687		5.8		â		5.9		5.7860714946

				China		16.3570344918		6.8456243674		6.6		0		6.6		6.61		6.4		â		6.5		6.37



				Inflation CPI 

				y/y%		Wt (%)		2017		2018				Prev.		Consensus		2019				Prev.		Consensus

				World		100		2.2789844697		2.7		á		2.4		2.6446883004		2.4		â		2.6		2.4681138825

				Advanced*		62.840815462		1.7237446714		2.1		á		1.9		2.0196224799		1.9		â		2.1		1.8478822873

				US		27.1213030019		2.1315		2.8		á		2.5		2.53		2.4		â		2.6		2.18

				Eurozone		17.35973725		1.5337805821		1.6		á		1.2		1.65		1.5		0		1.5		1.58

				Germany		5.0634098469		1.7123287671		1.8		á		1.5		1.76		1.8		0		1.8		1.77

				UK		3.8250422681		2.6830485869		2.6		á		2.5		2.51		1.9		â		2.3		2.13

				Japan		7.2142714328		0.4755944931		1.2		á		1.1		1		1.4		â		1.6		1.09

				Total Emerging**		37.159184538		3.2179642168		3.6		á		3.4		3.7017525597		3.3		â		3.5		3.5170028638

				BRICs		24.1606240879		2.164201964		3		á		2.8		2.8564390501		2.9		â		3		2.9693889696

				China		16.3570344918		1.5486876685		2.4		á		2.2		2.23		2		â		2.3		2.3



				Interest rates 

				% (Month of Dec)		Current		2017		2018				Prev.		Market		2019				Prev.		Market

				US		2		1.5		2.5		0		2.5		2.645		3		0		3		2.975

				UK		0.5		0.5		0.75		0		0.75		0.88		1.25		0		1.25		1.17

				Eurozone (Refi)		0		0		0		0		0		-0.29		0.5		â		0.75		-0.13

				Eurozone (Depo)		-0.4		-0.4		-0.4				-0.4				0		â		0.25

				Japan		-0.1		-0.1		-0.1		0		-0.1		0.095		-0.1		0		-0.1		0.115

				China		4.35		4.35		4.35		0		4.35		-		4		0		4		-



				Other monetary policy

				(Over year or by Dec)		Current		2017		2018				Prev.		Y/Y(%)		2019				Prev.		Y/Y(%)

				US QE ($Tn)		4.4		4.4		4		0		4		-0.0909090909		3.4		0		3.4		-0.15

				EZ QE (€Tn)		2.2		2.2		2.4		0		2.4		0.0909090909		2.4		0		2.4		0

				UK QE (£Bn)		425.218		444.858		445		0		445		0.000319203		445		0		445		0

				JP QE (¥Tn)		528.52		521.4161		551		0		551		0.0567376036		567		0		567		0.0290381125

				China RRR (%)		17		17		15		â		16		-		14		â		16		-



				Key variables

				FX (Month of Dec)		Current		2017		2018				Prev.		Y/Y(%)		2019				Prev.		Y/Y(%)

				USD/GBP		1.3233		1.3		1.35		â		1.4		3.8461538462		1.35		â		1.36		0

				USD/EUR		1.16655		1.15		1.18		â		1.28		2.6086956522		1.2		â		1.25		1.6949152542

				JPY/USD		109.885		115		110		á		105		-4.347826087		107.5		â		110		-2.2727272727

				GBP/EUR		0.88155		0.8846153846		0.8740740741		â		0.9142857143		-1.191626409		0.8888888889		â		0.9191176471		1.6949152542

				RMB/USD		6.5567		6.6		6.35		á		6.2		-3.7878787879		6.3		â		6.37		-0.7874015748

				Commodities (over year)

				Brent Crude		75.13		55.6066666667		71.6		á		64		28.7840187028		59.7		0		59.7		-16.592773608

				43266

				Consensus inflation numbers for Emerging Markets is for end of period, and is not directly comparable.

				43277

				43174

				*  Advanced markets:  Australia, Canada, Denmark, Euro area, Israel, Japan, New Zealand, Singapore, Sweden, Switzerland,

				United Kingdom, United States.

				** Emerging markets: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru, China, India, Indonesia, Malaysia, Philippines, South Korea,

				Taiwan, Thailand, South Africa, Russia, Czech Rep., Hungary, Poland, Romania, Turkey, Ukraine, Bulgaria, Croatia, Latvia, Lithuania.
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		実質国内総生産(GDP)成長率 ジッシツ コクナイ ソウセイサン セイチョウ リツ

		前年比、% ゼンネンヒ		ウェイト (%)		2017		2018				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2019				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ

		世界 セカイ		100		3.3		3.4		â		(3.5)		3.3		3.2		â		(3.3)		3.2

		先進国* センシンコク		62.8		2.3		2.4		â		(2.6)		2.3		2.2		â		(2.3)		2.1

		 米国 ベイコク		27.1		2.3		2.9		â		(3.1)		2.9		2.6		â		(2.9)		2.6

		 ユーロ圏 ケン		17.4		2.5		2.4		â		(2.6)		2.2		2.1		â		(2.2)		1.9

		 ドイツ		5.1		2.5		2.3		â		(2.8)		2.1		2.2		â		(2.4)		1.8

		 英国 エイコク		3.8		1.8		1.4		â		(1.7)		1.3		1.6		á		(1.5)		1.5

		 日本 ニホン		7.2		1.7		1.3		â		(1.5)		1.1		1.1		0.0		(1.1)		1.1

		エマージング市場** シジョウ		37.2		5.0		5.1		0.0		(5.1)		5.0		5.0		0.0		(5.0)		4.9

		 BRICs***		24.2		5.7		5.9		â		(6.0)		5.8		5.8		â		(5.9)		5.8

		 中国 チュウゴク		16.4		6.8		6.6		0.0		(6.6)		6.6		6.4		â		(6.5)		6.4



		インフレ率 リツ

		前年比、% ゼンネンヒ		ウェイト (%)		2017		2018				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2019				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ

		世界 セカイ		100		2.3		2.7		á		(2.4)		2.6		2.4		â		(2.6)		2.5

		先進国* センシンコク		62.8		1.7		2.1		á		(1.9)		2.0		1.9		â		(2.1)		1.8

		 米国 ベイコク		27.1		2.1		2.8		á		(2.5)		2.5		2.4		â		(2.6)		2.2

		 ユーロ圏 ケン		17.4		1.5		1.6		á		(1.2)		1.7		1.5		0.0		(1.5)		1.6

		 ドイツ		5.1		1.7		1.8		á		(1.5)		1.8		1.8		0.0		(1.8)		1.8

		 英国 エイコク		3.8		2.7		2.6		á		(2.5)		2.5		1.9		â		(2.3)		2.1

		 日本 ニホン		7.2		0.5		1.2		á		(1.1)		1.0		1.4		â		(1.6)		1.1

		エマージング市場** シジョウ		37.2		3.2		3.6		á		(3.4)		3.7		3.3		â		(3.5)		3.5

		 BRICs***		24.2		2.2		3.0		á		(2.8)		2.9		2.9		â		(3.0)		3.0

		 中国 チュウゴク		16.4		1.5		2.4		á		(2.2)		2.2		2.0		â		(2.3)		2.3



		政策金利 セイサク キンリ

		% (12月時点) ガツ ジテン		現在 ゲンザイ		2017		2018				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2019				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ

		米国 ベイコク		2.00		1.50		2.50		0.0		(2.50)		2.65		3.00		0.0		(3.00)		2.97

		英国 エイコク		0.50		0.50		0.75		0.0		(0.75)		0.88		1.25		0.0		(1.25)		1.17

		ユーロ圏（リファイナンス金利） ケン キンリ		0.00		0.00		0.00		0.0		(0.00)		-0.29		0.50		â		(0.75)		-0.13

		ユーロ圏（中銀預金金利） ケン チュウギン ヨキン キンリ		-0.40		-0.40		-0.40				(-0.40)				0.00		â		(0.25)

		日本 ニホン		-0.10		-0.10		-0.10		0.0		(-0.10)		0.09		-0.10		0.0		(-0.10)		0.11

		中国 チュウゴク		4.35		4.35		4.35		0.0		(4.35)		-		4.00		0.0		(4.00)		-





		その他 タ

		為替レート(12月時点) カワセ ガツ ジテン		現在 ゲンザイ		2017		2018				前回 ゼンカイ		前年比(%) ゼンネンヒ		2019				前回 ゼンカイ		前年比(%) ゼンネンヒ

		英ポンド/米ドル エイ		1.32		1.30		1.35		â		(1.40)		3.8		1.35		â		(1.36)		0.0

		ユーロ/米ドル		1.17		1.15		1.18		â		(1.28)		2.6		1.20		â		(1.25)		1.7

		米ドル/円 ベイ		109.9		115.0		110		á		(105)		-4.3		108		â		(110)		-2.3

		ユーロ/英ポンド		0.88		0.88		0.87		â		(0.91)		-1.2		0.89		â		(0.92)		1.7

		米ドル/中国人民元 ベイ		6.56		6.60		6.35		á		(6.20)		-3.8		6.30		â		(6.37)		-0.8

		コモディティ

		ブレント原油価格 ゲンユ カカク		75.1		55.6		71.6		á		64.0		28.8		59.7		0.0		(59.7)		-16.6

		Source: Schroders, Thomson Datastream, Consensus Economics, October 2017

		Consensus inflation numbers for Emerging Markets is for end of period, and is not directly comparable.

		43035.0

		Previous forecast refers to May 2017, except for BoE forecast, which was updated in September, and Fed, updated in October.

		*  Advanced markets:  Australia, Canada, Denmark, Euro area, Israel, Japan, New Zealand, Singapore, Sweden, Switzerland,

		United Kingdom, United States.

		** Emerging markets: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru, China, India, Indonesia, Malaysia, Philippines, South Korea,

		Taiwan, Thailand, South Africa, Russia, Czech Rep., Hungary, Poland, Romania, Turkey, Ukraine, Bulgaria, Croatia, Latvia, Lithuania.













出所：シュローダー、トムソン・データストリーム、コンセンサス・エコノミクス
エマージング国のインフレ率の市場予想は、年末時点のものであり、直接比較はできません。
現在および市場予想の値は2018年6月26日時点。
前回の見通しは2018年3月時点。
*先進国市場：豪州、カナダ、デンマーク、ユーロ圏、イスラエル、日本、ニュージーランド、シンガポール、スウェーデン、スイス、英国、米国
**エマージング市場：アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、メキシコ、ペルー、中国、インド、インドネシア、マレーシア、フィリピン、韓国、台湾、タイ、南アフリカ、ロシア、チェコ、ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、トルコ、ウクライナ、ブルガリア、クロアチア、ラトビア、リトアニア
***BRICs：ブラジル、ロシア、インド、中国
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		back		Schroders Baseline Forecast



				Real GDP

				y/y%		Wt (%)		2017		2018				Prev.		Consensus		2019				Prev.		Consensus

				World		100		3.3		3.4		â		(3.5)		3.3		3.2		â		(3.3)		3.2

				Advanced*		62.8		2.3		2.4		â		(2.6)		2.3		2.2		â		(2.3)		2.1

				US		27.1		2.3		2.9		â		(3.1)		2.9		2.6		â		(2.9)		2.6

				Eurozone		17.4		2.5		2.4		â		(2.6)		2.2		2.1		â		(2.2)		1.9

				Germany		5.1		2.5		2.3		â		(2.8)		2.1		2.2		â		(2.4)		1.8

				UK		3.8		1.8		1.4		â		(1.7)		1.3		1.6		á		(1.5)		1.5

				Japan		7.2		1.7		1.3		â		(1.5)		1.1		1.1		0.0		(1.1)		1.1

				Total Emerging**		37.2		5.0		5.1		0.0		(5.1)		5.0		5.0		0.0		(5.0)		4.9

				BRICs		24.2		5.7		5.9		â		(6.0)		5.8		5.8		â		(5.9)		5.8

				China		16.4		6.8		6.6		0.0		(6.6)		6.6		6.4		â		(6.5)		6.4



				Inflation CPI 

				y/y%		Wt (%)		2017		2018				Prev.		Consensus		2019				Prev.		Consensus

				World		100		2.3		2.7		á		(2.4)		2.6		2.4		â		(2.6)		2.5

				Advanced*		62.8		1.7		2.1		á		(1.9)		2.0		1.9		â		(2.1)		1.8

				US		27.1		2.1		2.8		á		(2.5)		2.5		2.4		â		(2.6)		2.2

				Eurozone		17.4		1.5		1.6		á		(1.2)		1.7		1.5		0.0		(1.5)		1.6

				Germany		5.1		1.7		1.8		á		(1.5)		1.8		1.8		0.0		(1.8)		1.8

				UK		3.8		2.7		2.6		á		(2.5)		2.5		1.9		â		(2.3)		2.1

				Japan		7.2		0.5		1.2		á		(1.1)		1.0		1.4		â		(1.6)		1.1

				Total Emerging**		37.2		3.2		3.6		á		(3.4)		3.7		3.3		â		(3.5)		3.5

				BRICs		24.2		2.2		3.0		á		(2.8)		2.9		2.9		â		(3.0)		3.0

				China		16.4		1.5		2.4		á		(2.2)		2.2		2.0		â		(2.3)		2.3



				Interest rates 

				% (Month of Dec)		Current		2017		2018				Prev.		Market		2019				Prev.		Market

				US		2.00		1.50		2.50		0.0		(2.50)		2.65		3.00		0.0		(3.00)		2.97

				UK		0.50		0.50		0.75		0.0		(0.75)		0.88		1.25		0.0		(1.25)		1.17

				Eurozone (Refi)		0.00		0.00		0.00		0.0		(0.00)		-0.29		0.50		â		(0.75)		-0.13

				Eurozone (Depo)		-0.40		-0.40		-0.40				(-0.40)				0.00		â		(0.25)

				Japan		-0.10		-0.10		-0.10		0.0		(-0.10)		0.09		-0.10		0.0		(-0.10)		0.11

				China		4.35		4.35		4.35		0.0		(4.35)		-		4.00		0.0		(4.00)		-



				Other monetary policy

				(Over year or by Dec)		Current		2017		2018				Prev.		Y/Y(%)		2019				Prev.		Y/Y(%)

				US QE ($Tn)		4.4		4.4		4.0		0.0		(4.0)		-9.1%		3.4		0.0		(3.4)		-15.0%

				EZ QE (€Tn)		2.2		2.2		2.4		0.0		(2.4)		9.1%		2.4		0.0		(2.4)		0.0%

				UK QE (£Bn)		425		445		445		0.0		(445)		0.0%		445		0.0		(445)		0.0%

				JP QE (¥Tn)		529		521		551		0.0		(551)		5.7%		567		0.0		(567)		2.9%

				China RRR (%)		17.00		17.00		15.00		â		16.00		-		14.00		â		16.00		-



				Key variables

				FX (Month of Dec)		Current		2017		2018				Prev.		Y/Y(%)		2019				Prev.		Y/Y(%)

				USD/GBP		1.32		1.30		1.35		â		(1.40)		3.8		1.35		â		(1.36)		0.0

				USD/EUR		1.17		1.15		1.18		â		(1.28)		2.6		1.20		â		(1.25)		1.7

				JPY/USD		109.9		115.0		110		á		(105)		-4.3		108		â		(110)		-2.3

				GBP/EUR		0.88		0.88		0.87		â		(0.91)		-1.2		0.89		â		(0.92)		1.7

				RMB/USD		6.56		6.60		6.35		á		(6.20)		-3.8		6.30		â		(6.37)		-0.8

				Commodities (over year)

				Brent Crude		75.1		55.6		71.6		á		(64.0)		28.8		59.7		0.0		(59.7)		-16.6

				43266.0

				Consensus inflation numbers for Emerging Markets is for end of period, and is not directly comparable.

