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昨年、世界を襲ったパンデミックを通じて、
何よりも、俊敏であることが今後の成功に
不可欠であることがはっきりとわかりました。

シリーズ「危機からチャンスへ：貿易の未来とは？」の一環とし
て、ウェビナー「新型コロナウイルスによる世界貿易の永続的変
化」を開催し、パネリストにパンデミックによる貿易への影響に
ついて考察してもらいました。アトラディウスのCMOである
Andreas Teschが紹介し、ジャーナリストのDaisy McAndrew
が司会/モデレーターを務めました。パネリストは以下の通りで
す：Ian Goldin（オックスフォード大学グローバリゼーション・
開発学部）、Emma Marcegaglia（Marcegaglia Holdings
S.p.A 会長兼CEO）、Johan Melander（Electrolux APAC/
MEA担当クレジットディレクター）Edwin Kuhlman（アトラデ
ィウス国際通商に関する契約引受査定チーム責任者/オランダ
の契約引受査定責任者）

パネリストたちは、新型コロナウイルス感染拡大による貿易へ
の影響について議論しました。彼らはパンデミックが様々な市
場やセクターに影響を与えたことを指摘した上で、グローバル
化から持続可能性まで、議論の幅を広げました。このホワイト
ペーパーは、当日の議論のテーマと要点をまとめたものであり、
必ずしもアトラディウス社の見解を反映したものではありませ
ん。ウェビナーのハイライトについては、アトラディウスの公式
YouTubeチャンネルをご覧ください。

新型コロナウイルスによる世界貿易の永続的変化
2021年以降のビジネスが直面する機会、課題、動向を探る。

貿易のビジネスチャンス（市場）
アジア市場は、特にマレーシアとベトナムを中心に大きく成
長するチャンスがある。

世界経済の重心
世界の経済の重心がアジアに大きくシフトしている（世界
のGDPによる計算）。

貿易のビジネスチャンス（セクター）
すでに成長の兆しのあった動画配信サービス、オンライン
ビデオ会議、電気自動車は、ロックダウンをきっかけに急増
している。ほとんどの消費者にとって、こうした新しいテクノ
ロジーの導入はほぼ永続的なものである。

グローバル化と脱グローバル化
個人や企業のコミュニケーション、提携、取引がオンライン
に移行するにつれて、国境はますます形骸化していく。

持続可能性（サステナビリティ）
コロナ禍の中、消費や事業において環境に配慮した商品や
プロセス（サービス）のニーズが増した。

サプライチェーン
サプライチェーンが崩壊し、航空物流に依存していた企業
の多くが代替手段を模索することになった。

政府支援
新型コロナウイルス感染症に対する財政刺激策の縮小に
より、多くの企業の倒産リスクが顕在化した。

キーテーマ

勝ち組と負け組の国を挙げるとしたら？
現在、負けている国を挙げるなら、アフリカを中心に、バングラデシュ、インド、
パキスタンなど南アジアの貧困国や中所得国でしょう。今は、健康の非常事態
ではなく、経済の非常事態です。上記の国々は、資金が少なく多額の負債を抱え
ているがゆえに、迅速に対応できないのです。 
Ian Godin（オックスフォード大学教授）

オーディエンスからのQ&A

1

パンデミックによって貿易が完
全に変わったわけではありま
せん。しかし本来10年〜20年
かかったはずの変化が、わずか
1〜2年で表面化しました。

Ian Godin（オックス
フォード大学教授）

オーディエンスアンケート#1

2021年のビジネスの成長を予想した場合、
どうなると思いますか（良くなる/悪くなる/
どちらでもない）？

悪くなる良くなる どちらでもない

23%64% 13%
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既存のトレンドが加速化
世界的なパンデミックによって既存のトレンドの加速が主に
顕在化しました。特に顕著なのは、経済の重心が東へ移行する
スピードでしょう。アジア市場が成長するのを受けて、一部の
経済学者は2011年の時点で、「2050年までに経済の重心がイ
ンドや中国に移る」と予測していました。こうした中、新型コロ
ナウイルスの感染拡大によってこの傾向はさらに顕著となり、
振り子が東に振れるスピードはさらに加速しました。短期的、
長期的に限らず、振り子が西側に再び振れる気配は見て取れ
ません。

