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経済指標
最近のハンガリー経済の動きを見ると、成長が減速した分野もあったとはいえ、一般的にはポジ
ティブな経済成長が見られる。最も成長を遂げた分野は 10％の伸びを示した農業部門である。こ
の成長の理由は、昨年度は農業部門の伸びが鈍化したことと今年の農業に適した天候であるとさ
れている。これに対して、工業生産高は 2016 年 3 月の 5 ヶ月前から低下しており、工業生産の
減速が見られる。第 1 四半期において自動車産業の低下は 1.6％であり、主に Audi 社に大きな
影響を及ぼした。その一方、4 月期は 3 月期に比べて生産高は 5.4％増加している。第 1 四半期
の 1.5％の後、工業総生産高では年間 3.5％の成長が予測される。
サービス業はやや加速する見込みである。2016 年サービス業における GDP の伸びは約 3％にな
ると思われる。これは昨年の 2.8％に対して僅かの上昇である。主にサービス部門での増加が予
測される。2016 年、貨物輸送が合計 2-3％増加すると考えられる。
他の指数もポジティブな傾向を示している。前年よりやや遅めではあるが、2016 年の就業率は
1.5％上がり、失業率は 5.8％まで減少する見込みである。
2016 年の第 1 四半期において平均所得は 6.1％上昇している。最低賃金の底上げと昨年の賃上げ
も影響しているためである。購買力は約４％増加しているが、可処分所得の上昇の上昇が影響し
ていると考えられる。
経済がポジティブな方向に成長しているのに対して、インフレ率は 1 年間で平均約 0.8％で緩い
上昇となっている。年末には 1.5％の物価上昇が予測されている。5 月以降の 0.9％の基準貸出利
率は変わらない見込みである。2016 年の EUR と HUF の平均為替レートは 1EUR=315HUF で推移する
と予測されている。
財政状況
ハンガリー中央銀行：政策金利を過去最低の 1.05％に引下げ
ハンガリー中央銀行は，金融政策決定会合で政策金利を 1.20％から 1.05％へ 引き下げることを
決定した。中央銀行は，中期目標インフレ率３％を下回る， 現在のインフレ率を引き上げるた
め，利用可能なあらゆる手段を使う用意があ ると表明，景気の下支えを図る。ただし，今後，
政策金利の追加引下げを行ったとしても，引下げ余地は限られるとの認識を示した。
フィッチ社：ハンガリーの格付けを BBB－に格上げ
大手格付け会社フィッチ社は，ハンガリーの外貨建て長期発行体デフォルト格付けを BB＋格
（格付け見通し「強含み」）から BBB－（同「安定的」）に格上げした。 GDP やガバナンス
を示す指標は，平均的な BBB 格の国の水準を上回る一方で，政 策予見可能性の低さ，頻繁な
税制変更，規制・手続きの負担の大きさが，民間投資を抑 制させる要因となっており，ハンガ
リーの実質 GDP 成長率は平均的な BBB 格の国よ りも下回ると指摘している。
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ハンガリー自動車産業関連ニュース
独系メルセデス社：1,850 億フォリントの追加投資を発表
独系メルセデス・ハンガリー社は，ケチケメートの工場に 1,850 億フォリン ト（5.9 億ユーロ）
規模の追加投資を行うことを発表した。従業員の訓練及び職 場環境の向上にも使われる旨，同
社のウルフ CEO は述べた。なお，今年３月には 次世代コンタパクトカーの車体の生産のため
に 800 億フォリント（2.5 億ユー ロ）の追加投資を発表している。 追加投資は，2018 年まで
に終了する予定とされている。
マジャール・スズキ社：ハンガリーボートメーカーと協力協定締結
マジャール・スズキ社は，ハンガリーのボート製造企業の Flaar 社からボート用エンジンの供
給を受けること等を内容とする協力協定を同社と締結した。同協定には製品の共同開発や販売協
力も含まれる。
４月の新車販売台数：前年同月比 19.7％増
４月の国内新車販売台数は，前年同月比 19.7％増の 8,061 台だった。また，１～４ 月の乗用車
販売台数は，前年同期比 15.4％増の 27,760 台だった。
Rába 社が日本市場で活躍
Rába 社は総合商社の一つである双日株式会社と向こう 5 年間の契約を結び、日本の商用車市場
でサプライヤーとしてのポジションを強化した。Rába 社は駆動装置フレームモジュールとメイ
ンユニットを日本の OEM 市場に供給し続ける。今回の契約では、Rába 社は運輸用の中型トラ