				43277.0

				43174.0

				*  Advanced markets:  Australia, Canada, Denmark, Euro area, Israel, Japan, New Zealand, Singapore, Sweden, Switzerland,

				United Kingdom, United States.

				** Emerging markets: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru, China, India, Indonesia, Malaysia, Philippines, South Korea,

				Taiwan, Thailand, South Africa, Russia, Czech Rep., Hungary, Poland, Romania, Turkey, Ukraine, Bulgaria, Croatia, Latvia, Lithuania.
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		実質国内総生産(GDP)成長率 ジッシツ コクナイ ソウセイサン セイチョウ リツ

		前年比、% ゼンネンヒ		ウェイト (%)		2017		2018				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2019				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ

		世界 セカイ		100		3.3		3.4		â		(3.5)		3.3		3.2		â		(3.3)		3.2

		先進国* センシンコク		62.8		2.3		2.4		â		(2.6)		2.4		2.2		â		(2.3)		2.1

		 米国 ベイコク		27.1		2.3		2.9		â		(3.1)		2.9		2.6		â		(2.9)		2.6

		 ユーロ圏 ケン		17.4		2.5		2.4		â		(2.6)		2.2		2.1		â		(2.2)		1.8

		 ドイツ		5.1		2.5		2.3		â		(2.8)		2.0		2.2		â		(2.4)		1.7

		 英国 エイコク		3.8		1.8		1.4		â		(1.7)		1.3		1.6		á		(1.5)		1.5

		 日本 ニホン		7.2		1.7		1.3		â		(1.5)		1.1		1.1		0.0		(1.1)		1.2

		エマージング市場** シジョウ		37.2		5.0		5.1		0.0		(5.1)		5.0		5.0		0.0		(5.0)		4.9

		 BRICs***		24.2		5.7		5.9		â		(6.0)		5.8		5.8		â		(5.9)		5.8

		 中国 チュウゴク		16.4		6.8		6.6		0.0		(6.6)		6.6		6.4		â		(6.5)		6.4



		インフレ率 リツ

		前年比、% ゼンネンヒ		ウェイト (%)		2017		2018				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2019				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ

		世界 セカイ		100		2.3		2.7		á		(2.4)		2.7		2.4		â		(2.6)		2.5

		先進国* センシンコク		62.8		1.7		2.1		á		(1.9)		2.0		1.9		â		(2.1)		1.9

		 米国 ベイコク		27.1		2.1		2.8		á		(2.5)		2.5		2.4		â		(2.6)		2.2

		 ユーロ圏 ケン		17.4		1.5		1.6		á		(1.2)		1.7		1.5		0.0		(1.5)		1.6

		 ドイツ		5.1		1.7		1.8		á		(1.5)		1.9		1.8		0.0		(1.8)		1.9

		 英国 エイコク		3.8		2.7		2.6		á		(2.5)		2.5		1.9		â		(2.3)		2.1

		 日本 ニホン		7.2		0.5		1.2		á		(1.1)		1.0		1.4		â		(1.6)		1.1

		エマージング市場** シジョウ		37.2		3.2		3.6		á		(3.4)		3.8		3.3		â		(3.5)		3.6

		 BRICs***		24.2		2.2		3.0		á		(2.8)		2.9		2.9		â		(3.0)		3.0

		 中国 チュウゴク		16.4		1.5		2.4		á		(2.2)		2.2		2.0		â		(2.3)		2.3



		政策金利 セイサク キンリ

		% (12月時点) ガツ ジテン		現在 ゲンザイ		2017		2018				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2019				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ

		米国 ベイコク		2.00		1.50		2.50		0.0		(2.50)		2.66		3.00		0.0		(3.00)		3.03

		英国 エイコク		0.50		0.50		0.75		0.0		(0.75)		0.91		1.25		0.0		(1.25)		1.15

		ユーロ圏（リファイナンス金利） ケン キンリ		0.00		0.00		0.00		0.0		(0.00)		-0.30		0.75				(0.75)		-0.12

		ユーロ圏（中銀預金金利） ケン チュウギン ヨキン キンリ		-0.40		-0.40		-0.40				(-0.40)				0.25				(0.25)

		日本 ニホン		-0.10		-0.10		-0.10		0.0		(-0.10)		0.09		-0.10				(-0.10)		0.12

		中国 チュウゴク		4.35		4.35		4.35		0.0		(4.35)		-		4.00				(4.00)		-





		その他 タ

		為替レート(12月時点) カワセ ガツ ジテン		現在 ゲンザイ		2017		2018				前回 ゼンカイ		前年比(%) ゼンネンヒ		2019				前回 ゼンカイ		前年比(%) ゼンネンヒ

		英ポンド/米ドル エイ		1.32		1.30		1.35		â		(1.40)		3.8		1.35		â		(1.36)		0.0

		ユーロ/米ドル		1.17		1.15		1.18		â		(1.28)		2.6		1.20		â		(1.25)		1.7

		米ドル/円 ベイ		110.9		115.0		110		á		(105)		-4.3		108		â		(110)		-2.3

		ユーロ/英ポンド		0.89		0.88		0.87		â		(0.91)		-1.2		0.89		â		(0.92)		1.7

		米ドル/中国人民元 ベイ		6.78		6.60		6.35		á		(6.20)		-3.8		6.30		â		(6.37)		-0.8

		コモディティ																																				q

		ブレント原油価格 ゲンユ カカク		74.0		55.6		71.6		á		64.0		28.8		59.7		0.0		(59.7)		-16.6

		43266.0

		Consensus inflation numbers for Emerging Markets is for end of period, and is not directly comparable.

		43277.0

		43174.0

		*  Advanced markets:  Australia, Canada, Denmark, Euro area, Israel, Japan, New Zealand, Singapore, Sweden, Switzerland,

		United Kingdom, United States.

		** Emerging markets: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru, China, India, Indonesia, Malaysia, Philippines, South Korea,

		Taiwan, Thailand, South Africa, Russia, Czech Rep., Hungary, Poland, Romania, Turkey, Ukraine, Bulgaria, Croatia, Latvia, Lithuania.













出所：シュローダー、トムソン・データストリーム、コンセンサス・エコノミクス
エマージング国のインフレ率の市場予想は、年末時点のものであり、直接比較はできません。
現在および市場予想の値は2018年7月25日時点。
前回の見通しは2018年4月時点。
*先進国市場：豪州、カナダ、デンマーク、ユーロ圏、イスラエル、日本、ニュージーランド、シンガポール、スウェーデン、スイス、英国、米国
**エマージング市場：アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、メキシコ、ペルー、中国、インド、インドネシア、マレーシア、フィリピン、韓国、台湾、タイ、南アフリカ、ロシア、チェコ、ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、トルコ、ウクライナ、ブルガリア、クロアチア、ラトビア、リトアニア
***BRICs：ブラジル、ロシア、インド、中国




Front

		back						1/1/92		1/1/93		1/1/94		1/1/95		1/1/96		1/1/97		1/1/98		1/1/99		1/1/00		1/1/01		1/1/02		1/1/03		1/1/04		1/1/05		1/1/06		1/1/07		1/1/08		1/1/09		1/1/10		1/1/11		1/1/12		1/1/13		1/1/14		1/1/15		1/1/16		1/1/17		1/1/18		1/1/19

				Growth				1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

				世界 セカイ				4.6		4.0		5.0		4.5		4.5		4.6		3.2		4.2		5.0		2.7		3.2		3.9		5.0		4.7		5.2		5.2		2.3		-0.8		4.9		3.6		2.8		2.9		3.1		3.1		2.7		3.3		3.4		3.2

				Advanced				1.4		0.9		2.1		1.8		1.8		2.2		2.0		2.2		2.5		0.9		0.9		1.3		2.0		1.7		1.8		1.5		-0.0		-2.2		1.7		1.0		0.8		0.8		1.3		1.4		1.0		1.4		1.5		1.4

				米国 ベイコク				1.0		0.7		1.1		0.7		1.0		1.2		1.2		1.3		1.1		0.3		0.5		0.8		1.0		0.9		0.7		0.5		-0.1		-0.8		0.7		0.4		0.6		0.5		0.7		0.8		0.4		0.6		0.8		0.7

				Eurozone				0.2		-0.1		0.4		0.5		0.3		0.5		0.5		0.5		0.7		0.4		0.2		0.1		0.4		0.3		0.6		0.5		0.1		-0.8		0.4		0.3		-0.2		-0.0		0.2		0.3		0.3		0.4		0.4		0.4

				Germany				0.1		-0.0		0.1		0.1		0.0		0.1		0.1		0.1		0.2		0.1		0.0		-0.0		0.0		0.0		0.2		0.2		0.0		-0.3		0.2		0.2		0.0		0.0		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1

				英国 エイコク				0.0		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		-0.0		-0.2		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1

				日本 ニホン				0.1		0.0		0.1		0.2		0.2		0.1		-0.1		-0.0		0.2		0.0		0.0		0.1		0.2		0.1		0.1		0.1		-0.1		-0.4		0.3		-0.0		0.1		0.1		0.0		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1

				それ以外の先進国 イガイ センシンコク				0.1		0.2		0.4		0.2		0.2		0.3		0.3		0.3		0.4		0.1		0.2		0.1		0.3		0.2		0.3		0.3		0.1		-0.1		0.3		0.2		0.1		0.2		0.2		0.1		0.2		0.2		0.2		0.2

				Total Emerging				3.2		3.1		2.9		2.7		2.6		2.4		1.2		2.0		2.5		1.8		2.2		2.6		3.0		3.1		3.4		3.7		2.4		1.4		3.2		2.6		2.0		2.1		1.9		1.7		1.7		1.9		1.9		1.9

				BRICS*				2.5		2.4		2.3		2.1		1.9		1.8		1.4		1.7		1.8		1.7		1.8		2.1		2.2		2.4		2.6		3.0		1.9		1.6		2.4		2.0		1.6		1.6		1.5		1.2		1.3		1.4		1.4		1.4

				China				2.3		2.3		2.1		1.8		1.6		1.5		1.3		1.2		1.4		1.4		1.5		1.6		1.7		1.8		2.1		2.3		1.6		1.5		1.7		1.6		1.3		1.3		1.2		1.1		1.1		1.1		1.1		1.1

				それ以外のエマージング諸国 イガイ ショコク				0.6		0.7		0.7		0.6		0.8		0.7		-0.2		0.4		0.7		0.1		0.5		0.6		0.8		0.7		0.8		0.8		0.4		-0.2		0.8		0.6		0.4		0.5		0.4		0.4		0.4		0.5		0.5		0.4

				欧州 オウシュウ				0.3		-0.0		0.6		0.6		0.4		0.6		0.6		0.6		0.8		0.5		0.3		0.2		0.5		0.4		0.7		0.6		0.1		-0.9		0.4		0.3		-0.1		0.0		0.3		0.4		0.4		0.5		0.5		0.4