アジア経済が示すレジリエンス（回復力）
東アジアの大部分がパンデミックの封じ込めに成功しているこ
とも、こうしたシフトを後押ししている要因になっていると言え
ます。東アジアは、厳格なロックダウン政策、大規模な検査、
また恐らく人口が比較的若いことも重なり、パンデミックから
のレジリエンス（回復力）を示しています。経済の急成長を含
め、根底にある基盤がそのアジアへの移行の推進力となって
います。アジア諸国の多くはコロナウイルスの封じ込めに成功
したほか、堅実な財政出動と金融政策を講じたため、景気後
退は世界の他の地域ほど深刻ではありませんでした。この両
方の要因が、2021年におけるアジア地域の成長機会（良好な
見通し）に重要な役割を果たすことになるでしょう。

アジア市場における成長機会
アジアのほとんどの国で景気回復の傾向が見られ、特にベトナ
ムとマレーシアが最も堅調な経済成長を遂げました。世界の
GDPは、2021年には4.9％の回復が見込まれていますが、アジア
経済については、2021年には6.5％程度の回復が予想されてい
ます。経済活動が緩やかに再開する中で、需要の底上げと輸出
の回復が2021年のGDP成長を刺激すると思われます。地域の中
でも例外はインドとフィリピンです。これらの国は感染拡大によ
る国内経済活動停止の長期化に苦戦しています。

2021年有望な市場
アトラディウスのエコノミストは、2021年有望な市場としてマレー
シアとベトナムを挙げています。これらの市場は、新型コロナウイ

貿易のビジネスチャンス（市場）
2021年は、世界経済の重心がアジアにシフトする

ルス感染拡大危機後のGDP回復のペースが速いほか、感染者数
（人口10万人当たり）が比較的少なく、政治的・制度的に安定して
いる市場です。

特にマレーシアは、魅力的なビジネス環境、質の高いインフラ、
熟練労働人材という好条件を備えています。この国の新型コロナ
ウイルスの感染者や死亡者数は他国よりもやや少なく、今後の
GDP成長が期待できる位置付けにあります。2020年は不況だっ
たとはいえ、2021年はGDP成長率が6.2％に回復すると予想され
ています。政府は、2021年に向けて強力な景気刺激策を発表し、
その総額は3,225億リンギット（650億ユーロ）となっています。こ
れには、社会部門とインフラの予算増額も含まれています。同国
はASEANに加盟しており、近隣諸国との強力な貿易関係の恩恵
を受けると考えられます。比較的技能の高い労働力が豊富にあ
ることも、技術的に中位レベルの電子機器製造業が発展する基
盤となっています。ベトナムも同様に先行きは明るいと言えそう
です。2020年は景気後退を回避し、2021年にはGDP成長率が
7.7%まで加速すると予想されています。ASEAN諸国の中で最も
急速に成長している経済国の一つであり、輸出でも突出している
ことから、今後のさらなる発展が期待できます。ベトナムは、低技
能の製造業を中国から移管させたい企業にとって魅力的な場所
と言えます。低賃金であるだけでなく、複数の貿易協定に加盟し
ていることも強みです。

製造大国としての中国の今後の役割とは？ 
中国の未来の展望は明るく、今後も発展を続けると考えられます。中国はパンデ
ミックや地域貿易協定を含む貿易対応において、優れたリーダーシップを発揮し
ています。中所得国になり、格差と貧困を解消しようとしています。おそらく世界
最大の経済国であり、今後もその地位を世界的に示していくと思われます。 
Ian Godin（オックスフォード大学教授）

