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今年も新型コロナウイルスが猛威をふるい、人々の生活や経済へ大き

義明

な影響を与えた。そうした中、多くの困難を伴ったが東京オリンピック、
パラリンピックが開催された。ワクチン接種も進み、軽症者用の飲み薬の開発が日本でも進んでおり、
植物由来のワクチンの開発も進められている。しかし、感染拡大を完全に防ぐのは難しく、ウイルスと
の共存（ウイズコロナ）を前提とした社会生活が、企業にあっては経営が必要となっている。世界的な
半導体不足や物流の混乱による物価高、原料高が問題となっており、日本経済への影響も大きい｡
米国プリンストン大学の上級研究員真鍋淑郎氏が本年のノーベル物理学賞を受賞した。同氏は
1960年代から気候変動の研究に本格的に取り組んでいる。今、日本はもちろん世界中の企業にとって
脱炭素化・気候変動の軽減が大きな経営問題となっている。各国政府の政策も脱酸素社会の実現の方
向に舵を切っている。
「経済財政白書」
（2021年版）は新型コロナ禍でも日本経済は回復に向かっているとしているが、本年
の日本経済、九州経済を振り返ってみよう。
図表１

世界経済（GDP）の伸び率

１．国際的な経済の動き
本年、新型コロナウイルスの世界的な猛威に
より経済再開の遅れがみられ、物流の混乱に
ている国もある。また、一部の国ではインフレ
が懸念されている。半導体の供給不足、脱炭素
化の動きの影響が先進国においても発展途上国

（注）数値は、実質国内生産（GDP）の前年比。
（資料）
「IMF世界経済見通し」
（2021年10月）による。

においても目立った。その結果、IMF（国際通

もう１点、今年みられたのは世界的な脱炭素

貨基金）では、本年の各国経済は図表１のよう

化社会への動きである。例えば、EU（欧州連

な伸びになるのではないかとみている。

合）や米国、中国では遠からずガソリン車の新

国際的には、TPP（環太平洋経済連携協定）は

車販売を禁止する案を発表している。日本メー

米国が外れ、11ヶ国でスタートしていたが、今

カーが得意とするハイブリッド（HV）車やプ

年２月には英国が、さらに９月には中国と台湾

ラグインハイブリッド車（PHV）をも禁止する

が加盟を申請している。加盟にはすべての参加

厳しい内容となっている。

国の同意が必要となる。中国と台湾の加盟に関
して、既加盟国の間では言わば温度差がある。
半導体不足の各国の産業への影響が大きく、

２．日本経済の動き

最悪の場合、メーカーは工場休止をせざるを得
なかった。

日本も新型コロナウイルス禍の真っただ中
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よって供給が需要に追い付かず、物価が上がっ