Contributions to World GDP growth (y/y), %

米国	0.96416232171611405	0.74475098043106869	1.0951582152150967	0.73742822862056656	1.029524661950596	1.2169328656934468	1.2068979835827589	1.2706330456371291	1.1098037188361007	0.26470391729815113	0.48438647161321513	0.76129497526220313	1.0265413186203916	0.90720758541220858	0.72305393802958084	0.48248798040308488	-7.9194204765430459E-2	-0.75288737133162653	0.68671139200708886	0.4344832740897932	0.60317777876136081	0.45482425134118798	0.6967462741177769	0.77621169191322603	0.40282706437538573	0.61655862109191195	0.79924699167879487	0.71807146903011587	欧州	0.25437611045041703	-4.0553725123611814E-2	0.58224912862146694	0.5985935499992957	0.38185282356938183	0.57703814826171618	0.62722545275085051	0.63751478916501769	0.8060426011463242	0.47351226353651443	0.26181168821674972	0.24628224400029203	0.49579742791568449	0.40462945251849258	0.65559233428380503	0.62619848226337438	5.066385515402002E-2	-0.94968716094701633	0.43485288635213665	0.33582287857103371	-0.10410525917235985	3.0391604108539833E-2	0.34883409517368541	0.43337293820515188	0.38398886264450449	0.50189306994982519	0.46038843825249276	0.41956944652972283	日本	6.3052732322404381E-2	1.4428542865538761E-2	7.4667709329163071E-2	0.1978153226865364	0.22364241441585078	7.7697703330926224E-2	-8.1449124475966306E-2	-1.8179964010578836E-2	0.20055674583098876	2.9289942017043685E-2	8.5128402906678672E-3	0.11023406749271612	0.15907468509256484	0.11997333392695479	0.10244265434532519	0.11932404949800554	-7.8851986760169315E-2	-0.39079708351311732	0.30242225846169241	-8.2964121476847875E-3	0.10785335791990223	0.1442854286553876	2.4239952014105118E-2	8.0150555618067804E-2	6.8259001467892891E-2	0.12356551438494828	9.2879739650256907E-2	7.9847879549492587E-2	それ以外の先進国	0.13279044976908586	0.1938267138582947	0.35197982722862481	0.24714321675609618	0.21264203800993015	0.29273998322185729	0.25002596821059281	0.30912678873999239	0.353963239707691	0.11270096088354348	0.18912608743011747	0.14932875903870457	0.28670821814913494	0.24785296210868621	0.27035908992945346	0.272528441607227	0.10271391671408057	-0.11214029035973612	0.28724468748128584	0.21690403932247507	0.14501159925852539	0.17138631691850653	0.19621347129396244	0.1416687717066995	0.16527795999574335	0.18440530293435214	0.17836738105694183	0.16527795999574335	BRICS*	2.5080400824384093	2.3899969679044162	2.2648378134178264	2.0887419902893405	1.8592833047462516	1.7536883066480005	1.3889871265101836	1.6542266062142723	1.80879724019262	1.6529425128467863	1.7866587317890599	2.0659968656566856	2.1971476273001445	2.3588056918667681	2.6403702099248574	2.9659215931322405	1.9309050034633488	1.6353152699453286	2.3559276706538035	1.9725706796368014	1.5914965038443607	1.5992583767096977	1.4692517788612984	1.2415689495905406	1.2613147694130007	1.3750959952192194	1.4312516703576619	1.4074560729317283	それ以外のエマージング諸国	0.64204089855490587	0.67969212277418944	0.65207112979456761	0.59776512861847853	0.78499158104689282	0.67512271666915213	-0.16679730010341792	0.38241074589434854	0.70975942365172395	0.14331024365696773	0.4512534322396885	0.57462910020984825	0.80848786284706176	0.69631423146018667	0.778690465646245	0.76025731317327294	0.42320111935333432	-0.20062020277060691	0.81591074514454498	0.64684987223977763	0.43539012565951735	0.46737048427514194	0.3986530372803046	0.4312506799813412	0.44985911646426263	0.48330941633540253	0.46317756239119229	0.44985911646426263	世界	
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米国	0.96416232171611405	0.74475098043106869	1.0951582152150967	0.73742822862056656	1.029524661950596	1.2169328656934468	1.2068	979835827589	1.2706330456371291	1.1098037188361007	0.26470391729815113	0.48438647161321513	0.76129497526220313	1.0265413186203916	0.90720758541220858	0.72305393802958084	0.48248798040308488	-7.9194204765430459E-2	-0.75288737133162653	0.68671139200708886	0.4344832740897932	0.60317777876136081	0.45482425134118798	0.6967462741177769	0.77621169191322603	0.40282706437538573	0.61655862109191195	0.79924699167879487	0.71807146903011587	欧州	0.25437611045041703	-4.0553725123611814E-2	0.58224912862146694	0.5985935499992957	0.38185282356938183	0.57703814826171618	0.62722545275085051	0.63751478916501769	0.8060426011463242	0.47351226353651443	0.26181168821674972	0.24628224400029203	0.49579742791568449	0.40462945251849258	0.65559233428380503	0.62619848226337438	5.066385515402002E-2	-0.94968716094701633	0.43485288635213665	0.33582287857103371	-0.10410525917235985	3.0391604108539833E-2	0.34883409517368541	0.43337293820515188	0.38398886264450449	0.50189306994982519	0.46038843825249276	0.41956944652972283	日本	6.3052732322404381E-2	1.4428542865538761E-2	7.4667709329163071E-2	0.1978153226865364	0.22364241441585078	7.7697703330926224E-2	-8.1449124475966306E-2	-1.8179964010578836E-2	0.20055674583098876	2.9289942017043685E-2	8.5128402906678672E-3	0.11023406749271612	0.15907468509256484	0.11997333392695479	0.10244265434532519	0.11932404949800554	-7.8851986760169315E-2	-0.39079708351311732	0.30242225846169241	-8.2964121476847875E-3	0.10785335791990223	0.1442854286553876	2.4239952014105118E-2	8.0150555618067804E-2	6.8259001467892891E-2	0.12356551438494828	9.2879739650256907E-2	7.9847879549492587E-2	それ以外の先進国	0.13279044976908586	0.1938267138582947	0.35197982722862481	0.24714321675609618	0.21264203800993015	0.29273998322185729	0.25002596821059281	0.30912678873999239	0.353963239707691	0.11270096088354348	0.18912608743011747	0.14932875903870457	0.28670821814913494	0.24785296210868621	0.27035908992945346	0.272528441607227	0.10271391671408057	-0.11214029035973612	0.28724468748128584	0.21690403932247507	0.14501159925852539	0.17138631691850653	0.19621347129396244	0.1416687717066995	0.16527795999574335	0.18440530293435214	0.17836738105694183	0.16527795999574335	BRICS*	2.5080400824384093	2.3899969679044162	2.2648378134178264	2.0887419902893405	1.8592833047462516	1.7536883066480005	1.3889871265101836	1.6542266062142723	1.80879724019262	1.6529425128467863	1.7866587317890599	2.0659968656566856	2.1971476273001445	2.3588056918667681	2.6403702099248574	2.9659215931322405	1.9309050034633488	1.6353152699453286	2.3559276706538035	1.9725706796368014	1.5914965038443607	1.5992583767096977	1.4692517788612984	1.2415689495905406	1.2613147694130007	1.3750959952192194	1.4312516703576619	1.4074560729317283	それ以外のエマージング諸国	0.64204089855490587	0.67969212277418944	0.65207112979456761	0.59776512861847853	0.78499158104689282	0.67512271666915213	-0.16679730010341792	0.38241074589434854	0.70975942365172395	0.14331024365696773	0.4512534322396885	0.57462910020984825	0.80848786284706176	0.69631423146018667	0.778690465646245	0.76025731317327294	0.42320111935333432	-0.20062020277060691	0.81591074514454498	0.64684987223977763	0.43539012565951735	0.46737048427514194	0.3986530372803046	0.4312506799813412	0.44985911646426263	0.48330941633540253	0.46317756239119229	0.44985911646426263	世界	
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		実質国内総生産(GDP)成長率 ジッシツ コクナイ ソウセイサン セイチョウ リツ

		前年比、% ゼンネンヒ		ウェイト (%)		2017		2018				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2019				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ

		世界 セカイ		100		3.3		3.3		â		(3.4)		3.3		3.0		â		(3.2)		3.2

		先進国* センシンコク		62.8		2.3		2.3		â		(2.4)		2.4		2.0		â		(2.2)		2.1

		 米国 ベイコク		27.1		2.2		2.8		â		(2.9)		2.9		2.4		â		(2.6)		2.6

		 ユーロ圏 ケン		17.4		2.5		2.0		â		(2.4)		2.2		1.7		â		(2.1)		1.8

		 ドイツ		5.1		2.4		1.9		â		(2.3)		2.0		1.7		â		(2.2)		1.7

		 英国 エイコク		3.8		1.7		1.2		â		(1.4)		1.3		1.3		â		(1.6)		1.5

		 日本 ニホン		7.2		1.7		1.0		â		(1.3)		1.1		1.0		â		(1.1)		1.2

		エマージング市場** シジョウ		37.2		5.0		5.0		â		(5.1)		5.0		4.8		â		(5.0)		4.9

		 BRICs***		24.2		5.7		5.9				(5.9)		5.8		5.6		â		(5.8)		5.8

		 中国 チュウゴク		16.4		6.8		6.6		0.0		(6.6)		6.6		6.2		â		(6.4)		6.4



		インフレ率 リツ

		前年比、% ゼンネンヒ		ウェイト (%)		2017		2018				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2019				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ

		世界 セカイ		100		2.3		2.7				(2.7)		2.7		2.7		á		(2.4)		2.5

		先進国* センシンコク		62.8		1.7		2.2		á		(2.1)		2.0		2.1		á		(1.9)		1.9

		 米国 ベイコク		27.1		2.1		2.8				(2.8)		2.5		2.6		á		(2.4)		2.2

		 ユーロ圏 ケン		17.4		1.5		1.8		á		(1.6)		1.7		1.6		á		(1.5)		1.6

		 ドイツ		5.1		1.7		1.9		á		(1.8)		1.9		1.8		0.0		(1.8)		1.9

		 英国 エイコク		3.8		2.7		2.4		â		(2.6)		2.5		2.2		á		(1.9)		2.1

		 日本 ニホン		7.2		0.5		0.9		â		(1.2)		1.0		1.3		â		(1.4)		1.1

		エマージング市場** シジョウ		37.2		3.2		3.7		á		(3.6)		3.8		3.7		á		(3.3)		3.6

		 BRICs***		24.2		2.2		2.7		â		(3.0)		2.9		3.2		á		(2.9)		3.0

		 中国 チュウゴク		16.4		1.5		2.1		â		(2.4)		2.2		2.4		á		(2.0)		2.3



		政策金利 セイサク キンリ

		% (12月時点) ガツ ジテン		現在 ゲンザイ		2017		2018				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2019				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ

		米国 ベイコク		2.00		1.50		2.50		0.0		(2.50)		2.67		3.00		0.0		(3.00)		3.03

		英国 エイコク		0.75		0.50		0.75		0.0		(0.75)		0.89		1.25		0.0		(1.25)		1.17

		ユーロ圏（リファイナンス金利） ケン キンリ		0.00		0.00		0.00		0.0		(0.00)		-0.28		0.50		â		(0.75)		-0.10

		ユーロ圏（中銀預金金利） ケン チュウギン ヨキン キンリ		-0.40		-0.40		-0.40				(-0.40)				0.00		â		(0.25)

		日本 ニホン		-0.10		-0.10		-0.10		0.0		(-0.10)		0.11		-0.10				(-0.10)		0.14

		中国 チュウゴク		4.35		4.35		4.35		0.0		(4.35)		-		4.00				(4.00)		-





		その他 タ

		為替レート(12月時点) カワセ ガツ ジテン		現在 ゲンザイ		2017		2018				前回 ゼンカイ		前年比(%) ゼンネンヒ		2019				前回 ゼンカイ		前年比(%) ゼンネンヒ

		英ポンド/米ドル エイ		1.29		1.35		1.30		â		(1.35)		-3.9		1.35				(1.35)		3.8

		ユーロ/米ドル		1.16		1.20		1.14		â		(1.18)		-5.1		1.18		â		(1.20)		3.5						 

		米ドル/円 ベイ		111.4		112.7		110				(110)		-2.4		108				(108)		-1.8

		ユーロ/英ポンド		0.89		0.89		0.88		á		(0.87)		-1.2		0.87		â		(0.89)		-0.3

		米ドル/中国人民元 ベイ		6.84		6.51		6.90		á		(6.35)		6.0		7.00		á		(6.30)		1.4

		コモディティ																																				q

		ブレント原油価格 ゲンユ カカク		74.1		55.6		73.6		á		71.6		32.3		73.2		á		(59.7)		-0.4

		43266.0

		Consensus inflation numbers for Emerging Markets is for end of period, and is not directly comparable.

		43277.0

		43174.0

		*  Advanced markets:  Australia, Canada, Denmark, Euro area, Israel, Japan, New Zealand, Singapore, Sweden, Switzerland,

		United Kingdom, United States.

		** Emerging markets: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru, China, India, Indonesia, Malaysia, Philippines, South Korea,

		Taiwan, Thailand, South Africa, Russia, Czech Rep., Hungary, Poland, Romania, Turkey, Ukraine, Bulgaria, Croatia, Latvia, Lithuania.













出所：シュローダー、トムソン・データストリーム、コンセンサス・エコノミクス
エマージング国のインフレ率の市場予想は、年末時点のものであり、直接比較はできません。
現在および市場予想の値は2018年8月6日時点。
前回の見通しは2018年5月時点。
*先進国市場：豪州、カナダ、デンマーク、ユーロ圏、イスラエル、日本、ニュージーランド、シンガポール、スウェーデン、スイス、英国、米国
**エマージング市場：アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、メキシコ、ペルー、中国、インド、インドネシア、マレーシア、フィリピン、韓国、台湾、タイ、南アフリカ、ロシア、チェコ、ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、トルコ、ウクライナ、ブルガリア、クロアチア、ラトビア、リトアニア
***BRICs：ブラジル、ロシア、インド、中国
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		実質国内総生産(GDP)成長率 ジッシツ コクナイ ソウセイサン セイチョウ リツ

		前年比、% ゼンネンヒ		ウェイト (%)		2017		2018				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2019				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ

		世界 セカイ		100		3.3		3.3		â		(3.4)		3.3		3.0		â		(3.2)		3.1

		先進国* センシンコク		62.8		2.3		2.3		â		(2.4)		2.3		2.0		â		(2.2)		2.1

		 米国 ベイコク		27.1		2.2		2.8		â		(2.9)		2.9		2.4		â		(2.6)		2.6

		 ユーロ圏 ケン		17.4		2.5		2.0		â		(2.4)		2.1		1.7		â		(2.1)		1.8

		 ドイツ		5.1		2.4		1.9		â		(2.3)		1.9		1.7		â		(2.2)		1.7

		 英国 エイコク		3.8		1.7		1.2		â		(1.4)		1.3		1.3		â		(1.6)		1.5

		 日本 ニホン		7.2		1.7		1.0		â		(1.3)		1.1		1.0		â		(1.1)		1.2

		エマージング市場** シジョウ		37.2		5.0		5.0		â		(5.1)		4.9		4.8		â		(5.0)		4.8

		 BRICs***		24.2		5.7		5.9				(5.9)		5.8		5.6		â		(5.8)		5.7

		 中国 チュウゴク		16.4		6.8		6.6		0.0		(6.6)		6.6		6.2		â		(6.4)		6.4



		インフレ率 リツ

		前年比、% ゼンネンヒ		ウェイト (%)		2017		2018				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2019				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ

		世界 セカイ		100		2.3		2.7				(2.7)		2.8		2.7		á		(2.4)		2.7

		先進国* センシンコク		62.8		1.7		2.2		á		(2.1)		2.0		2.1		á		(1.9)		1.9

		 米国 ベイコク		27.1		2.1		2.8				(2.8)		2.5		2.6		á		(2.4)		2.3

		 ユーロ圏 ケン		17.4		1.5		1.8		á		(1.6)		1.7		1.6		á		(1.5)		1.6

		 ドイツ		5.1		1.7		1.9		á		(1.8)		1.8		1.8		0.0		(1.8)		1.8

		 英国 エイコク		3.8		2.7		2.4		â		(2.6)		2.4		2.2		á		(1.9)		2.1

		 日本 ニホン		7.2		0.5		0.9		â		(1.2)		0.9		1.3		â		(1.4)		1.1

		エマージング市場** シジョウ		37.2		3.2		3.7		á		(3.6)		4.1		3.7		á		(3.3)		4.0

		 BRICs***		24.2		2.2		2.7		â		(3.0)		2.8		3.2		á		(2.9)		3.0

		 中国 チュウゴク		16.4		1.5		2.1		â		(2.4)		2.1		2.4		á		(2.0)		2.3



		政策金利 セイサク キンリ

		% (12月時点) ガツ ジテン		現在 ゲンザイ		2017		2018				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2019				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ

		米国 ベイコク		2.00		1.50		2.50		0.0		(2.50)		2.68		3.00		0.0		(3.00)		3.17

		英国 エイコク		0.75		0.50		0.75		0.0		(0.75)		0.86		1.25		0.0		(1.25)		1.22

		ユーロ圏（リファイナンス金利） ケン キンリ		0.00		0.00		0.00		0.0		(0.00)		-0.30		0.50		â		(0.75)		-0.08

		ユーロ圏（中銀預金金利） ケン チュウギン ヨキン キンリ		-0.40		-0.40		-0.40				(-0.40)				0.00		â		(0.25)

		日本 ニホン		-0.10		-0.10		-0.10		0.0		(-0.10)		0.08		-0.10				(-0.10)		0.13

		中国 チュウゴク		4.35		4.35		4.35		0.0		(4.35)		-		4.00				(4.00)		-





		その他 タ

		為替レート(12月時点) カワセ ガツ ジテン		現在 ゲンザイ		2017		2018				前回 ゼンカイ		前年比(%) ゼンネンヒ		2019				前回 ゼンカイ		前年比(%) ゼンネンヒ

		英ポンド/米ドル エイ		1.32		1.35		1.30		â		(1.35)		-3.9		1.35				(1.35)		3.8

		ユーロ/米ドル		1.18		1.20		1.14		â		(1.18)		-5.1		1.18		â		(1.20)		3.5						 

		米ドル/円 ベイ		112.9		112.7		110				(110)		-2.4		108				(108)		-1.8

		ユーロ/英ポンド		0.90		0.89		0.88		á		(0.87)		-1.2		0.87		â		(0.89)		-0.3

		米ドル/中国人民元 ベイ		6.88		6.51		6.90		á		(6.35)		6.0		7.00		á		(6.30)		1.4

		コモディティ

		ブレント原油価格 ゲンユ カカク		82.3		55.6		73.6		á		71.6		32.3		73.2		á		(59.7)		-0.4

		43266.0

		Consensus inflation numbers for Emerging Markets is for end of period, and is not directly comparable.