オーディエンスからのQ&A

アジア、特に東南アジアの
動向がもっとも有望です。

Edwin Kuhlman

新型コロナウイルスの感染拡大によって、
ビジネスにどのような影響がありましたか？

上記の質問に対して「はい」と回答した場合、
どのような変化が今後も続くと思いますか？

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、
社内に何か変化はありましたか？

マイナスの影響プラスの影響 変わらない

20% 30% 50%

はい

89%

いいえ

9%

リモートワーク

89%

デジタル化が進んだ

76%

リスク評価に対してアプローチが変わる

51%

異なる商品

13%

異なる顧客ベース

12%

異なるサプライチェーン

11%

イベント前の事前調査
事前に3つの質問をしました。

パンデミックの中で国際的なビジネスがどんな状況に
あるのかを把握したいと考えたからです。そこで、本バ
ーチャルイベントの登録プロセスの一環として、参加者
に3つの質問（任意）をしました。その結果は以下の通
りです。

わからない1%
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トレンドの加速化と永続的な変化
パンデミックはすでに進んでいたトレンドを加速させるきっかけ
になったようです。すでに成長の兆しのあった動画配信サービ
ス、オンラインビデオ会議、電気自動車は、ロックダウンをきっ
かけに急成長しています。ほとんどの消費者にとって、こうした
新しいテクノロジーの導入はほぼ永続的なものだと考えられ
ます。電気自動車に乗るようになった消費者が再びガソリン自
動車に戻る可能性は低いでしょう。安全が確保されれば、出
張は再開される可能性がありますが、ビデオミーティングで時
間と費用が節約できることがわかった今、多くの従業員がリ
モートワークと出勤のハイブリッドな勤務形態に関心を示して
いるため、以前と同じレベルに戻ることはないと思われます。

その他、永続的になると考えられる変化には、医薬品の開
発と製造が含まれます。異例のスピードでワクチンが開発、
投入されました。こうした中、大幅な技術・医学の進歩が
見られました。

2020年、オンライン小売業ブームや観光業を襲った大打撃よ
うな、好況も不況もなく平年通りであったという業界もあります。
たとえば、電気通信事業はほぼ安定した状態でした。製品ライ
ンナップが多彩な中流の製造企業の大半は、パンデミックの被
害を受けていません。



新型コロナウイルスによる経済危機で大きな打撃を受けた
セクター
新型コロナウイルスの感染拡大により、最も大きな打撃を受
けたのは、食料品以外の小売業（オンライン店舗を持たない
小売業）、旅行、観光、ホスピタリティ業などです。2020年に
経営破綻した航空会社は40社以上になるほか、他の航空会
社も政府の支援を受けて何とか踏みとどまっている状態です。
2020年の世界の観光旅行者数は74％の減少で、9,100億ドル
から1兆2,000億ドルの減収を記録しています。ファッション業
界は前年比で大幅な減益となっており、90％以上の売上減と
も考えれています。

新型コロナウイルスの感染拡大による変化で成長したセクター
しかし、こうした殺伐とした暗い状況だけが現実ではありま
せん。世界中の国で外出制限・自粛の指示が出され、多くの人
々が仕事、ショッピング、社交、娯楽に関してはオンラインとい
う形態に移行しました。その結果、オンライン決済、クラウドコ

ンピューティング、ホームエンターテイメントなどの分野で多く
の企業が急成長を遂げました。

2019年には、米国のオンラインショッピングが2024年に24％に
達するという予測が出ていました。しかし、2020年7月の時点で、
すでに小売売上高全体の33％を占めていました。2020年の前
半のオンライン販売増は、過去10年間に匹敵するレベルでした。

耐久消費財など他のセクターも販売増を記録しました。消費
者が財布の紐を引き締め、支出を抑えた2008/2009年の大
不況の時とは異なり、2020年は白物家電の売り上げが増加
しました。高温スチーム洗濯機など、特に健康と衛生に関連す
る高額な商品が好調な売れ行きでした。通勤や余暇の支出が
減り、インドアで過ごす時間が増えたため、自宅関連に予算を
使う消費者が増えたからでしょう。Johan Melanderは、2020
年のオンライン販売で前年比50%増となったElectrolux
を始めとする耐久消費財事業について説明しました。