にあり、第３波～第5波が訪れた。緊急事態宣

で、７割弱の企業で部品・部材の調達に遅れ

言もその都度出され、影響は大きかった。

が出た。中でも、基幹産業である自動車産業は

IMFのデータによれば、本年の経済成長率は

折からの半導体不足と新型コロナの影響を受

2.4％と先進国の中で最も低いとみられている

けた東南アジアからの部品不足で、各社とも一

（図表１）。

時工場休止の止むなきに至った。新車の納期も

日本銀行の「全国企業短期経済観測調査」
（日

遅れ、中には１年以上かかる車種も出た。大幅

銀短観。2021年９月）では「業況判断DI」は、

な販売台数減となり、輸出も減少した。販売面

全産業では５四半期連続で改善はしたがマイ

では、ディーラーを経由しない、インターネッ

ナスだった。「先行き」も依然厳しい状況だっ

トを通じた新車販売体制づくりが始まった。自

た（図表２）。日銀短観では製造業では業況判

動車産業は脱炭素社会への動き（EV）や自動

断DIはプラスになっている。だが、非製造業で

運転等「CASEの時代」
（C：つながる、A：自

は景況は厳しく、最も厳しいのが宿泊・飲食

動運転の、S：共有する、E：電気の自動車の時

サービスである。業況判断DIはマイナス74と

代）を見据えた経営判断が迫られている。加え

なっている。つまり、100社中87社が「悪い」

て、裾野が広い自動車産業の減産は他の産業に

と回答していることになる。

も影響を与えていることが懸念される。

本年秋以降、為替が円安に振れ、輸出はしや

商業では、コンビニエンス業界でレジ対応が

すくなったが、輸入原料・エネルギー価格の高

不要なセルフレジの導入が始まった。さらに

騰が懸念される。また、新型コロナの感染者数

は無人店舗化の動きがみられるようになった。

が減少すれば、年末頃から「リベンジ消費」が

運輸業では、新型コロナの影響で、鉄道、航空

みられるようになるかもしれない。

とも利用客の減少に本年も苦しんだ。また、旅

さて、主な産業の状況をみていくと、鉄鋼業
では脱炭素化の中、大手メーカーでは従来から
の高炉法からCO2の排出量が少ない電炉法の
比率を高める動きがある。

行・飲食業はおりからの需要低迷の影響が大
きかった。
緊急事態宣言とまん延防止等重点措置が解
除された（９月30日）のを受けて、ワクチン接

組立型産業では、新型コロナウイルスの影響

図表２

種の進捗や検査状況をにらみつつ、自治体では

業況判断DIの推移（全国、九州・沖縄）

（原注）シャドーは、景気後退期（内閣府調べ）。△は直近（2018年10月）の景気の山。
（注）業況判断DIとは、「良い」と答えた企業の割合（％）から「悪い」と答えた企業の割合（％）を引いた値。
（資料）日本銀行および日本銀行福岡支店「企業短期経済観測調査」
（2021年９月）より筆者作成。
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宿泊・観光への支援を再開させた。

ジネスセンター」が10月、完成した。同ビルに

の再編成が進んでいるが、統合・合併によるシ

ンに触れずに目的の階に行けるエレベータな

ナジー効果が出てきているのか注目されてい

ど、最先端の感染症対策システムが備え付けら

るように思う。

れている。

2000年代にみられたTOB（株式の公開買い

集

は換気と除菌が同時にできる空調設備やボタ

特

金融では、今年も地域の経済に不可欠な地銀

国土交通省が本年発表した、土地売買の目安

付）だが、本年再びよくみられるようになった。

になる基準地価の全用途平均は全国では0.4％

銀行業界では異例ともいえるTOBによる金融

下落した。ところが、福岡県では全用途が1.9％

再編成が行われた。しかも、買収先金融機関が

上昇した。1981年以来40年ぶりに上昇率で全

賛成しない敵対的TOBであった。企業経営の

国首位となった。

厳しさを目の当たりにした。
＊

＊

＊

＊

３．九州経済
新型コロナウイルスのパンデミックが始まっ
て、約２年が経過したが、それの絶滅は困難で、

本年の九州経済は全国に比べて全産業、製造

当面は社会全体で「ウイズコロナ」で進んでい

業、非製造業とも業況判断DIは若干低くなっ

かざるを得ないであろう。

ている（先の図表２）。

政策経費を新しい借金なしで賄えるかどうか

九州の主要な産業である自動車産業は半導

を示す指標に基礎的財政収支（ＰＢ：プライマ

体不足と部品不足の影響で、工場を一時休止せ

リーバランス）がある。新型コロナ対策として多

ざるを得ず、生産台数が減少した。地元の部品

くの財政支出が行われた結果、2027年度と目さ

メーカーへの影響も大きかったし、輸出も減少

れたＰＢの達成は（今後の支出増加ではさらに）

した。ただ、円安次第だが、今後輸出は増加す

遠のくかもしれない。

るかもしれない。

日本でもSDGsやESG投資に取り組まないと

世界の半導体企業からの生産受託企業であ

自社の持続可能性はないとする企業もみられる

る、台 湾 のTSMC（ 台 湾 積 体 電 路 製 造 ）と ソ

ようになった。「新しい日常」に向けて、九州で

ニーグループが投資額8,000億円規模（雇用数

も新しいビジネスを見出す企業もみられた。職

1,500人規模）の半導体生産工場を熊本県に共

住近接の働き方、テレワークを基本とし転勤や

同で建設することが報じられた。日本政府も

単身赴任をなくす方針を示す企業もみられた。

最大で半分を補助する見通しだという。また、

最後に、今年の日本経済・企業をみて感じた

後発医薬品大手企業が福岡県内に新工場を建

のは、ウイズコロナ後の「新しい日常」の中の

設することも報じられた（投資額は400億円規

企業経営である。例えば、ダイバーシティ等、

模。雇用者数は約490人）――『日本経済新聞』

次なる段階に向けた新しい経営がいま模索され

2021年10月９日付他。

ているといえよう。

脱炭素化の世界的な広がりの中、注目してよ
いと思うのは九州・福岡の中小企業で工場内

（本文をまとめるに当たっては、全国紙、西日

の使用電力をすべて再生可能エネルギーに転

本新聞、政府白書類・刊行物、各ホームページ、

換する企業がみられることである。

他を利用した。
）

国家戦略特区を活用した「天神ビッグバン」
であるが、その第１号の大型複合ビル「天神ビ
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日本銀行・福岡支店の調査データによれば、