		43277.0

		43174.0

		*  Advanced markets:  Australia, Canada, Denmark, Euro area, Israel, Japan, New Zealand, Singapore, Sweden, Switzerland,

		United Kingdom, United States.

		** Emerging markets: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru, China, India, Indonesia, Malaysia, Philippines, South Korea,

		Taiwan, Thailand, South Africa, Russia, Czech Rep., Hungary, Poland, Romania, Turkey, Ukraine, Bulgaria, Croatia, Latvia, Lithuania.













出所：シュローダー、トムソン・データストリーム、コンセンサス・エコノミクス
エマージング国のインフレ率の市場予想は、年末時点のものであり、直接比較はできません。
現在および市場予想の値は2018年9月25日時点。
前回の見通しは2018年5月時点。
*先進国市場：豪州、カナダ、デンマーク、ユーロ圏、イスラエル、日本、ニュージーランド、シンガポール、スウェーデン、スイス、英国、米国
**エマージング市場：アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、メキシコ、ペルー、中国、インド、インドネシア、マレーシア、フィリピン、韓国、台湾、タイ、南アフリカ、ロシア、チェコ、ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、トルコ、ウクライナ、ブルガリア、クロアチア、ラトビア、リトアニア
***BRICs：ブラジル、ロシア、インド、中国




201811J

		back

		Schroders Baseline Forecast



		実質国内総生産(GDP)成長率 ジッシツ コクナイ ソウセイサン セイチョウ リツ

		前年比、% ゼンネンヒ		ウェイト (%)		2017		2018				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2019				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ

		世界 セカイ		100		3.3		3.3		â		(3.4)		3.3		3.0		â		(3.2)		3.1

		先進国* センシンコク		62.8		2.3		2.3		â		(2.4)		2.3		2.0		â		(2.2)		2.1

		 米国 ベイコク		27.1		2.2		2.8		â		(2.9)		2.9		2.4		â		(2.6)		2.7

		 ユーロ圏 ケン		17.4		2.5		2.0		â		(2.4)		2.0		1.7		â		(2.1)		1.8

		 ドイツ		5.1		2.4		1.9		â		(2.3)		1.9		1.7		â		(2.2)		1.7

		 英国 エイコク		3.8		1.7		1.2		â		(1.4)		1.3		1.3		â		(1.6)		1.5

		 日本 ニホン		7.2		1.7		1.0		â		(1.3)		1.1		1.0		â		(1.1)		1.2

		エマージング市場** シジョウ		37.2		5.0		4.9		â		(5.1)		4.9		4.6		â		(5.0)		4.7

		 BRICs***		24.2		5.7		5.9				(5.9)		5.8		5.6		â		(5.8)		5.7

		 中国 チュウゴク		16.4		6.8		6.6		0.0		(6.6)		6.6		6.2		â		(6.4)		6.3



		インフレ率 リツ

		前年比、% ゼンネンヒ		ウェイト (%)		2017		2018				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2019				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ

		世界 セカイ		100		2.3		2.9		á		(2.7)		2.8		2.8		á		(2.4)		2.7

		先進国* センシンコク		62.8		1.7		2.2		á		(2.1)		2.0		2.1		á		(1.9)		1.9

		 米国 ベイコク		27.1		2.1		2.8				(2.8)		2.5		2.6		á		(2.4)		2.3

		 ユーロ圏 ケン		17.4		1.5		1.8		á		(1.6)		1.8		1.6		á		(1.5)		1.7

		 ドイツ		5.1		1.7		1.9		á		(1.8)		1.9		1.8		0.0		(1.8)		1.9

		 英国 エイコク		3.8		2.7		2.4		â		(2.6)		2.5		2.2		á		(1.9)		2.2

		 日本 ニホン		7.2		0.5		0.9		â		(1.2)		0.9		1.3		â		(1.4)		1.1

		エマージング市場** シジョウ		37.2		3.2		4.1		á		(3.6)		4.2		4.2		á		(3.3)		4.1

		 BRICs***		24.2		2.2		2.7		â		(3.0)		2.8		3.2		á		(2.9)		3.1

		 中国 チュウゴク		16.4		1.5		2.1		â		(2.4)		2.1		2.4		á		(2.0)		2.3



		政策金利 セイサク キンリ

		% (12月時点) ガツ ジテン		現在 ゲンザイ		2017		2018				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2019				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ

		米国 ベイコク		2.25		1.50		2.50		0.0		(2.50)		2.73		3.00		0.0		(3.00)		3.13

		英国 エイコク		0.75		0.50		0.75		0.0		(0.75)		0.84		1.25		0.0		(1.25)		1.06

		ユーロ圏（リファイナンス金利） ケン キンリ		0.00		0.00		0.00		0.0		(0.00)		-0.30		0.50		â		(0.75)		-0.15

		ユーロ圏（中銀預金金利） ケン チュウギン ヨキン キンリ		-0.40		-0.40		-0.40				(-0.40)				0.00		â		(0.25)

		日本 ニホン		-0.10		-0.10		-0.10		0.0		(-0.10)		0.07		-0.10				(-0.10)		0.13

		中国 チュウゴク		4.35		4.35		4.35		0.0		(4.35)		-		4.00				(4.00)		-





		その他 タ

		為替レート(12月時点) カワセ ガツ ジテン		現在 ゲンザイ		2017		2018				前回 ゼンカイ		前年比(%) ゼンネンヒ		2019				前回 ゼンカイ		前年比(%) ゼンネンヒ

		英ポンド/米ドル エイ		1.28		1.35		1.30		â		(1.35)		-3.9		1.35				(1.35)		3.8

		ユーロ/米ドル		1.14		1.20		1.14		â		(1.18)		-5.1		1.18		â		(1.20)		3.5						 

		米ドル/円 ベイ		112.5		112.7		110				(110)		-2.4		108				(108)		-1.8

		ユーロ/英ポンド		0.89		0.89		0.88		á		(0.87)		-1.2		0.87		â		(0.89)		-0.3

		米ドル/中国人民元 ベイ		6.96		6.51		6.90		á		(6.35)		6.0		7.00		á		(6.30)		1.4

		コモディティ

		ブレント原油価格 ゲンユ カカク		77.1		55.6		73.6		á		71.6		32.3		73.2		á		(59.7)		-0.4

		43266.0

		Consensus inflation numbers for Emerging Markets is for end of period, and is not directly comparable.

		43277.0

		43174.0

		*  Advanced markets:  Australia, Canada, Denmark, Euro area, Israel, Japan, New Zealand, Singapore, Sweden, Switzerland,

		United Kingdom, United States.

		** Emerging markets: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru, China, India, Indonesia, Malaysia, Philippines, South Korea,

		Taiwan, Thailand, South Africa, Russia, Czech Rep., Hungary, Poland, Romania, Turkey, Ukraine, Bulgaria, Croatia, Latvia, Lithuania.













出所：シュローダー、トムソン・データストリーム、コンセンサス・エコノミクス
エマージング国のインフレ率の市場予想は、年末時点のものであり、直接比較はできません。
現在および市場予想の値は2018年10月29日時点。
前回の見通しは2018年7月時点。
*先進国市場：豪州、カナダ、デンマーク、ユーロ圏、イスラエル、日本、ニュージーランド、シンガポール、スウェーデン、スイス、英国、米国
**エマージング市場：アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、メキシコ、ペルー、中国、インド、インドネシア、マレーシア、フィリピン、韓国、台湾、タイ、南アフリカ、ロシア、チェコ、ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、トルコ、ウクライナ、ブルガリア、クロアチア、ラトビア、リトアニア
***BRICs：ブラジル、ロシア、インド、中国
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																																				á

				Real GDP																																â

				y/y%		Wt (%)		2017		2018				Prev.		Consensus		2019				Prev.		Consensus		2020

				World		100		3.3		3.3		0.0		(3.3)		3.3		2.9		â		(3.1)		3.1		2.5

				Advanced*		61.4		2.2		2.3		0.0		(2.3)		2.3		1.9		â		(2.0)		2.1		1.3

				US		26.5		2.2		2.9		á		(2.8)		2.9		2.4		0.0		(2.4)		2.7		1.3

				Eurozone		17.2		2.4		1.9		â		(2.0)		2.0		1.6		â		(1.7)		1.7		1.2

				Germany		5.0		2.5		1.6		â		(1.9)		1.8		1.4		â		(1.7)		1.6		1.3

				UK		3.6		1.7		1.2		0.0		(1.2)		1.3		1.4		á		(1.3)		1.5		1.5

				Japan		6.7		1.7		0.9		â		(1.0)		1.0		1.0		0.0		(1.0)		1.2		0.0

				Total Emerging**		38.6		5.1		4.8		â		(5.0)		4.8		4.5		â		(4.8)		4.6		4.5

				BRICs		25.3		5.7		5.7		â		(5.8)		5.7		5.5		â		(5.6)		5.6		5.4

				China		16.7		6.9		6.6		0.0		(6.6)		6.6		6.2		0.0		(6.2)		6.3		6.0



				Inflation CPI 

				y/y%		Wt (%)		2017		2018				Prev.		Consensus		2019				Prev.		Consensus		2020

				World		100		2.3		2.9		á		(2.8)		2.9		2.9		á		(2.7)		2.8		2.7

				Advanced*		61.4		1.7		2.1		â		(2.2)		2.0		2.0		â		(2.1)		1.9		1.9

				US		26.5		2.1		2.6		â		(2.8)		2.5		2.7		á		(2.6)		2.3		2.4

				Eurozone		17.2		1.5		1.8		0.0		(1.8)		1.8		1.6		0.0		(1.6)		1.7		1.5

				Germany		5.0		1.7		1.9		0.0		(1.9)		1.9		1.8		0.0		(1.8)		1.9		1.7

				UK		3.6		2.7		2.5		á		(2.4)		2.5		1.8		â		(2.2)		2.2		2.1

				Japan		6.7		0.5		1.0		á		(0.9)		1.0		0.5		â		(1.3)		1.1		1.1

				Total Emerging**		38.6		3.3		4.2		á		(3.7)		4.2		4.2		á		(3.7)		4.1		4.0

				BRICs		25.3		2.2		2.7		0.0		(2.7)		2.1		3.3		á		(3.2)		3.1		3.0

				China		16.7		1.6		2.2		á		(2.1)		2.2		2.6		á		(2.4)		2.4		2.4



				Interest rates 

				% (Month of Dec)		Current		2017		2018				Prev.		Market		2019				Prev.		Market		2020		Market

				US		2.25		1.50		2.50		0.0		(2.50)		2.78		3.00		0.0		(3.00)		3.24		2.50		3.25

				UK		0.75		0.50		0.75		0.0		(0.75)		0.89		1.25		0.0		(1.25)		1.19		1.75		1.40

				Eurozone (Refi)		0.00		0.00		0.00		0.0		(0.00)		-0.31		0.50		0.0		(0.50)		-0.15		1.00		0.21

				Eurozone (Depo)		-0.40		-0.40		-0.40		0.0		(-0.40)				0.00		0.0		(0.00)				0.50

				Japan		-0.10		-0.10		-0.10		0.0		(-0.10)		0.06		-0.10		0.0		(-0.10)		0.11		0.00		0.17

				China		4.35		4.35		4.35		0.0		(4.35)		-		4.00		0.0		(4.00)		-		3.50		-



				Other monetary policy

				(Over year or by Dec)		Current		2017		2018				Prev.				2019				Prev.				2020

				US QE ($Tn)		4.2		4.4		4.0		0.0		(4.0)				3.4		0.0		(3.4)				3.1

				EZ QE (€Tn)		2.4		2.2		2.4		0.0		(2.4)				2.4		0.0		(2.4)				2.4

				UK QE (£Bn)		435		435		445		0.0		(445)				445		0.0		(445)				445

				JP QE (¥Tn)		545.5		521		552		á		(549)				572		á		(563)				592

				China RRR (%)		15.50		17.00		14.00		â		15.00				12.00		â		14.00				11.00



				Key variables

				FX (Month of Dec)		Current		2017		2018				Prev.		Y/Y(%)		2019				Prev.		Y/Y(%)		2020		Y/Y(%)

				USD/GBP		1.30		1.35		1.35		á		(1.30)		-0.2		1.42		á		(1.35)		5.2		1.38		1.4

				USD/EUR		1.14		1.20		1.16		á		(1.14)		-3.4		1.21		á		(1.18)		4.3		1.25		1.2

				JPY/USD		113.1		112.7		112		á		(110)		-0.6		110		á		(108)		-1.8		108		-1.8

				GBP/EUR		0.88		0.89		0.86		â		(0.88)		-3.2		0.85		â		(0.87)		-0.8		0.91		0.9

				RMB/USD		6.89		6.51		7.05		á		(6.90)		8.3		7.20		á		(7.00)		2.1		7.40		7.0

				Commodities (over year)

				Brent Crude		72.8		55		73.6		0.0		(73.6)		34.1		71.7		â		(73.2)		-2.5		68.1		-5.1

				43419.0

				Consensus inflation numbers for Emerging Markets is for end of period, and is not directly comparable.

				43406.0

				43327.0

				*  Advanced markets:  Australia, Canada, Denmark, Euro area, Israel, Japan, New Zealand, Singapore, Sweden, Switzerland,

				United Kingdom, United States.

