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1.1. 主な調査結果
世界経済は 2011 年から 2050 年までの期間に年平均 3％強のペースで成長し、経済規模は 2032 年までに
倍増、2050 年にはさらに 2032 年の規模のほぼ倍になると予想される。

中国の経済規模は購買力平価（PPP）ベースでは 2017 年までに、為替レートベースでは 2027 年までに米
国を抜いて世界最大になると予想される。2050 年までにはインドが世界第 3 位の「経済大国」となり、ブラ
ジルがインドに大きく引き離されながらも日本を抜いて第 4 位に就くことになろう。

欧州経済圏では、ロシアが 2020 年を迎える前に購買力平価ベースで、2035 年までには為替レートベース
でドイツを抜いて圏内最大の経済大国になるであろう。メキシコやインドネシアなどの新興国の経済規模も
2050 年までには英国やフランスの経済規模を上回り、トルコの経済規模もイタリアより大きくなることが見
込まれる。

G20 以外では、長期的にはベトナム、マレーシア、ナイジェリアに大きな潜在成長力が認められ、また、
ポーランドも今後 20年間にわたって西欧の主要国を大幅に上回るペースで成長するであろう。

1.2. 2050 年に向けた予想
本調査レポートは PwC の長期的な世界経済成長予想の最新版であり、前回は 2011 年 1 月に発表されてい
る。ベースとなる PwC モデルは人口動態、資本投資、教育水準、技術進歩に関して予想される傾向を勘案し
ている。

図表 1は、調査対象国 24 カ国について 2011 年から 2050 年までの相対的な GDP成長率を予想したもので
ある。新興国は年 4％以上の成長傾向を示しているのに対し、先進国は 2％以下の成長にとどまっている。つ
まり、新興国の追い上げが続くため、世界経済の二段変速状態も今後数十年間にわたって続くことになろう。

図表 1：購買力平価（PPP）に基づく GDPの平均実質成長率の内訳（2011年～2050 年）
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購買力平価（PPP）に基づく GDP の各国順位の変動は以下の表 1 に示すとおりである。順位の著しい変化
を強調するために、一部の国名を太字で表記した。

表 1：上位 20カ国の GDP（購買力平価ベース）の実績および予測
【2011 年】 【2030 年】 【2050 年】

購買力平価

ベースの

順位

国名

購買力平価

ベースの

GDP

（2011 年基準

10 億米ドル）

国名

購買力平価

ベースの

GDP予測

（2011 年基準

10 億米ドル）

国名

購買力平価

ベースの

GDP予測

（2011 年基準

10 億米ドル）

1 米国 15094 中国 30634 中国 53856

2 中国 11347 米国 23376 米国 37998

3 インド 4531 インド 13716 インド 34704

4 日本 4381 日本 5842 ブラジル 8825

5 ドイツ 3221 ロシア 5308 日本 8065

6 ロシア 3031 ブラジル 4685 ロシア 8013

7 ブラジル 2305 ドイツ 4118 メキシコ 7409

8 フランス 2303 メキシコ 3662 インドネシア 6346

9 英国 2287 英国 3499 ドイツ 5822

10 イタリア 1979 フランス 3427 フランス 5714

11 メキシコ 1761 インドネシア 2912 英国 5598

12 スペイン 1512 トルコ 2760 トルコ 5032

13 韓国 1504 イタリア 2629 ナイジェリア 3964

14 カナダ 1398 韓国 2454 イタリア 3867

15 トルコ 1243 スペイン 2327 スペイン 3612

16 インドネシア 1131 カナダ 2148 カナダ 3549

17 オーストラリア 893 サウジアラビア 1582 韓国 3545

18 ポーランド 813 オーストラリア 1535 サウジアラビア 3090

19 アルゼンチン 720 ポーランド 1415 ベトナム 2715

20 サウジアラビア 686 アルゼンチン 1407 アルゼンチン 2620

出所：2011 年については世界銀行推計、2030 年と 2050 年については PwC推計

しかし、2050 年になっても、1 人当たりの平均所得に関しては先進国が新興国を大幅に上回る。現行の所
得格差が開きすぎているため、2050 年までに格差を完全に埋めることはできない。

ロバート・ゴードン（Robert Gordon）教授などの最近の主張 1とは対照的に、PwCでは、ICT、バイオテク
ノロジー、ナノテクノロジーといった分野にはさらに大きく進歩する余地があるため、こうした技術的進歩の
ペースが世界的に大幅に鈍化することはないと予想している。ただし、こうした分野の発展では今後長年にわ
たって中国やインドなどの新興国の役割が拡大することになるであろう。これによって、新興国の追い上げは
一段と強まり、先進国の経済活動は一段と停滞することになる。

1全文レポート（英語）の 4.1 で詳述
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1.3. ビジネスの機会と課題
このような長期的な成長傾向の予想は、英国などの西側諸国の産業界に対して、多くの機会と課題を提示し
ている。PwC の調査で際立った中国、インド、ブラジルなどの新興国は低コスト生産拠点であるだけでなく、
消費市場としても大型化していくであろう。先進国の年間成長率がわずか 2％前後しかない状況では、成長を
追求する企業はこうした新興国への関心を強める必要がある。

しかしそうした市場は同時に、事業展開に困難を伴う地域である場合がある。現地の規則や規制、慣習を理
解し、これに順応することが重要である。また、適切な参入戦略を講じること、必要に応じて正しい合弁相手
を選択することも、現地の政府や規制当局との良好な関係とともに非常に重要になる。場合によっては、最適
な生産拠点が最大の消費市場と異なることもある（たとえば、中国またはインドへの参入手段としてマレーシ
ア、インドネシアまたはベトナムに投資する、もしくはロシアへの参入手段としてポーランドに投資する場合
など）。

1.4. エネルギーの利用と気候変動：気温上昇を摂氏 2 度にとどめる
には手遅れか？

各国政府が直面する重要な課題としては、特にエネルギー利用と気候変動といった天然資源の利用に関する
問題がある。PwC の分析が示すとおり、PwC の GDP 成長予想に基づく事業をこれまでどおりの手法で続けた
場合、長期的には地球は摂氏 6 度以上温暖化する。また、2000 年以降は脱炭素化が進展していないため、気
温上昇を摂氏 2度以内に抑えるという国連の目標はますます達成困難になっている。

「漸次緑化」シナリオは費用も手ごろで実現の可能性もあるが、脱炭素化の進展ペースは炭素排出に対する
経済成長の影響をほぼ相殺するにとどまるため、2050 年の世界の炭素排出量は合計すると現在と変わらない
水準にとどまる。もっとも、このシナリオでさえも、長期的には地球全体の気温上昇が摂氏 4 度となるため、
PwCの報告書「Law Carbon Economy Index」の最新版で詳述したとおり 2、気温上昇を 2度に抑えるにはも
はや手遅れなのかもしれない。

しかし、こうした気候変動はそれ自体が新たなビジネスチャンスになる。具体的には新たな環境技術の開発、
そして異常気象によるリスクの緩和などである。

2 http://www.pwc.co.uk/sustainability-climate-change/publications/low-carbon-economy-index.jhtml
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