2021年の出来事
１月 １日
20 日
28 日

日英EPA発効
米民主党のジョー・バイデン氏、第46代大統領に就任
米自動車大手（GM）、2035年までにエンジン車を全廃すると発表

２月 １日
1日
19 日

英国政府、TPPへの参加を申請
ミャンマーで軍がクーデター
九州でも新型コロナウイルスのワクチン接種、始まる

３月 １日
7日
23 日
27 日

昨年の豪雨災害で不通となっていたJR久大線、全線が開通
2016年の熊本地震で崩落した阿蘇大橋に代わる、新阿蘇大橋、完成
スエズ運河で大型コンテナ船、座礁
福岡市東区のアイランドシティへの都市高速（アイランドシティ線）の延伸道路、開通

4月 1日
5日
28 日

商品やサービスの価格を表示する際、消費税を含んだ「総額表示」が義務化
韓国のLG電子、スマートフォン事業から撤退すると発表
包括的経済連携（RCEP）協定、国会で承認

5 月 11 日

31 日

世界遺産委員会、
「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」
（鹿児島、沖縄両県）
のユネスコの世界自然遺産の登録を諮問機関が勧告
東京と大阪で新型コロナウイルスワクチンの「自衛隊大規模接種センター」でのワク
チンの接種始まる
2050年の温暖化ガス排出量を実質ゼロにする目標を明記した「改正地球温暖化対策
推進法」、成立
ソラシドエア（宮崎市）とエアードゥ（札幌市）、共同持株会社を作ることで基本合意

６月 ３日
4日
8日

雲仙・普賢岳大火砕流の発生から30年
ホンダ、脱エンジンも見据えて、エンジンや変速機の部品工場、閉鎖へ
国土交通省、バックカメラや障害物装置の新車への設置義務付け方針、固める（報道）

24 日
26 日

7月 1日
9日

福岡市、地下鉄七隈線の延伸に伴い、新設する駅名を「櫛田神社前」にすると発表
九州南部を中心に記録的な大雨。気象庁、鹿児島・宮崎・熊本3県に「大雨特別警報」
（10日にかけて）
20 日 宇宙開発ベンチャー企業、初の有人宇宙飛行を実施。民間人の宇宙旅行時代、近づく
23 日 東京オリンピックの開幕（８月８日、閉幕）

8 月 13 日
15 日
23 日
24 日
9月 1日
16 日
20 日
22 日

小笠原諸島の海底火山「福徳岡ノ場」が噴火（大量の軽石を噴出。10月以降、鹿児島県
や沖縄県の諸島に漂着。漁業、観光に大きな損害）
アフガニスタンの政権、崩壊
環境省と経済産業省、プラスチックの使用量削減やリサイクルを促進する新制度案、示す
東京パラリンピック、開幕（９月５日、閉幕）
デジタル庁、発足
中国、TPPへの加盟を申請
ホンダ、国内初となる新車のオンライン販売へ（報道）
台湾、TPPへの加盟を申請

10 月 1 日 最低賃金、引き上げ。全国平均は過去最大の28円増で、930円に。福岡県は870円に
4 日 岸田内閣、発足
4 日 「天神ビッグバン」の規制緩和第１号の「天神ビジネスセンター」、完成
5 日 スウェーデンの王立科学アカデミー、2021年のノーベル物理学賞を真鍋淑郎米プリ
ンストン大学上席研究員らに贈ると発表
11 月 2 日
3日
9日
23 日
12 月 5 日

第26回国連気候変動枠組み条締約国会議（COP26：英グラスゴー）
、始まる。
外務省、地域的な包括的経済連携（RCEP）協定が2022年１月１日に発効すると発表
世界最大の半導体受託生産メーカー、台湾積体電路製造（TSMC）、熊本県・菊陽町
に工場を建設すると発表。当初の設備投資額は約8,000億円。
米国、原油価格の高騰を受け、５千万バーレルの石油備蓄を放出すると発表。価格を下げ
る狙いで、日本、英国、中国等の石油消費国にも協力求める
75回を数えた福岡国際マラソン、長い歴史に幕

（資料）全国紙、西日本新聞、政府白書類・刊行物、各ホームページ等による。
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