				** Emerging markets: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru, China, India, Indonesia, Malaysia, Philippines, South Korea,

				Taiwan, Thailand, South Africa, Russia, Czech Rep., Hungary, Poland, Romania, Turkey, Ukraine, Bulgaria, Croatia, Latvia, Lithuania.
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		Schroders Baseline Forecast



		実質国内総生産(GDP)成長率 ジッシツ コクナイ ソウセイサン セイチョウ リツ

		前年比、% ゼンネンヒ		ウェイト (%)		2017		2018				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2019				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2020

		世界 セカイ		100		3.3		3.3		0.0		(3.3)		3.3		2.9		â		(3.1)		3.1		2.5

		先進国* センシンコク		61.4		2.2		2.3		0.0		(2.3)		2.3		1.9		â		(2.0)		2.1		1.3

		 米国 ベイコク		26.5		2.2		2.9		á		(2.8)		2.9		2.4		0.0		(2.4)		2.7		1.3

		 ユーロ圏 ケン		17.2		2.4		1.9		â		(2.0)		2.0		1.6		â		(1.7)		1.7		1.2

		 ドイツ		5.0		2.5		1.6		â		(1.9)		1.8		1.4		â		(1.7)		1.6		1.3

		 英国 エイコク		3.6		1.7		1.2		0.0		(1.2)		1.3		1.4		á		(1.3)		1.5		1.5

		 日本 ニホン		6.7		1.7		0.9		â		(1.0)		1.0		1.0		0.0		(1.0)		1.2		0.0

		エマージング市場** シジョウ		38.6		5.1		4.8		â		(5.0)		4.8		4.5		â		(4.8)		4.6		4.5

		 BRICs***		25.3		5.7		5.7		â		(5.8)		5.7		5.5		â		(5.6)		5.6		5.4

		 中国 チュウゴク		16.7		6.9		6.6		0.0		(6.6)		6.6		6.2		0.0		(6.2)		6.3		6.0



		インフレ率 リツ

		前年比、% ゼンネンヒ		ウェイト (%)		2017		2018				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2019				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2020

		世界 セカイ		100		2.3		2.9		á		(2.8)		2.9		2.9		á		(2.7)		2.8		2.7

		先進国* センシンコク		61.4		1.7		2.1		â		(2.2)		2.0		2.0		â		(2.1)		1.9		1.9

		 米国 ベイコク		26.5		2.1		2.6		â		(2.8)		2.5		2.7		á		(2.6)		2.3		2.4

		 ユーロ圏 ケン		17.2		1.5		1.8		0.0		(1.8)		1.8		1.6		0.0		(1.6)		1.7		1.5

		 ドイツ		5.0		1.7		1.9		0.0		(1.9)		1.9		1.8		0.0		(1.8)		1.9		1.7

		 英国 エイコク		3.6		2.7		2.5		á		(2.4)		2.5		1.8		â		(2.2)		2.2		2.1

		 日本 ニホン		6.7		0.5		1.0		á		(0.9)		1.0		0.5		â		(1.3)		1.1		1.1

		エマージング市場** シジョウ		38.6		3.3		4.2		á		(3.7)		4.2		4.2		á		(3.7)		4.1		4.0

		 BRICs***		25.3		2.2		2.7		0.0		(2.7)		2.1		3.3		á		(3.2)		3.1		3.0

		 中国 チュウゴク		16.7		1.6		2.2		á		(2.1)		2.2		2.6		á		(2.4)		2.4		2.4



		政策金利 セイサク キンリ																																								â

		% (12月時点) ガツ ジテン		現在 ゲンザイ		2017		2018				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2019				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2020		市場予想 シジョウ ヨソウ

		米国 ベイコク		2.25		1.50		2.50		0.0		(2.50)		2.78		3.00		0.0		(3.00)		3.24		2.50		3.25

		英国 エイコク		0.75		0.50		0.75		0.0		(0.75)		0.89		1.25		0.0		(1.25)		1.19		1.75		1.40

		ユーロ圏（リファイナンス金利） ケン キンリ		0.00		0.00		0.00		0.0		(0.00)		-0.31		0.50		0.0		(0.50)		-0.15		1.00		0.21

		ユーロ圏（中銀預金金利） ケン チュウギン ヨキン キンリ		-0.40		-0.40		-0.40		0.0		(-0.40)				0.00		0.0		(0.00)				0.50

		日本 ニホン		-0.10		-0.10		-0.10		0.0		(-0.10)		0.06		-0.10		0.0		(-0.10)		0.11		0.00		0.17

		中国 チュウゴク		4.35		4.35		4.35		0.0		(4.35)		-		4.00		0.0		(4.00)		-		3.50		-



																																								â

		その他 タ

		為替レート(12月時点) カワセ ガツ ジテン		現在 ゲンザイ		2017		2018				前回 ゼンカイ		前年比(%) ゼンネンヒ		2019				前回 ゼンカイ		前年比(%) ゼンネンヒ		2020		前年比(%) ゼンネンヒ

		英ポンド/米ドル エイ		1.30		1.35		1.35		á		(1.30)		-0.2		1.42		á		(1.35)		5.2		1.38		1.4

		ユーロ/米ドル		1.14		1.20		1.16		á		(1.14)		-3.4		1.21		á		(1.18)		4.3		1.25		1.2		 

		米ドル/円 ベイ		113.1		112.7		112		á		(110)		-0.6		110		á		(108)		-1.8		108		-1.8

		ユーロ/英ポンド		0.88		0.89		0.86		â		(0.88)		-3.2		0.85		â		(0.87)		-0.8		0.91		0.9

		米ドル/中国人民元 ベイ		6.89		6.51		7.05		á		(6.90)		8.3		7.20		á		(7.00)		2.1		7.40		7.0

		コモディティ

		ブレント原油価格 ゲンユ カカク		72.8		54.9		73.6		0.0		73.6		34.1		71.7		â		(73.2)		-2.5		68.1		-5.1

		43266.0

		Consensus inflation numbers for Emerging Markets is for end of period, and is not directly comparable.

		43277.0

		43174.0

		*  Advanced markets:  Australia, Canada, Denmark, Euro area, Israel, Japan, New Zealand, Singapore, Sweden, Switzerland,

		United Kingdom, United States.

		** Emerging markets: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru, China, India, Indonesia, Malaysia, Philippines, South Korea,

		Taiwan, Thailand, South Africa, Russia, Czech Rep., Hungary, Poland, Romania, Turkey, Ukraine, Bulgaria, Croatia, Latvia, Lithuania.













出所：シュローダー、トムソン・データストリーム、コンセンサス・エコノミクス
エマージング国のインフレ率の市場予想は、年末時点のものであり、直接比較はできません。
現在および市場予想の値は2018年10月29日時点。
前回の見通しは2018年7月時点。
*先進国市場：豪州、カナダ、デンマーク、ユーロ圏、イスラエル、日本、ニュージーランド、シンガポール、スウェーデン、スイス、英国、米国
**エマージング市場：アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、メキシコ、ペルー、中国、インド、インドネシア、マレーシア、フィリピン、韓国、台湾、タイ、南アフリカ、ロシア、チェコ、ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、トルコ、ウクライナ、ブルガリア、クロアチア、ラトビア、リトアニア
***BRICs：ブラジル、ロシア、インド、中国
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		Schroders Baseline Forecast

																																										á

		Real GDP																																								â

		y/y%		Wt (%)		2017		2018				Prev.		Consensus		2019				Prev.		Consensus		2020

		World		100		3.3		3.3		0.0		(3.3)		3.2		2.9		â		(3.1)		2.9		2.5

		Advanced*		61.4		2.2		2.3		0.0		(2.3)		2.3		1.9		â		(2.0)		1.9		1.3

		US		26.5		2.2		2.9		á		(2.8)		2.9		2.4		0.0		(2.4)		2.5		1.3												TRUE

		Eurozone		17.2		2.4		1.9		â		(2.0)		1.9		1.6		â		(1.7)		1.5		1.2

		Germany		5.0		2.5		1.6		â		(1.9)		0.0		1.4		â		(1.7)		1.4		1.3

		UK		3.6		1.7		1.2		0.0		(1.2)		1.3		1.4		á		(1.3)		1.5		1.5

		Japan		6.7		1.7		0.9		â		(1.0)		0.9		1.0		0.0		(1.0)		1.0		0.0

		Total Emerging**		38.6		5.1		4.8		â		(5.0)		4.8		4.5		â		(4.8)		4.5		4.5

		BRICs		25.3		5.7		5.7		â		(5.8)		5.7		5.5		â		(5.6)		5.5		5.4

		China		16.7		6.9		6.6		0.0		(6.6)		6.6		6.2		0.0		(6.2)		6.2		6.0



		Inflation CPI 

		y/y%		Wt (%)		2017		2018				Prev.		Consensus		2019				Prev.		Consensus		2020

		World		100		2.3		2.9		á		(2.8)		2.9		2.9		á		(2.7)		2.5		2.7

		Advanced*		61.4		1.7		2.1		â		(2.2)		2.0		2.0		â		(2.1)		1.7		1.9

		US		26.5		2.1		2.6		â		(2.8)		2.5		2.7		á		(2.6)		1.9		2.4

		Eurozone		17.2		1.5		1.8		0.0		(1.8)		1.8		1.6		0.0		(1.6)		1.5		1.5

		Germany		5.0		1.7		1.9		0.0		(1.9)		1.9		1.8		0.0		(1.8)		1.8		1.7

		UK		3.6		2.7		2.5		á		(2.4)		2.5		1.8		â		(2.2)		2.0		2.1

		Japan		6.7		0.5		1.0		á		(0.9)		1.0		0.5		â		(1.3)		0.9		1.1

		Total Emerging**		38.6		3.3		4.2		á		(3.7)		4.2		4.2		á		(3.7)		3.9		4.0

		BRICs		25.3		2.2		2.7		0.0		(2.7)		2.8		3.3		á		(3.2)		2.9		3.0

		China		16.7		1.6		2.2		á		(2.1)		2.2		2.6		á		(2.4)		2.2		2.4



		Interest rates 

		% (Month of Dec)		Current		2017		2018				Prev.		Market		2019				Prev.		Market		2020		Market

		US		2.50		1.50		2.50		0.0		(2.50)		2.80		2.75		â		(3.00)		2.73		2.25		2.56

		UK		0.75		0.50		0.75		0.0		(0.75)		0.91		1.25		0.0		(1.25)		1.05		1.75		1.19

		Eurozone (Refi)		0.00		0.00		0.00		0.0		(0.00)		-0.31		0.50		0.0		(0.50)		-0.25		1.00		-0.06

		Eurozone (Depo)		-0.40		-0.40		-0.40		0.0		(-0.40)				0.00		0.0		(0.00)				0.50

		Japan		-0.10		-0.10		-0.10		0.0		(-0.10)		0.05		-0.10		0.0		(-0.10)		0.04		0.00		0.03

		China		4.35		4.35		4.35		0.0		(4.35)		-		4.00		0.0		(4.00)		-		3.50		-



		Other monetary policy

		(Over year or by Dec)		Current		2017		2018				Prev.				2019				Prev.				2020

		US QE ($Tn)		4.2		4.4		4.0		0.0		(4.0)				3.4		0.0		(3.4)				3.1

		EZ QE (€Tn)		2.4		2.2		2.4		0.0		(2.4)				2.4		0.0		(2.4)				2.4

		UK QE (£Bn)		435		435		445		0.0		(445)				445		0.0		(445)				445

		JP QE (¥Tn)		545.5		521		552		á		(549)				572		á		(563)				592

		China RRR (%)		15.50		17.00		14.00		â		15.00				12.00		â		14.00				11.00



		Key variables

		FX (Month of Dec)		Current		2017		2018				Prev.		Y/Y(%)		2019				Prev.		Y/Y(%)		2020		Y/Y(%)

		USD/GBP		1.31		1.35		1.35		á		(1.30)		-0.2		1.42		á		(1.35)		5.2		1.38		1.4

		USD/EUR		1.14		1.20		1.16		á		(1.14)		-3.4		1.21		á		(1.18)		4.3		1.25		1.2

		JPY/USD		109.3		112.7		112		á		(110)		-0.6		110		á		(108)		-1.8		108		-1.8

		GBP/EUR		0.87		0.89		0.86		â		(0.88)		-3.2		0.85		â		(0.87)		-0.8		0.91		0.9

		RMB/USD		6.73		6.51		7.05		á		(6.90)		8.3		7.20		á		(7.00)		2.1		7.40		7.0

		Commodities (over year)

		Brent Crude		61.4		55		73.6		0.0		(73.6)		34.1		71.7		â		(73.2)		-2.5		68.1		-5.1

		43480.0

		Consensus inflation numbers for Emerging Markets is for end of period, and is not directly comparable.

		43494.0

		43388.0

		*  Advanced markets:  Australia, Canada, Denmark, Euro area, Israel, Japan, New Zealand, Singapore, Sweden, Switzerland,

		United Kingdom, United States.