オーディエンスからのQ&A

女性がリーダーの国は、パンデミックに非常にう
まく対処しています。なぜでしょうか？多様性のあ
る企業の方が優れた業績を残すのでしょうか？ 
確かに、ブラジルやアメリカの場合、国のリーダーが「自分
たちのほうがコロナウイルスより強い」というマッチョな考
えだったかもしれません。しかし、女性が指導者を務める一
部の国は、賢い母親のように、自国民を見守り、最善の方
法で守ろうとしたのも事実です。ジェンダーの多様性だけ
でなく、幅広い意味での多様性があれば、円滑に業務が進
み、優れたイノベーションにつながるはずです。 
Emma Marcegaglia

パンデミックによる影響を受け、お
よそ３分の1の企業は業績が悪化し
ています。３分の１はほぼ影響がなく、
残りの３分の１はパンデミックの恩
恵を受け、業績を伸ばしています。

Edwin Kuhlman

オーディエンスアンケート#2

取引の傾向や変化は一時的なものだと
思いますか？今後も続くと思いますか？

今後も続くと思う 一時的なものだと思う

24%76%

貿易のビジネスチャンス（セクター）
新型コロナウイルスは、さまざまなセクターで勝者と敗者の間に明確な溝を作りました。
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保護貿易主義、または国境のないコラボレーション
コメンテーターからは、新型コロナウイルス感染症は、貿易戦
争とナショナリズム煽られ、脱グローバル主義に向かうきっか
けになったという意見が多く寄せられました。その際、国内回
帰、保護主義、海外旅行の減少、サプライチェーンの縮小や拠
点付近での材料調達に向けた措置が例として挙がりました。

しかし、オックスフォード大学グローバリゼーション・開発学部
教授のIan Goldinは、新型コロナウイルスはむしろグローバル
化をさらに加速させたと主張しています。彼は個人や企業のコミ
ュニケーション、提携、取引がオンラインに移行するにつれて、
国境はますます形骸化していると説明しています。バーチャルミ
ーティングが対面でのミーティングに取って代わり、その効率性
の良さはエンゲージメントを高め、意見交換のスピードを上げ
る可能性があります。「Black Lives Matter」などのムーブメン
トや抗議運動が瞬く間に全世界に広まったように、グローバル
なメディアやSNSは意見を拡散させる力を持っています。

グローバル化の成功は、バイオ医薬品セクターに見ることが
できます。バイオ医薬品セクターでは科学技術の急速な進歩
による利益を求め、科学レベルで国境を越えた提携が行われ
ました。実際、新型コロナウイルスのワクチン開発競争では、
通常は10年はかかるとされるワクチン開発が6ヵ月から7ヵ月で
完成するなど、これまでにない国際協力の事例となりました。

当然、グローバル化にも問題はあります。実際、このパンデ
ミック自体、貿易や観光に伴う海外との往来によって広がっ
たものであり、グローバル化が抱える問題の例でもあります。
とはいえ、Ian GoldinとEmma Marcegagliaが明確に指摘し
たように、アトラディウスのパネリストは、国境を閉ざすことが
解決策ではないと考えています。パネリストは、パンデミックの
ような地球規模の脅威だけでなく、コンピューターウイルス、
地球温暖化、紛争の効果的な対策について議論し、貿易を促
進し、雇用を創出するには、全世界の協力と包括的なグローバ
リゼーションが必要だと結論付けています。

注意：グローバル化というテーマ、さらに現在の動向（拡大か
縮小か）に対する見解は、それ自体が大きなトピックなので、第
4回バーチャルパネルイベントでこのテーマに焦点を合わせて、
詳しく取り上げる予定です。

パンデミックでは、持続可能性の向上に向けた文化的価値
観の変容が明確になりました。これは他のトレンドと同様に、
以前から見られた現象ですが、新型コロナウイルスの感染拡
大をきっかけに加速した印象を受けます。

