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エグゼクティブサマリー

グローバルサプライチェーン (GSC) の根本的な再編成はほぼ目前に迫っている課題であり、
COVID-19 以前から市場に存在するマクロトレンドである。 パンデミックは、 中間財やサービ
スの流れが途絶えることにより、 グローバル化した生産プロセスがリスクに直面することを露
呈させた。 パンデミックのピーク時には、 ロックダウンのため各国間の行き来はほぼ停止して
いる。 パンデミックにより今年生じる世界的な景気後退を生き残るビジネスは、 非常に複雑
かつ特定化された GSC に数多くのリスクファクターが存在することをますます意識すること
になるだろう。 世界の 3 大経済国 ( 米国、 中国、 日本 ) では、 45 ～ 48% の輸出が GSC
に組み込まれている。 世界最大の中間財供給国である中国は引き続き GSC の中核として
の役割を担うが、 他の地域でも並行生産のオペレーションが編成されるだろう。 これらの変
化は世界経済および保険業界にとって重大な意義を持つ。

過去 10 年間でグローバル化熱は若干冷めつつあった。 その一因は中国のコスト競争力が
徐々に低下してきたことである。 加えて、自然災害の増加による生産中断の高額なコストや、
最新のデジタル技術によるサプライチェーンの簡素化・ 短縮化などの変化も、 世界的な製
造各社に生産・ 調達戦略の再考を促した。

2018 年以降高まりつつある米中間貿易関連の緊張および COVID-19 により、 GSC 再編へ
の緊急感がさらに増した。 今後、 企業がオペレーショナルレジリエンスを強化し、 地政学的
圧力の影響に対応するために、 並行サプライチェーンが形成されることが予想される。 東
南アジアは力強い成長ポテンシャルと労働コストの競争力の点で、 中国に代わる二重生産
活動拠点として人気が出るだろう。 中国と類似した産業構成、 そして米国、 EU および日本
との自由貿易協定を締結している国が有利となる。 この点で際立っているのがベトナムとメ
キシコである。

世界経済への影響をモデル化するため、 スイス・ リーでは定量シナリオ分析を行い、 5 年
間で中国の付加価値輸出の 20% がより賃金の安い新興市場により奪われ、 さらに 10% が
先進市場の自国内での生産に回帰すると仮定した。 これによると、 移行期間中に輸出およ
び投資額が 1兆米ドル近く増加し、 新たな輸出市場となる国々の年間国内総生産 (GDP) 
が 0.7%、 国内回帰した国々の GDP が 0.2% それぞれ成長するという予測になる。 中国政
府は、 生産活動の損失を国内需要で埋め合わせるための経済刺激策を導入するとともに、
輸出中心型経済から国内需要けん引型の成長へのシフトチェンジを加速するだろう。

サプライチェーンのリスク管理において保険は重要な役割を担っている。 サプライヤー側で
起こった事象に起因する損失は、 サプライチェーン、 構外利益、 非物的損害などの保険種
目で補償できる。 さらに、 製造工場および関連施設の建設は、 代替生産拠点における企
業保険のニーズも生み出す。 前述のモデルシナリオによれば、 今後 5 年間の高成長による
全体の収益効果は、 630 億米ドル程度の保険料の増加と予測されるが、 これには工場建
設に関わる1 回限りの保険料増加 12 億米ドルと、 新設工場の運営段階における企業保
険料 90 億米ドルが含まれる 。

GSC 強化の根拠となるものは、 そのすべてにトレードオフが存在する。 グローバル化は、 賃
金の安い国で労働集約的な作業を行うことによりコスト効率の高いソリューションをもたらす。
サプライチェーンの強靭化や持続可能性の見地から生産拠点を移転したり、 自国内生産に
回帰させたりすることは、 生産コスト効率の低下、 最終製品の価格上昇、 株主利益減少、
さらに長期的には効率性の損失により世界市場で成長ポテンシャルの低下につながる可能
性がある。

COVID-19 危機によりグローバルサプライ
チェーン (GSC) リスクに注目が集まり…

…企業は生産・ 調達戦略を再考するこ
とを促された。

主に東南アジア市場で生産ワークフロー
が複製されることが予想される。

スイス・ リーのモデルシナリオでは、 こうし
た変化により 1兆米ドル規模の輸出・ 投
資が生み出され ...