		** Emerging markets: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru, China, India, Indonesia, Malaysia, Philippines, South Korea,

		Taiwan, Thailand, South Africa, Russia, Czech Rep., Hungary, Poland, Romania, Turkey, Ukraine, Bulgaria, Croatia, Latvia, Lithuania.
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		実質国内総生産(GDP)成長率 ジッシツ コクナイ ソウセイサン セイチョウ リツ

		前年比、% ゼンネンヒ		ウェイト (%)		2017		2018				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2019				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2020

		世界 セカイ		100		3.3		3.3		0.0		(3.3)		3.2		2.9		â		(3.1)		2.9		2.5

		先進国* センシンコク		61.4		2.2		2.3		0.0		(2.3)		2.3		1.9		â		(2.0)		1.9		1.3

		 米国 ベイコク		26.5		2.2		2.9		á		(2.8)		2.9		2.4		0.0		(2.4)		2.5		1.3

		 ユーロ圏 ケン		17.2		2.4		1.9		â		(2.0)		1.9		1.6		â		(1.7)		1.5		1.2

		 ドイツ		5.0		2.5		1.6		â		(1.9)		0.0		1.4		â		(1.7)		1.4		1.3

		 英国 エイコク		3.6		1.7		1.2		0.0		(1.2)		1.3		1.4		á		(1.3)		1.5		1.5

		 日本 ニホン		6.7		1.7		0.9		â		(1.0)		0.9		1.0		0.0		(1.0)		1.0		0.0

		エマージング市場** シジョウ		38.6		5.1		4.8		â		(5.0)		4.8		4.5		â		(4.8)		4.5		4.5

		 BRICs***		25.3		5.7		5.7		â		(5.8)		5.7		5.5		â		(5.6)		5.5		5.4

		 中国 チュウゴク		16.7		6.9		6.6		0.0		(6.6)		6.6		6.2		0.0		(6.2)		6.2		6.0



		インフレ率 リツ

		前年比、% ゼンネンヒ		ウェイト (%)		2017		2018				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2019				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2020

		世界 セカイ		100		2.3		2.9		á		(2.8)		2.9		2.9		á		(2.7)		2.5		2.7

		先進国* センシンコク		61.4		1.7		2.1		â		(2.2)		2.0		2.0		â		(2.1)		1.7		1.9

		 米国 ベイコク		26.5		2.1		2.6		â		(2.8)		2.5		2.7		á		(2.6)		1.9		2.4

		 ユーロ圏 ケン		17.2		1.5		1.8		0.0		(1.8)		1.8		1.6		0.0		(1.6)		1.5		1.5

		 ドイツ		5.0		1.7		1.9		0.0		(1.9)		1.9		1.8		0.0		(1.8)		1.8		1.7

		 英国 エイコク		3.6		2.7		2.5		á		(2.4)		2.5		1.8		â		(2.2)		2.0		2.1

		 日本 ニホン		6.7		0.5		1.0		á		(0.9)		1.0		0.5		â		(1.3)		0.9		1.1

		エマージング市場** シジョウ		38.6		3.3		4.2		á		(3.7)		4.2		4.2		á		(3.7)		3.9		4.0

		 BRICs***		25.3		2.2		2.7		0.0		(2.7)		2.8		3.3		á		(3.2)		2.9		3.0

		 中国 チュウゴク		16.7		1.6		2.2		á		(2.1)		2.2		2.6		á		(2.4)		2.2		2.4



		政策金利 セイサク キンリ

		% (12月時点) ガツ ジテン		現在 ゲンザイ		2017		2018				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2019				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2020		市場予想 シジョウ ヨソウ

		米国 ベイコク		2.50		1.50		2.50		0.0		(2.50)		2.80		2.75		â		(3.00)		2.73		2.25		2.56

		英国 エイコク		0.75		0.50		0.75		0.0		(0.75)		0.91		1.25		0.0		(1.25)		1.05		1.75		1.19

		ユーロ圏（リファイナンス金利） ケン キンリ		0.00		0.00		0.00		0.0		(0.00)		-0.31		0.50		0.0		(0.50)		-0.25		1.00		-0.06

		ユーロ圏（中銀預金金利） ケン チュウギン ヨキン キンリ		-0.40		-0.40		-0.40		0.0		(-0.40)				0.00		0.0		(0.00)				0.50

		日本 ニホン		-0.10		-0.10		-0.10		0.0		(-0.10)		0.05		-0.10		0.0		(-0.10)		0.04		0.00		0.03

		中国 チュウゴク		4.35		4.35		4.35		0.0		(4.35)		-		4.00		0.0		(4.00)		-		3.50		-





		その他 タ

		為替レート(12月時点) カワセ ガツ ジテン		現在 ゲンザイ		2017		2018				前回 ゼンカイ		前年比(%) ゼンネンヒ		2019				前回 ゼンカイ		前年比(%) ゼンネンヒ		2020		前年比(%) ゼンネンヒ

		英ポンド/米ドル エイ		1.31		1.35		1.35		á		(1.30)		-0.2		1.42		á		(1.35)		5.2		1.38		1.4

		ユーロ/米ドル		1.14		1.20		1.16		á		(1.14)		-3.4		1.21		á		(1.18)		4.3		1.25		1.2		 

		米ドル/円 ベイ		109.3		112.7		112		á		(110)		-0.6		110		á		(108)		-1.8		108		-1.8

		ユーロ/英ポンド		0.87		0.89		0.86		â		(0.88)		-3.2		0.85		â		(0.87)		-0.8		0.91		0.9

		米ドル/中国人民元 ベイ		6.73		6.51		7.05		á		(6.90)		8.3		7.20		á		(7.00)		2.1		7.40		7.0

		コモディティ

		ブレント原油価格 ゲンユ カカク		61.4		54.9		73.6		0.0		73.6		34.1		71.7		â		(73.2)		-2.5		68.1		-5.1

		43480.0

		Consensus inflation numbers for Emerging Markets is for end of period, and is not directly comparable.

		43494.0

		43388.0

		*  Advanced markets:  Australia, Canada, Denmark, Euro area, Israel, Japan, New Zealand, Singapore, Sweden, Switzerland,

		United Kingdom, United States.

		** Emerging markets: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru, China, India, Indonesia, Malaysia, Philippines, South Korea,

		Taiwan, Thailand, South Africa, Russia, Czech Rep., Hungary, Poland, Romania, Turkey, Ukraine, Bulgaria, Croatia, Latvia, Lithuania.













出所：シュローダー、トムソン・データストリーム、コンセンサス・エコノミクス
エマージング国のインフレ率の市場予想は、年末時点のものであり、直接比較はできません。
現在および市場予想の値は2019年1月29日時点。
前回の見通しは2018年10月時点。
*先進国市場：豪州、カナダ、デンマーク、ユーロ圏、イスラエル、日本、ニュージーランド、シンガポール、スウェーデン、スイス、英国、米国
**エマージング市場：アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、メキシコ、ペルー、中国、インド、インドネシア、マレーシア、フィリピン、韓国、台湾、タイ、南アフリカ、ロシア、チェコ、ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、トルコ、ウクライナ、ブルガリア、クロアチア、ラトビア、リトアニア
***BRICs：ブラジル、ロシア、インド、中国
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		Schroders Baseline Forecast

																																										á

		Real GDP																																								â

		y/y%		Wt (%)		2018		2019				Prev.		Consensus		2020				Prev.		Consensus

		World		100		3.2		2.8		â		(2.9)		2.9		2.7		á		(2.5)		2.8

		Advanced*		61.4		2.2		1.8		â		(1.9)		1.9		1.5		á		(1.3)		1.6

		US		26.5		2.8		2.4		0.0		(2.4)		2.5		1.6		á		(1.3)		1.9														TRUE

		Eurozone		17.2		1.8		1.3		â		(1.6)		1.3		1.4		á		(1.2)		1.4

		Germany		5.0		1.5		1.0		â		(1.4)		1.2		1.4		á		(1.3)		1.5

		UK		3.6		1.4		1.1		â		(1.4)		1.4		1.5		0.0		(1.5)		1.5

		Japan		6.7		0.7		0.7		â		(1.0)		1.0		0.4		á		(0.0)		0.4

		Total Emerging**		38.6		4.8		4.5		0.0		(4.5)		4.5		4.7		á		(4.5)		4.6

		BRICs		25.3		5.7		5.5		0.0		(5.5)		5.5		5.5		á		(5.4)		5.5

		China		16.7		6.6		6.3		á		(6.2)		6.2		6.1		á		(6.0)		6.1



		Inflation CPI 

		y/y%		Wt (%)		2018		2019				Prev.		Consensus		2020				Prev.		Consensus

		World		100		2.8		2.4		â		(2.9)		2.5		2.5		â		(2.7)		2.5

		Advanced*		61.4		2.0		1.7		â		(2.0)		1.6		1.9		0.0		(1.9)		1.8

		US		26.5		2.4		1.9		â		(2.7)		1.9		2.3		â		(2.4)		2.2

		Eurozone		17.2		1.7		1.7		á		(1.6)		1.4		1.5		0.0		(1.5)		1.5

		Germany		5.0		1.8		1.8		0.0		(1.8)		1.7		1.7		0.0		(1.7)		1.7								.										`

		UK		3.6		2.5		1.8		0.0		(1.8)		2.0		2.4		á		(2.1)		2.1

		Japan		6.7		1.0		0.5		0.0		(0.5)		0.8		1.0		â		(1.1)		1.2

		Total Emerging**		38.6		4.1		3.7		â		(4.2)		3.8		3.5		â		(4.0)		3.5

		BRICs		25.3		2.6		2.6		â		(3.3)		2.8		2.8		â		(3.0)		2.8

		China		16.7		2.1		2.0		â		(2.6)		2.2		2.2		â		(2.4)		2.2



		Interest rates 

		% (Month of Dec)		Current		2018		2019				Prev.		Market		2020				Prev.		Market

		US		2.50		2.50		2.75		â		(3.00)		2.65		2.25		â		(2.50)		2.48

		UK		0.75		0.75		1.00		â		(1.25)		0.95		1.50		â		(1.75)		1.08

		Eurozone (Refi)		0.00		0.00		0.25		â		(0.50)		-0.27		0.75		â		(1.00)		-0.10

		Eurozone (Depo)		-0.40		-0.40		-0.20				(0.00)				0.25		â		(0.50)

		Japan		-0.10		-0.10		-0.10		0.0		(-0.10)		0.03		0.00		0.0		(0.00)		0.03

		China		4.35		4.35		4.00		0.0		(4.00)		-		3.50		0.0		(3.50)		-



		Other monetary policy

		(Over year or by Dec)		Current		2018		2019				Prev.		Y/Y(%)		2020				Prev.		Y/Y(%)

		US QE ($Tn)		4.1		4.0		3.5		á		(3.4)		-12.5%		3.4		á		(3.1)		-2.9%

		EZ QE (€Tn)		2.4		2.4		2.4		0.0		(2.4)		0.0%		2.4		0.0		(2.4)		0.0%

		UK QE (£Bn)		435		435		445		0.0		(445)		2.3%		445		0.0		(445)		0.0%

		JP QE (¥Tn)		552		552		575		á		(572)		4.1%		595		á		(592)		3.5%

		China RRR (%)		14.50		14.50		12.00		0.00		12.00		-		10.00		â		11.00		-



		Key variables

		FX (Month of Dec)		Current		2018		2019				Prev.		Y/Y(%)		2020				Prev.		Y/Y(%)

		USD/GBP		1.30		1.27		1.42		0.0		(1.42)		11.5		1.38		0.0		(1.38)		-2.8

		USD/EUR		1.13		1.14		1.17		â		(1.21)		2.3		1.20		â		(1.25)		2.6

		JPY/USD		110.6		109.7		110		0.0		(110)		0.3		108		0.0		(108)		-1.8

		GBP/EUR		0.87		0.90		0.82		â		(0.85)		-8.2		0.87		â		(0.91)		5.5

		RMB/USD		6.77		6.87		6.85		â		(7.20)		-0.2		7.00		â		(7.40)		2.2

		Commodities (over year)

		Brent Crude		66.1		71.6		62.7		â		(71.7)		-12.4		62.3		â		(68.1)		-0.7

		43511.0

		Consensus inflation numbers for Emerging Markets is for end of period, and is not directly comparable.

		43515.0

		43419.0

		*  Advanced markets:  Australia, Canada, Denmark, Euro area, Israel, Japan, New Zealand, Singapore, Sweden, Switzerland,

		United Kingdom, United States.

		** Emerging markets: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru, China, India, Indonesia, Malaysia, Philippines, South Korea,

		Taiwan, Thailand, South Africa, Russia, Czech Rep., Hungary, Poland, Romania, Turkey, Ukraine, Bulgaria, Croatia, Latvia, Lithuania.
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		back

		Schroders Baseline Forecast



		実質国内総生産(GDP)成長率 ジッシツ コクナイ ソウセイサン セイチョウ リツ

		前年比、% ゼンネンヒ		ウェイト (%)		2018		2019				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2020				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ

		世界 セカイ		100		3.2		2.8		â		(2.9)		2.9		2.7		á		(2.5)		2.8

		先進国* センシンコク		61.4		2.2		1.8		â		(1.9)		1.9		1.5		á		(1.3)		1.6

		 米国 ベイコク		26.5		2.8		2.4		0.0		(2.4)		2.5		1.6		á		(1.3)		1.9

		 ユーロ圏 ケン		17.2		1.8		1.3		â		(1.6)		1.3		1.4		á		(1.2)		1.4

		 ドイツ		5.0		1.5		1.0		â		(1.4)		1.2		1.4		á		(1.3)		1.5

		 英国 エイコク		3.6		1.4		1.1		â		(1.4)		1.4		1.5		0.0		(1.5)		1.5

		 日本 ニホン		6.7		0.7		0.7		â		(1.0)		1.0		0.4		á		(0.0)		0.4

		エマージング市場** シジョウ		38.6		4.8		4.5		0.0		(4.5)		4.5		4.7		á		(4.5)		4.6

		 BRICs***		25.3		5.7		5.5		0.0		(5.5)		5.5		5.5		á		(5.4)		5.5

		 中国 チュウゴク		16.7		6.6		6.3		á		(6.2)		6.2		6.1		á		(6.0)		6.1



		インフレ率 リツ

		前年比、% ゼンネンヒ		ウェイト (%)		2018		2019				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2020				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ

		世界 セカイ		100		2.8		2.4		â		(2.9)		2.5		2.5		â		(2.7)		2.5

		先進国* センシンコク		61.4		2.0		1.7		â		(2.0)		1.6		1.9		0.0		(1.9)		1.8

		 米国 ベイコク		26.5		2.4		1.9		â		(2.7)		1.9		2.3		â		(2.4)		2.2

		 ユーロ圏 ケン		17.2		1.7		1.7		á		(1.6)		1.4		1.5		0.0		(1.5)		1.5

		 ドイツ		5.0		1.8		1.8		0.0		(1.8)		1.7		1.7		0.0		(1.7)		1.7

		 英国 エイコク		3.6		2.5		1.8		0.0		(1.8)		2.0		2.4		á		(2.1)		2.1

		 日本 ニホン		6.7		1.0		0.5		0.0		(0.5)		0.8		1.0		â		(1.1)		1.2

		エマージング市場** シジョウ		38.6		4.1		3.7		â		(4.2)		3.8		3.5		â		(4.0)		3.5

		 BRICs***		25.3		2.6		2.6		â		(3.3)		2.8		2.8		â		(3.0)		2.8

		 中国 チュウゴク		16.7		2.1		2.0		â		(2.6)		2.2		2.2		â		(2.4)		2.2



		政策金利 セイサク キンリ

		% (12月時点) ガツ ジテン		現在 ゲンザイ		2018		2019				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2020				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ

		米国 ベイコク		2.50		2.50		2.75		â		(3.00)		2.65		2.25		â		(2.50)		2.48

		英国 エイコク		0.75		0.75		1.00		â		(1.25)		0.95		1.50		â		(1.75)		1.08

		ユーロ圏（リファイナンス金利） ケン キンリ		0.00		0.00		0.25		â		(0.50)		-0.27		0.75		â		(1.00)		-0.10

		ユーロ圏（中銀預金金利） ケン チュウギン ヨキン キンリ		-0.40		-0.40		-0.20				(0.00)				0.25		â		(0.50)

		日本 ニホン		-0.10		-0.10		-0.10		0.0		(-0.10)		0.03		0.00		0.0		(0.00)		0.03

		中国 チュウゴク		4.35		4.35		4.00		0.0		(4.00)		-		3.50		0.0		(3.50)		-





		その他 タ

		為替レート(12月時点) カワセ ガツ ジテン		現在 ゲンザイ		2018		2019				前回 ゼンカイ		前年比(%) ゼンネンヒ		2020				前回 ゼンカイ		前年比(%) ゼンネンヒ

		英ポンド/米ドル エイ		1.30		1.27		1.42		0.0		(1.42)		11.5		1.38		0.0		(1.38)		-2.8

		ユーロ/米ドル		1.13		1.14		1.17		â		(1.21)		2.3		1.20		â		(1.25)		2.6						 

		米ドル/円 ベイ		110.6		109.7		110		0.0		(110)		0.3		108		0.0		(108)		-1.8

		ユーロ/英ポンド		0.87		0.90		0.82		â		(0.85)		-8.2		0.87		â		(0.91)		5.5

		米ドル/中国人民元 ベイ		6.77		6.87		6.85		â		(7.20)		-0.2		7.00		â		(7.40)		2.2

		コモディティ

		ブレント原油価格 ゲンユ カカク		66.1		71.6		62.7		â		71.7		-12.4		62.3		â		(68.1)		-0.7























		43511.0

		Consensus inflation numbers for Emerging Markets is for end of period, and is not directly comparable.