各国政府は、気候変動対策を政策に取り入れ、消費者は環境
に配慮した商品を求め、購入する傾向が強まっています。こうし
た中、自動車の販売は不況により不振であるにもかかわらず、
電気自動車の売上は伸びています。自宅で使う耐久消費財でみ
ると、持続可能な商品を選ぶ消費者も増えています。Johan 
Melanderは、Electroluxの製品ラインの中でも、持続可能な
選択肢を選ぶ消費者が増えていること、企業全体で持続可能
性に取り組んでいることを説明しました。

企業もまた、環境に配慮した「グリーン革命」を推進しています。
G20の企業の代弁者であるB20団体は、企業が一丸となって、

格差解消や気候変動に責任を持って取り組まなければならな
いという考えを明らかにしました。政府と企業が連携してテク
ノロジーに投資し、持続可能な働き方へと移行する必要があり
ます。さらに、企業はますますサプライチェーンを精査し、より
良い社会および気候の持続可能性をもたらすサプライヤーと
提携することを選択しています。Emma Marcegagliaのコメン
ト：「パンデミックがきっかけになって、良かったことの一つだ
と思います。2021年は、当社にとって成長する年であり、言い換
えると、持続可能な成長の年になるでしょう」と述べています。

対応力がなく、持続可能性のアジェンダのスピードに合わせら
れない企業や市場は窮地に立たされる可能性もあります。たと
えば、日本は現在、化石燃料への依存度が高いため、二酸化炭
素排出量削減に向け配置転換を進めている大企業との取引機
会を失うリスクがあります。

経済回復はワクチン次第でしょうか？ 
ワクチン接種を効果的に進めるには、世界的な協力が
必要です。世界規模で展開しなければ、ウイルスは変異
を続ける恐れがあり、それは大きなリスクとなるからです。
つまり、ワクチンナショナリズムは、世界全体に対する脅
威となり得るのです。 
Ian Godin

オーディエンスからのQ&A

Emma Marcegaglia

保護主義が台頭しているようですが、グローバリゼ
ーションの継続にどのような影響を及ぼすのでしょ
うか？ 
アジアは、市場開放と統合において世界のリーダーになる
でしょう。かつてはグローバル化の波に巻き込まれたアジア
が今では、リーダー的な役割を果たしつつあるのは皮肉な
ことです。グローバリゼーションの先頭に立っていたアメリ
カは、今では寡黙なパートナーとなりつつあります。今、とり
わけグローバル化が必要なのはアフリカや中南米の国々で
す。これらの国は、まだ成長過程にあるからです。全世界の
国々のためにも、開放された世界貿易制度を目指して、私た
ちは闘う必要があるのです。 
Ian Godin

オーディエンスからのQ&A

加速する持続可能性の推進 脱グローバル化とグローバル化：私たちはどこへ向かうのか？

ある意味、パンデミックによって、グローバ
ル化と多国間アプローチが必要であること
がさらに明らかになりました。地球規模の
問題を解決するには、全世界で手を取り合
わなければならないという事実を、新型
コロナウイルスは私たちに示したのです。
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2020年3月以降、政府の経費は12兆ドル以上にのぼる
先進諸国の政府は、新型コロナウイルスによる経済的打撃に
対して、さまざまな緩和策で対応してきました。世界の富の不
均衡は20人の富が40億人と約150か国の富より多いことを意
味する一方で、振り子が政府権力へと振れ戻ったと、Ian 
Goldinは指摘しています。

政府の施策は、減税や納税延期、州の保険制度、倒産法の変
更、雇用の維持や経営破綻回避を目指す助成金や融資など多
岐にわたります。

パンデミック発生当初に危惧されていたよりも倒産率はずっと
低く、これらの施策が概ね成功したことを示しています。2020
年3月以降、各国政府が企業、医療、生活困窮者を支援するた
めに投下してきた財政支援の金額は合計で12兆ドル以上にの
ぼります。また、財政支援策がほとんどない国に拠点を持つ上
流サプライヤーにもプラスの波及効果がありました。これらの
サプライヤーは、顧客が倒産から守られ、支払いを受けられる
という安心感のもと、取引を継続することができました。