…その結果、保険の需要も生み出される。
スイス・ リーの予測では今後 5 年間の新
規保険料のボリュームは 630 億米ドルに
上る。

しかしながら、 GSC 再編は、 価格の上昇
および効率の低下につながる可能性があ
る。
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重要ポイント

サプライチェーン寸断につながる世界経済の脆弱性
世界のトップ 20 の経済では、 輸出の 40 ～ 80% が GSC に組み込まれている ( 総付加価値輸出中の %)、 2018 年

注 : 「後方への参加度」 とは、 自国の生産する財やサービスの生産工程に他国から中間財・ サービスや原材料等の供給を受けることでバリュー ・ チェーン

の下流から上流に向けて参加しているものが輸出総額に占める割合。 「前方への参加度」 とは、他国の財やサービスの生産工程に自国の生産する中間財・

サービスや資本財等の供給を行うことでバリュー ・ チェーンの上流から下流に向けて参加するものが輸出総額に占める割合。

出典 : UNCTAD-Eora データベース、 スイス・ リー ・ インスティテュート

COVID-19 により、 オペレーショナルレジリエンス強化のための GSC 再編の緊急性が
増した

世界的製造各社の生産・ 調達戦略見直しを促した、 その他の要因には、 価格格差の縮小、 頻繁な自然災害による生産中断コスト上昇、
サプライチェーン簡素化・ 短縮化を可能にする新しいテクノロジーなどがある。  

出典 : スイス・ リー ・ インスティテュート 
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製造拠点の移転・国内回帰で勝ち組となるのは…
製造拠点の移転、 並行生産活動の動きから最大の利益を享受するのは東南アジア市場である。 先進諸国にも国内回帰のメリットが
ある。

移転先 国内回帰

1 ベトナム 米国

2 カンボジア ドイツ

3 マレーシア フランス

4 タイ イタリア

5 フィリピン 英国

注 : 移転先国のランキングは相対的魅力度による。 表 2 「製造拠点移転スコアカード」 参照。 国内回帰のランキングは 2018 年の中間財輸入量によるもの。

出典 : スイス・ リー ・ インスティテュート

 

…そして世界的に見て移転する可能性が高いセクターとは

経済的要因 非経済的要因 輸出のシェア (%) 
 移転の可能性

時価総額 (10億米ドル)

低 高

製薬 38 60 6 044 

衣料 36 57 868 

通信機器 34 54 2 720 

医療機器 37 45 2 760 

輸送機器 29 43 564 

繊維 23 45 113 

家具 22 45 90 

航空宇宙 25 33 1 137 

コンピュータ、電子機器 23 35 111 

電気設備 23 34 1 519 

機械、設備 19 25 1 332 

自動車 15 20 1 611 

半導体、部品 9 19 2 570 

化学 5 11 2 477 

 低  高

注 : 非経済的要因には政策転換を含む ( 例：国家安全保障のための必需品など )。 時価総額は 2020 年 8 月13 日時点のもの。
出典 : マッキンゼー社 「Risk, resilience and rebalancing in global value chain」 2020 年 8 月 6 日、 ロイター、 スイス・リー・インスティ

テュート 
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重要ポイント

サプライチェーン寸断に活用できる保険ソリューション

契約者での事象 サプライヤーでの事象

物理的損害 事業中断 (BI) 構外利益 (CBI)

非物理的損害 サイバー

非財物損害事業中断 (NDBI)

サプライチェーン保険

NDBI 

政治リスク

出典 : スイス・ リー ・ インスティテュート

サプライチェーン寸断の影響を定量化
サプライチェーン再構築の移行期間中5年間で、生産拠点の移転と国内生産回帰を支えるために7,000億米ドル近くの追加投資が促され、
世界の GDP が年間 0.2% 成長すると予測されている。 しかしながら、 効率性の損失により長期的な成長可能性は抑制される。 同 5 年間
に生み出される新しい保険需要により、 世界の保険料収入は推定 630 億米ドル増加する。  

10億米ドル 貿易効果 投資効果 GDP効果 (年間) 保険料

他国への移転 200 287 +0.70% 26

国内回帰 100 406 +0.20% 37

全世界* 300 694 +0.21% 63

注 : ここでは中国が付加価値輸出の 20% を失う (10% は賃金の低い新興国への移転、 10% は国内回帰 ) もの と仮定している。 * この推計結果は、 中国