		43515.0

		43419.0

		*  Advanced markets:  Australia, Canada, Denmark, Euro area, Israel, Japan, New Zealand, Singapore, Sweden, Switzerland,

		United Kingdom, United States.

		** Emerging markets: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru, China, India, Indonesia, Malaysia, Philippines, South Korea,

		Taiwan, Thailand, South Africa, Russia, Czech Rep., Hungary, Poland, Romania, Turkey, Ukraine, Bulgaria, Croatia, Latvia, Lithuania.





出所：シュローダー、トムソン・データストリーム、コンセンサス・エコノミクス
エマージング国のインフレ率の市場予想は、年末時点のものであり、直接比較はできません。
現在および市場予想の値は2019年2月19日時点。
前回の見通しは2018年11月時点。
*先進国市場：豪州、カナダ、デンマーク、ユーロ圏、イスラエル、日本、ニュージーランド、シンガポール、スウェーデン、スイス、英国、米国
**エマージング市場：アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、メキシコ、ペルー、中国、インド、インドネシア、マレーシア、フィリピン、韓国、台湾、タイ、南アフリカ、ロシア、チェコ、ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、トルコ、ウクライナ、ブルガリア、クロアチア、ラトビア、リトアニア
***BRICs：ブラジル、ロシア、インド、中国
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		Schroders Baseline Forecast

																																										á

		Real GDP																																								â

		y/y%		Wt (%)		2018		2019				Prev.		Consensus		2020				Prev.		Consensus

		World		100		3.2		2.8		â		(2.9)		2.8		2.7		á		(2.5)		2.8

		Advanced*		61.4		2.2		1.8		â		(1.9)		1.7		1.5		á		(1.3)		1.6

		US		26.5		2.8		2.4		0.0		(2.4)		2.4		1.6		á		(1.3)		2.0														TRUE

		Eurozone		17.2		1.8		1.3		â		(1.6)		1.2		1.4		á		(1.2)		1.4

		Germany		5.0		1.5		1.0		â		(1.4)		1.0		1.4		á		(1.3)		1.5

		UK		3.6		1.4		1.1		â		(1.4)		1.3		1.5		0.0		(1.5)		1.5

		Japan		6.7		0.7		0.7		â		(1.0)		0.7		0.4		á		(0.0)		0.4

		Total Emerging**		38.6		4.8		4.5		0.0		(4.5)		4.5		4.7		á		(4.5)		4.6

		BRICs		25.3		5.7		5.5		0.0		(5.5)		5.5		5.5		á		(5.4)		5.5								.

		China		16.7		6.6		6.3		á		(6.2)		6.2		6.1		á		(6.0)		6.1



		Inflation CPI 

		y/y%		Wt (%)		2018		2019				Prev.		Consensus		2020				Prev.		Consensus

		World		100		2.8		2.4		â		(2.9)		2.4		2.5		â		(2.7)		2.5

		Advanced*		61.4		2.0		1.7		â		(2.0)		1.5		1.9		0.0		(1.9)		1.8

		US		26.5		2.4		1.9		â		(2.7)		1.8		2.3		â		(2.4)		2.2

		Eurozone		17.2		1.7		1.7		á		(1.6)		1.3		1.5		0.0		(1.5)		1.5

		Germany		5.0		1.8		1.8		0.0		(1.8)		1.5		1.7		0.0		(1.7)		1.7																		`

		UK		3.6		2.5		1.8		0.0		(1.8)		2.0		2.4		á		(2.1)		2.1

		Japan		6.7		1.0		0.5		0.0		(0.5)		0.7		1.0		â		(1.1)		1.1

		Total Emerging**		38.6		4.1		3.7		â		(4.2)		3.8		3.5		â		(4.0)		3.5

		BRICs		25.3		2.6		2.6		â		(3.3)		2.7		2.8		â		(3.0)		2.8

		China		16.7		2.1		2.0		â		(2.6)		2.1		2.2		â		(2.4)		2.1



		Interest rates 

		% (Month of Dec)		Current		2018		2019				Prev.		Market		2020				Prev.		Market

		US		2.50		2.50		2.50		â		(3.00)		2.36		2.00		â		(2.50)		2.02

		UK		0.75		0.75		1.00		â		(1.25)		0.84		1.50		â		(1.75)		0.92

		Eurozone (Refi)		0.00		0.00		0.00		â		(0.50)		-0.31		0.50		â		(1.00)		-0.23

		Eurozone (Depo)		-0.40		-0.40		-0.40				(0.00)				0.00		â		(0.50)

		Japan		-0.10		-0.10		-0.10		0.0		(-0.10)		0.02		0.00		0.0		(0.00)		0.00

		China		4.35		4.35		4.00		0.0		(4.00)		-		3.50		0.0		(3.50)		-



		Other monetary policy

		(Over year or by Dec)		Current		2018		2019				Prev.		Y/Y(%)		2020				Prev.		Y/Y(%)

		US QE ($Tn)		4.1		4.0		3.5		á		(3.4)		-12.5%		3.5		á		(3.1)		0.0%

		EZ QE (€Tn)		2.4		2.4		2.4		0.0		(2.4)		0.0%		2.4		0.0		(2.4)		0.0%

		UK QE (£Bn)		435		435		445		0.0		(445)		2.3%		445		0.0		(445)		0.0%

		JP QE (¥Tn)		552		552		575		á		(572)		4.1%		595		á		(592)		3.5%

		China RRR (%)		14.50		14.50		12.00		0.00		12.00		-		10.00		â		11.00		-



		Key variables

		FX (Month of Dec)		Current		2018		2019				Prev.		Y/Y(%)		2020				Prev.		Y/Y(%)

		USD/GBP		1.32		1.27		1.42		0.0		(1.42)		11.5		1.38		0.0		(1.38)		-2.8

		USD/EUR		1.13		1.14		1.17		â		(1.21)		2.3		1.20		â		(1.25)		2.6

		JPY/USD		110.4		109.7		110		0.0		(110)		0.3		108		0.0		(108)		-1.8

		GBP/EUR		0.85		0.90		0.82		â		(0.85)		-8.2		0.87		â		(0.91)		5.5

		RMB/USD		6.72		6.87		6.85		â		(7.20)		-0.2		7.00		â		(7.40)		2.2

		Commodities (over year)

		Brent Crude		68.1		71.6		62.7		â		(71.7)		-12.4		62.3		â		(68.1)		-0.7

		43539.0

		Consensus inflation numbers for Emerging Markets is for end of period, and is not directly comparable.

		43551.0

		43419.0

		*  Advanced markets:  Australia, Canada, Denmark, Euro area, Israel, Japan, New Zealand, Singapore, Sweden, Switzerland,

		United Kingdom, United States.

		** Emerging markets: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru, China, India, Indonesia, Malaysia, Philippines, South Korea,

		Taiwan, Thailand, South Africa, Russia, Czech Rep., Hungary, Poland, Romania, Turkey, Ukraine, Bulgaria, Croatia, Latvia, Lithuania.
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		実質国内総生産(GDP)成長率 ジッシツ コクナイ ソウセイサン セイチョウ リツ

		前年比、% ゼンネンヒ		ウェイト (%)		2018		2019				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2020				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ

		世界 セカイ		100		3.2		2.8		â		(2.9)		2.8		2.7		á		(2.5)		2.8

		先進国* センシンコク		61.4		2.2		1.8		â		(1.9)		1.7		1.5		á		(1.3)		1.6

		 米国 ベイコク		26.5		2.8		2.4		0.0		(2.4)		2.4		1.6		á		(1.3)		2.0

		 ユーロ圏 ケン		17.2		1.8		1.3		â		(1.6)		1.2		1.4		á		(1.2)		1.4

		 ドイツ		5.0		1.5		1.0		â		(1.4)		1.0		1.4		á		(1.3)		1.5

		 英国 エイコク		3.6		1.4		1.1		â		(1.4)		1.3		1.5		0.0		(1.5)		1.5

		 日本 ニホン		6.7		0.7		0.7		â		(1.0)		0.7		0.4		á		(0.0)		0.4

		エマージング市場** シジョウ		38.6		4.8		4.5		0.0		(4.5)		4.5		4.7		á		(4.5)		4.6

		 BRICs***		25.3		5.7		5.5		0.0		(5.5)		5.5		5.5		á		(5.4)		5.5

		 中国 チュウゴク		16.7		6.6		6.3		á		(6.2)		6.2		6.1		á		(6.0)		6.1



		インフレ率 リツ

		前年比、% ゼンネンヒ		ウェイト (%)		2018		2019				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2020				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ

		世界 セカイ		100		2.8		2.4		â		(2.9)		2.4		2.5		â		(2.7)		2.5

		先進国* センシンコク		61.4		2.0		1.7		â		(2.0)		1.5		1.9		0.0		(1.9)		1.8

		 米国 ベイコク		26.5		2.4		1.9		â		(2.7)		1.8		2.3		â		(2.4)		2.2

		 ユーロ圏 ケン		17.2		1.7		1.7		á		(1.6)		1.3		1.5		0.0		(1.5)		1.5

		 ドイツ		5.0		1.8		1.8		0.0		(1.8)		1.5		1.7		0.0		(1.7)		1.7

		 英国 エイコク		3.6		2.5		1.8		0.0		(1.8)		2.0		2.4		á		(2.1)		2.1

		 日本 ニホン		6.7		1.0		0.5		0.0		(0.5)		0.7		1.0		â		(1.1)		1.1

		エマージング市場** シジョウ		38.6		4.1		3.7		â		(4.2)		3.8		3.5		â		(4.0)		3.5

		 BRICs***		25.3		2.6		2.6		â		(3.3)		2.7		2.8		â		(3.0)		2.8

		 中国 チュウゴク		16.7		2.1		2.0		â		(2.6)		2.1		2.2		â		(2.4)		2.1



		政策金利 セイサク キンリ

		% (12月時点) ガツ ジテン		現在 ゲンザイ		2018		2019				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2020				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ

		米国 ベイコク		2.50		2.50		2.50		â		(3.00)		2.36		2.00		â		(2.50)		2.02

		英国 エイコク		0.75		0.75		1.00		â		(1.25)		0.84		1.50		â		(1.75)		0.92

		ユーロ圏（リファイナンス金利） ケン キンリ		0.00		0.00		0.00		â		(0.50)		-0.31		0.50		â		(1.00)		-0.23

		ユーロ圏（中銀預金金利） ケン チュウギン ヨキン キンリ		-0.40		-0.40		-0.40				(0.00)				0.00		â		(0.50)

		日本 ニホン		-0.10		-0.10		-0.10		0.0		(-0.10)		0.02		0.00		0.0		(0.00)		0.00

		中国 チュウゴク		4.35		4.35		4.00		0.0		(4.00)		-		3.50		0.0		(3.50)		-





		その他 タ

		為替レート(12月時点) カワセ ガツ ジテン		現在 ゲンザイ		2018		2019				前回 ゼンカイ		前年比(%) ゼンネンヒ		2020				前回 ゼンカイ		前年比(%) ゼンネンヒ

		英ポンド/米ドル エイ		1.32		1.27		1.42		0.0		(1.42)		11.5		1.38		0.0		(1.38)		-2.8

		ユーロ/米ドル		1.13		1.14		1.17		â		(1.21)		2.3		1.20		â		(1.25)		2.6						 

		米ドル/円 ベイ		110.4		109.7		110		0.0		(110)		0.3		108		0.0		(108)		-1.8

		ユーロ/英ポンド		0.85		0.90		0.82		â		(0.85)		-8.2		0.87		â		(0.91)		5.5

		米ドル/中国人民元 ベイ		6.72		6.87		6.85		â		(7.20)		-0.2		7.00		â		(7.40)		2.2

		コモディティ

		ブレント原油価格 ゲンユ カカク		68.1		71.6		62.7		â		71.7		-12.4		62.3		â		(68.1)		-0.7























		43511.0

		Consensus inflation numbers for Emerging Markets is for end of period, and is not directly comparable.

		43515.0

		43419.0

		*  Advanced markets:  Australia, Canada, Denmark, Euro area, Israel, Japan, New Zealand, Singapore, Sweden, Switzerland,

		United Kingdom, United States.

		** Emerging markets: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru, China, India, Indonesia, Malaysia, Philippines, South Korea,

		Taiwan, Thailand, South Africa, Russia, Czech Rep., Hungary, Poland, Romania, Turkey, Ukraine, Bulgaria, Croatia, Latvia, Lithuania.