ックと特別な低床式バスのために各種駆動装置を供給する。2 つの製品は Rába 社によって開発
され、日本市場のニーズに合わせて改造された、と発表されている。同社は過去 20 年にわたり、
日本市場に駆動装置フレームを日本に供給している。日本市場での成功が、最先端技術を採用し
ているソリューションを世界をリードする自動車メーカに供給したいという Rába 社の決意をよ
り強くしている。
車載用 AV 機器のシンワ、ハンガリーに追加投資
JVC ケンウッドのカーオーディオ子会社であるシンワ・インターナショナルがハンガリーのミシ
ュコルツ工場に 1 億フォリント（約 31 万ユーロ）を追加投資すると 7 月 1 日付の現地経済紙『ブ
ダペスト・ビジネス・ジャーナル』が報じた。同社は 1998 年にハンガリーに進出。車載用エア
コンやステレオの化粧パネルを生産する。現在の同国雇用数はおよそ 800 人で、2015 年の売上高
は 92 億 フ ォ リ ン ト 、 営 業 利 益 は 2 億 2,800 万 フ ォ リ ン ト だ っ た 。 （ 1HUF ＝ 0.36JPY
政治および国内政策
オルバーン首相：R＆D 分野への政府支出増を発表
ハンガリー科学アカデミーの年次総会のオープニング式典に出席したオルバーン首 相は，2020
年までに R＆D 及びイノベーション分野に 1.2 兆フォリントを投資する旨 発表した。2010 年
における R＆D 分野への支出は GDP の１％だったが，これにより 2016 年には 1.4％，2020
年には 1.8％となり，EU 平均の 1.9％に近づくと述べた。 オルバーン首相はまた，ハンガリー
科学者の国外流出を止めるため，政治家と科学界 が協力しなければならない旨述べた。
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日 EU 経済連携協定（EPA）／自由貿易協定（FTA）に関する共同ステートメント
安倍晋三日本国内閣総理大臣，ドナルド・トゥスク欧州理事会議長，ジャン=クロード・ユンカ
ー欧州委員会委員長，フランソワ・オランド・フランス大統領，アンゲラ・メルケル・ドイツ首
相，マッテオ・レンツィ・イタリア首相及びデービッド・キャメロン英国首相は，G7 伊勢志摩サ
ミットの機会に，次の共同ステートメントを行った。
「我々，日本，EU，フランス，ドイツ，イタリア及び英国の首脳は，G7 伊勢志摩サミットの機
会に，本年 5 月 3 日の日 EU 首脳会談の際に両首脳がそれぞれの交渉官に日 EU 経済連携協定
（EPA）／自由貿易協定（FTA）交渉を加速することを指示することで一致したことを歓迎する
とともに，本年のできる限り早期に大筋合意に達するとの我々の強いコミットメントを再確認し
た。（略）」
日本ハンガリー二国間およびハンガリー国内の日系企業関連ニュース
クヴェール・ハンガリー国会議長による安倍総理大臣表敬
5 月 13 日、約 20 分間，安倍晋三内閣総理大臣は，クヴェール・ラースロー・ハンガリー国会議
長（H.E. Mr. László KÖVÉR, Speaker of the National Assembly of Hungary）による表敬
を受けた。安倍晋三内閣総理大臣はクヴェール国会議長から送られた熊本地震へのお見舞いに対
する謝意を表した。また，両者は，約 150 社の日系進出企業がハンガリーで 2 万 8,000 人もの雇
用を創出している現状を歓迎し，更なる経済関係強化に期待感を示した。クヴェール国会議長よ
り，日本が国連安全保障理事会常任理事国になることへの支持が表明された。最後に，両者は，
二国間及び「V4＋日本」の枠組みでの協力，並びに日 EU 経済連携協定（EPA）の早期締結を含
む，日・EU 関係（PDF）強化のための協力を推進・強化していくことで一致した。
弊社関連ニュース
 ハンガリーのハチミツに対する日本での成功
三井食品が毎年開催する製品販売イベント「三井フードショー」でハンガリーの蜂蜜メーカー
Alba-Méz 社のプロモーションが行われた。5 月 15 日と 16 日には訪問客 6000 人にハンガリー製
のアカシアとリンデンハチミツがプレゼントとして渡された。ブースではハチミツに関する詳し
い説明を聞くこともできた。三井食品が個別スタンドでハンガリーの製品を紹介するのは今年が
初。弊社は Alba-Méz 社の蜂蜜を日本市場に輸出している。
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