世界貿易は政府支援だけで維持されているのか？政府支援が
終わった時、どうなるのか？

倒産の増加が危惧される
政府支援の縮小は、景気回復に伴い2021年中に実施されると
見られていますが、多くの企業にとっては倒産のリスクが高まり
ます。もっとも脆弱な企業の中には持続不可能な資本構造を持
つ企業もあります。2021年は、世界各国で倒産の増加が危惧さ
れます。

企業は、徹底したデューデリジェンス、製品ラインナップの多
様化、顧客やサプライヤーとの密接な関係性の構築、サプライ
チェーンの健全性の把握、信用状、保証人、信用保険を含めた
金融商品を必要に応じて活用することなど、慎重な与信管理を
行うことで、これらのリスクを回避することができます。また、
パンデミックからの回復期に注視し、財政面での余力の確保と
財政的成長を見据えた運転資金をねん出する必要がありま
す。2008年の世界的な金融危機後の2年間は、企業の倒産や
債務不履行が増加したという過去の事例もあります。

運送費の高騰
パンデミックをきっかけに多くのサプライチェーンが崩壊しま
した。コンテナ輸送費が高騰している海運業でその多くの事例
が見られます。隔離、港湾の人員不足（感染または自主隔離）
に加え、すぐに商品を必要していない小売品業者が注文キャン
セルする事態が相次ぎ、港のコンテナ船の滞りや船舶不足など、
さまざまな混乱が引き起こされました。企業は、代替策を模索
しています。ジャストインタイム物流は過去の産物となっており、
在庫だけが増える一方です。拠点に近いサプライチェーンから
調達するケースもあれば、自動化とロボット工学の進化を活か
して、遠隔地の安価な労働力の代わりに、市場に近い製造業者
を選ぶケースもあるでしょう。

グローバルなサプライチェーンの再構築
パンデミックをきっかけに、国内回帰の議論が活発化してい
ます。企業は、打撃からのレジリエンス（回復力）があり、持続
可能性の高い調達ネットワークづくりを求め、グローバルなサ
プライチェーンの再構築を図っているからです。つまり、地域に
密着した流通ハブの増加が予想できます。自動化が普及するこ
とで、消費者市場に近い製造業者へのシフトが進む可能性があ
ります。サプライチェーンの不安定な状態は2021年まで続くと
予想されています。サプライチェーンのリスクに対する保護対策
として企業は、あらゆる階層で物理的に距離の近いサプライヤ
ーに切り替え、接触を増やし、定期的なリスク評価を行うことが

オーディエンスアンケート#3

今日のパネリストの見解を聞いて、2021年のビジネ
スは、良くなる/悪くなる/変わらないのうち、どうな
ると思いますか？

悪くなると思う良くなると思う 変わらないと思う

41%57% 2%

オーディエンスからのQ&A

挙げられます。多くの企業は、市場情報やリスクデータの質を
引き上げ、範囲を拡大すると同時に、必要に応じて迅速にサプ
ライヤーを変更できる柔軟性を広げることを計画しています。
この手法は、サービスプロバイダーからも支持されています。
ウェブキャストでは、Emma Marcegagliaが、サプライチェーン
の崩壊に対応する多国籍企業の多角化、製造と流通に対する
俊敏なアプローチについて説明しました。

コンテナ不足が原因で、アジアとの貿易が滞ってい
ますが、なぜでしょうか？
貿易の不均衡により、コンテナ船が間違った位置にいるの
が原因です。海の大渋滞が起こり、50隻以上のコンテナ船
がロサンゼルス港の外で荷降ろしを待っている状態です。
コンテナの取り扱い、検査、スタッフの感染など、新型コロ
ナウイルスに関連する取り決めがこうした滞りに拍車をか
けています。先週（2021年1月末）は運送料が高騰していた
ため、滞りがピークに達した可能性もあります。 
Johan Melander

パンデミックによるサプライチェーンの崩壊
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2 貿易関係と関税が世界貿易
に与える影響

3 デジタル化が商取引 に与える
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脱グローバル化-新たなやり方
ではあるものの、続くのか？4