出所：シュローダー、トムソン・データストリーム、コンセンサス・エコノミクス
エマージング国のインフレ率の市場予想は、年末時点のものであり、直接比較はできません。
現在および市場予想の値は2019年2月19日時点。
前回の見通しは2018年11月時点。
*先進国市場：豪州、カナダ、デンマーク、ユーロ圏、イスラエル、日本、ニュージーランド、シンガポール、スウェーデン、スイス、英国、米国
**エマージング市場：アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、メキシコ、ペルー、中国、インド、インドネシア、マレーシア、フィリピン、韓国、台湾、タイ、南アフリカ、ロシア、チェコ、ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、トルコ、ウクライナ、ブルガリア、クロアチア、ラトビア、リトアニア
***BRICs：ブラジル、ロシア、インド、中国
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		Real GDP																																								â

		y/y%		Wt (%)		2018		2019				Prev.		Consensus		2020				Prev.		Consensus

		World		100		2.6		2.9		á		(2.8)		2.8		2.7		0.0		(2.7)		2.8

		Advanced*		61.4		1.9		2.0		á		(1.8)		1.7		1.5		0.0		(1.5)		1.6

		US		26.5		2.9		2.8		á		(2.4)		2.4		1.6		0.0		(1.6)		2.0														TRUE

		Eurozone		17.2		1.8		1.3		0.0		(1.3)		1.1		1.4		0.0		(1.4)		1.3

		Germany		5.0		1.5		1.0		0.0		(1.0)		0.8		1.4		0.0		(1.4)		1.5

		UK		3.6		1.4		1.2		á		(1.1)		1.3		1.5		0.0		(1.5)		1.5

		Japan		6.7		0.8		0.8		á		(0.7)		0.6		0.4		0.0		(0.4)		0.5

		Total Emerging**		38.6		3.7		4.5		0.0		(4.5)		4.4		4.6		â		(4.7)		4.6

		BRICs		25.3		5.7		5.5		0.0		(5.5)		5.5		5.5		0.0		(5.5)		5.5

		China		16.7		6.6		6.3		0.0		(6.3)		6.2		6.1		0.0		(6.1)		6.1



		Inflation CPI 

		y/y%		Wt (%)		2018		2019				Prev.		Consensus		2020				Prev.		Consensus

		World		100		1.8		2.4		0.0		(2.4)		2.4		2.6		á		(2.5)		2.5

		Advanced*		61.4		1.8		1.5		â		(1.7)		1.5		1.9		0.0		(1.9)		1.8

		US		26.5		2.4		2.0		á		(1.9)		1.9		2.3		0.0		(2.3)		2.2

		Eurozone		17.2		1.8		1.3		â		(1.7)		1.3		1.5		0.0		(1.5)		1.4

		Germany		5.0		1.9		0.7		â		(1.8)		1.5		1.7		0.0		(1.7)		1.6																		`

		UK		3.6		2.5		1.8		0.0		(1.8)		2.0		2.4		0.0		(2.4)		2.1

		Japan		6.7		1.0		0.1		â		(0.5)		0.6		1.0		0.0		(1.0)		1.0

		Total Emerging**		38.6		1.7		3.7		0.0		(3.7)		3.9		3.6		á		(3.5)		3.6

		BRICs		25.3		2.6		2.5		â		(2.6)		2.8		2.8		0.0		(2.8)		2.8

		China		16.7		2.1		1.9		â		(2.0)		2.1		2.2		0.0		(2.2)		2.1



		Interest rates 

		% (Month of Dec)		Current		2018		2019				Prev.		Market		2020				Prev.		Market

		US		2.50		2.50		2.50		0.0		(2.50)		2.47		2.00		â		(2.25)		2.20

		UK		0.75		0.75		1.00		0.0		(1.00)		0.94		1.50		0.0		(1.50)		1.07

		Eurozone (Refi)		0.00		0.00		0.00		0.0		(0.00)		-0.31		0.50		â		(0.75)		-0.22

		Eurozone (Depo)		-0.40		-0.40		-0.20				(-0.20)				0.25		0.0		(0.25)

		Japan		-0.10		-0.10		-0.10		0.0		(-0.10)		0.03		0.00		0.0		(0.00)		0.03

		China		4.35		4.35		4.00		0.0		(4.00)		-		3.50		0.0		(3.50)		-



		Other monetary policy

		(Over year or by Dec)		Current		2018		2019				Prev.		Y/Y(%)		2020				Prev.		Y/Y(%)

		US QE ($Tn)		4.0		4.1		3.6		á		(3.5)		-12.2%		3.5		á		(3.4)		-2.8%

		EZ QE (€Tn)		2.4		2.4		2.4		0.0		(2.4)		0.0%		2.4		0.0		(2.4)		0.0%

		UK QE (£Bn)		422		435		445		0.0		(445)		2.3%		445		0.0		(445)		0.0%

		JP QE (¥Tn)		557		552		574		â		(575)		4.0%		594		â		(595)		3.5%

		China RRR (%)		13.50		14.50		12.00		0.00		12.00		-		10.00		0.00		10.00		-



		Key variables

		FX (Month of Dec)		Current		2018		2019				Prev.		Y/Y(%)		2020				Prev.		Y/Y(%)

		USD/GBP		1.30		1.27		1.34		â		(1.42)		5.2		1.38		0.0		(1.38)		3.0

		USD/EUR		1.12		1.14		1.14		â		(1.17)		-0.3		1.18		â		(1.20)		3.5

		JPY/USD		111.8		109.7		110		0.0		(110)		0.3		108		0.0		(108)		-1.8

		GBP/EUR		0.86		0.90		0.85		á		(0.82)		-5.2		0.86		â		(0.87)		0.5

		RMB/USD		6.72		6.87		6.85		0.0		(6.85)		-0.2		7.00		0.0		(7.00)		2.2

		Commodities (over year)

		Brent Crude		74.6		71.6		70.2		á		(62.7)		-1.9		69.1		á		(62.3)		-1.6

		43570.0

		Consensus inflation numbers for Emerging Markets is for end of period, and is not directly comparable.

		43579.0

		43480.0

		*  Advanced markets:  Australia, Canada, Denmark, Euro area, Israel, Japan, New Zealand, Singapore, Sweden, Switzerland,

		United Kingdom, United States.

		** Emerging markets: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru, China, India, Indonesia, Malaysia, Philippines, South Korea,

		Taiwan, Thailand, South Africa, Russia, Czech Rep., Hungary, Poland, Romania, Turkey, Ukraine, Bulgaria, Croatia, Latvia, Lithuania.
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		実質国内総生産(GDP)成長率 ジッシツ コクナイ ソウセイサン セイチョウ リツ

		前年比、% ゼンネンヒ		ウェイト (%)		2018		2019				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2020				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ

		世界 セカイ		100		3.2		2.8		â		(2.9)		2.8		2.7		á		(2.5)		2.8

		先進国* センシンコク		61.4		2.2		1.8		â		(1.9)		1.7		1.5		á		(1.3)		1.6

		 米国 ベイコク		26.5		2.8		2.4		0.0		(2.4)		2.4		1.6		á		(1.3)		2.0

		 ユーロ圏 ケン		17.2		1.8		1.3		â		(1.6)		1.1		1.4		á		(1.2)		1.3

		 ドイツ		5.0		1.5		1.0		â		(1.4)		0.8		1.4		á		(1.3)		1.5

		 英国 エイコク		3.6		1.4		1.1		â		(1.4)		1.3		1.5		0.0		(1.5)		1.5

		 日本 ニホン		6.7		0.7		0.7		â		(1.0)		0.6		0.4		á		(0.0)		0.5

		エマージング市場** シジョウ		38.6		4.8		4.5		0.0		(4.5)		4.4		4.6		á		(4.5)		4.6

		 BRICs***		25.3		5.7		5.5		0.0		(5.5)		5.5		5.5		á		(5.4)		5.5

		 中国 チュウゴク		16.7		6.6		6.3		á		(6.2)		6.2		6.1		á		(6.0)		6.1



		インフレ率 リツ

		前年比、% ゼンネンヒ		ウェイト (%)		2018		2019				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2020				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ

		世界 セカイ		100		2.8		2.5		â		(2.9)		2.4		2.6		â		(2.7)		2.5

		先進国* センシンコク		61.4		2.0		1.7		â		(2.0)		1.5		1.9		0.0		(1.9)		1.8

		 米国 ベイコク		26.5		2.4		1.9		â		(2.7)		1.9		2.3		â		(2.4)		2.2

		 ユーロ圏 ケン		17.2		1.7		1.7		á		(1.6)		1.3		1.5		0.0		(1.5)		1.4

		 ドイツ		5.0		1.8		1.8		0.0		(1.8)		1.5		1.7		0.0		(1.7)		1.6

		 英国 エイコク		3.6		2.5		1.8		0.0		(1.8)		2.0		2.4		á		(2.1)		2.1

		 日本 ニホン		6.7		1.0		0.5		0.0		(0.5)		0.6		1.0		â		(1.1)		1.0

		エマージング市場** シジョウ		38.6		4.1		3.7		â		(4.2)		3.9		3.6		â		(4.0)		3.6

		 BRICs***		25.3		2.6		2.6		â		(3.3)		2.8		2.8		â		(3.0)		2.8

		 中国 チュウゴク		16.7		2.1		2.0		â		(2.6)		2.1		2.2		â		(2.4)		2.1



		政策金利 セイサク キンリ

		% (12月時点) ガツ ジテン		現在 ゲンザイ		2018		2019				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ		2020				前回 ゼンカイ		市場予想 シジョウ ヨソウ

		米国 ベイコク		2.50		2.50		2.50		â		(3.00)		2.45		2.00		â		(2.50)		2.18

		英国 エイコク		0.75		0.75		1.00		â		(1.25)		0.92		1.50		â		(1.75)		1.03

		ユーロ圏（リファイナンス金利） ケン キンリ		0.00		0.00		0.00		â		(0.50)		-0.31		0.50		â		(1.00)		-0.22

		ユーロ圏（中銀預金金利） ケン チュウギン ヨキン キンリ		-0.40		-0.40		-0.40				(0.00)				0.00		â		(0.50)

		日本 ニホン		-0.10		-0.10		-0.10		0.0		(-0.10)		0.03		0.00		0.0		(0.00)		0.03

		中国 チュウゴク		4.35		4.35		4.00		0.0		(4.00)		-		3.50		0.0		(3.50)		-





		その他 タ

		為替レート(12月時点) カワセ ガツ ジテン		現在 ゲンザイ		2018		2019				前回 ゼンカイ		前年比(%) ゼンネンヒ		2020				前回 ゼンカイ		前年比(%) ゼンネンヒ

		英ポンド/米ドル エイ		1.29		1.27		1.42		0.0		(1.42)		11.5		1.38		0.0		(1.38)		-2.8

		ユーロ/米ドル		1.12		1.14		1.17		â		(1.21)		2.3		1.20		â		(1.25)		2.6						 

		米ドル/円 ベイ		111.6		109.7		110		0.0		(110)		0.3		108		0.0		(108)		-1.8

		ユーロ/英ポンド		0.86		0.90		0.82		â		(0.85)		-8.2		0.87		â		(0.91)		5.5

		米ドル/中国人民元 ベイ		6.74		6.87		6.85		â		(7.20)		-0.2		7.00		â		(7.40)		2.2

		コモディティ

		ブレント原油価格 ゲンユ カカク		72.0		71.6		62.7		â		71.7		-12.4		62.3		â		(68.1)		-0.7























		43511.0

		Consensus inflation numbers for Emerging Markets is for end of period, and is not directly comparable.

		43515.0

		43419.0

		*  Advanced markets:  Australia, Canada, Denmark, Euro area, Israel, Japan, New Zealand, Singapore, Sweden, Switzerland,

		United Kingdom, United States.

		** Emerging markets: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru, China, India, Indonesia, Malaysia, Philippines, South Korea,

		Taiwan, Thailand, South Africa, Russia, Czech Rep., Hungary, Poland, Romania, Turkey, Ukraine, Bulgaria, Croatia, Latvia, Lithuania.





出所：シュローダー、トムソン・データストリーム、コンセンサス・エコノミクス
エマージング国のインフレ率の市場予想は、年末時点のものであり、直接比較はできません。
現在および市場予想の値は2019年4月26日時点。
前回の見通しは2018年11月時点。
*先進国市場：豪州、カナダ、デンマーク、ユーロ圏、イスラエル、日本、ニュージーランド、シンガポール、スウェーデン、スイス、英国、米国
**エマージング市場：アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、メキシコ、ペルー、中国、インド、インドネシア、マレーシア、フィリピン、韓国、台湾、タイ、南アフリカ、ロシア、チェコ、ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、トルコ、ウクライナ、ブルガリア、クロアチア、ラトビア、リトアニア
***BRICs：ブラジル、ロシア、インド、中国
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【本資料に関するご留意事項】  
 
• 本資料は、情報提供を目的として、シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド（以下、「作成者」といます。）が作成した資料を、シュローダー・インベストメン

ト・マネジメント株式会社（以下「弊社」といいます。）が和訳および編集したものであり、いかなる有価証券の売買の申し込み、その他勧誘を目的とするものではありま
せん。英語原文と本資料の内容に相違がある場合には、原文が優先します。 

 
• 本レポートは、Schroders Investment Management Limitedが海外の機関投資家向けに作成した資料を、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社が翻

訳・編集したものです。本レポートは、シュローダーのグローバルベースの一般的な取り組み・考え方をご紹介する目的で作成しており、日本の投資者を対象としない内容
を含む場合があります。 

 
• 本資料に示されている運用実績、データ等は過去のものであり、将来の投資成果等を示唆あるいは保証するものではありません。投資資産および投資によりもたらされ

る収益の価値は上方にも下方にも変動し、投資元本を毀損する場合があります。また外貨建て資産の場合は、為替レートの変動により投資価値が変動します。 
 

• 本資料は、作成時点において弊社が信頼できると判断した情報に基づいて作成されておりますが、弊社はその内容の正確性あるいは完全性について、これを保証するも
のではありません。 
 

• 本資料中に記載されたシュローダーの見解は、策定時点で知りうる範囲内の妥当な前提に基づく所見や展望を示すものであり、将来の動向や予測の実現を保証する
ものではありません。市場環境やその他の状況等によって将来予告なく変更する場合があります。 
 

• 本資料中に個別銘柄についての言及がある場合は例示を目的とするものであり、当該個別銘柄等の購入、売却などいかなる投資推奨を目的とするものではありません。
また当該銘柄の株価の上昇または下落等を示唆するものでもありません。 

  
• 本資料に記載された予測値は、様々な仮定を元にした統計モデルにより導出された結果です。予測値は将来の経済や市場の要因に関する高い不確実性により変動

し、将来の投資成果に影響を与える可能性があります。これらの予測値は、本資料使用時点における情報提供を目的とするものです。今後、経済や市場の状況が変
化するのに伴い、予測値の前提となっている仮定が変わり、その結果予測値が大きく変動する場合があります。シュローダーは予測値、前提となる仮定、経済および市場
状況の変化、予測モデルその他に関する変更や更新について情報提供を行う義務を有しません。 
 

• 本資料中に含まれる第三者機関提供のデータは、データ提供者の同意なく再製、抽出、あるいは使用することが禁じられている場合があります。第三者機関提供デー
タはいかなる保証も提供いたしません。第三者提供データに関して、本資料の作成者あるいは提供者はいかなる責任を負うものではありません。 

 
• シュローダー/Schroders とは、シュローダー plcおよびシュローダー・グループに属する同社の子会社および関連会社等を意味します。 

 
• 本資料を弊社の許諾なく複製、転用、配布することを禁じます。 
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