が内需拡大のために財政政策を実施し、 生産価値の損失を完全に相殺できるとした仮定に基づいている。

出典 : スイス・ リー ・ インスティテュート 



Swiss Re sigma No 6 /2020 5

サプライチェーン：複雑な生産ネットワーク

地球規模の展開
グローバルサプライチェーン (GSC) とは、 中間財および最終製品の生産および輸送に関わ
る、 国境をまたいだ生産者、 企業、 情報およびその他の資源のネットワークである 1。 効率
向上のためのたゆまぬ追求が、 1980 年代、 1990 年代の新興市場への製造拠点の大規
模移転につながった。 以来、 コンテナ化 ( 定規格のコンテナに様々な貨物を積み込んで運
ぶ輸送体系 )、 関税およびその他の非貿易障壁の引き下げ、 貿易ガバナンスの向上 ( 例：
1995 年世界貿易機関の設立など )、 および情報通信テクノロジーの急速な発達などに後
押しされ、 GSC の組成が盛んになった。 今日の製品の大部分は、 複数の、 高度に特定化
された市場をまたぐ複雑なサプライチェーンによる生産物である。   

各国がどの程度 GSC に組み込まれているかは、相対的生産コスト、エンドユーザーとの近さ、
政府の産業政策、 その他の要因により異なる。 参加度の指標として一般的なものの一つに
付加価値輸出のシェアがある。 この指標によれば、 世界トップ 20 の経済の付加価値輸出
のうち 40 ～ 80% は GSC に組み込まれている。 図 1 を見ると、 最も GSC への参加度が
高く、 ゆえに GSC リスクに最も晒されているのは欧州諸国であることが分かるが、 これは
EU 内でビジネスの統合が高度に進んでいるためである。 世界トップ 20 の経済の中で最も
GSC 貿易の割合が少ないのはブラジルであるが、 これはコモディティ輸出が多くを占めてい
ることを反映している。 高度に特化した GSC には代替案の選択肢が少ないため、 サプライ
チェーン寸断に対する国の脆弱性はコモディティ貿易寸断への脆弱性よりも大きくなる。 しか
しながら、 この指標で各国の真の脆弱性を把握することは困難である。 その理由は、 GSC
では一箇所で供給が停止するとサプライチェーン全体が停止し、 障害の規模をはるかに上
回る影響が生産フロー全体に及ぶ可能性があるからである。

グローバルサプライチェーンは、多くの国境をまたぐ、複雑かつ特定化されたプロセスである。今日のサプライチェーンの中心に位置するのは、
世界最大の中間財供給国である中国である。 近年、 米中間貿易関連の緊張の高まりと COVID-19 パンデミックにより、 サプライチェーン
に潜んだリスクが明らかになってきた。 これにより、 2011 年以降高まっていたグローバル化傾向が抑制され、 グローバルサプライチェーン
の根本的な変革が進行している。

今日の製品は、 多くの国境をまたぐ特定
化されたサプライチェーンによる生産物で
ある。

世界トップ 20 の経済の付加価値輸出の
40～80% はGSCに組み込まれている。  

図1 
世界トップ20の経済のGSC参加度 
(付加価値輸出総額に占める割合%)、 
2018年

   注：「後方への参加度」とは、国の輸出総額に占める外国付加価値 (FVA) 部分の割合を%で表した

もの。「前方への参加度」とは、第三国に再輸出される中間財輸出総額に占める国内付加価値 (DVA) 

部分の割合を%で表したもの。

 出典：UNCTAD-Eora データベース、スイス・リー・インスティテュート
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1 グローバルバリューチェーン (GVC) の概念には、 マーケティング、 ブランディング、 商品開発等の経済活動が含まれる。
本レポートでは、 GSC と GVC を同義として扱う。
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GSC の推進力となってきたのは内外価格差の利鞘獲得である。 過去数十年に渡り、 サ
プライチェーンは、 各国間の賃金格差、 輸送コスト、 および貿易協定による優遇措置など、
比較優位性を中心として構築されてきた。 これにより大陸間の原料供給を特徴とする海外
生産の増加、 製品の複雑化、 運営・ 安全効率の向上、 そして世界最大の中間財供給国
としての中国の台頭という結果がもたらされた。

中国：世界最大の生産拠点
中国の GSC への参加度は 45% と、 世界トップ経済の中では比較的低くなっている。 しか
しながら、 この数字はグローバル化によって時価ベースで世界最大の製造拠点となった中国
が供給と生産に関しては GSC の中核に位置しているという事実を覆い隠している。 OECD
のデータによれば、 中国は世界最大の中間財輸出国であり、 2015 年には総額の 13% を
占めた。 中国におけるサプライチェーン寸断は中間財の生産能力と生産高の低下を意味し、
多くの国々の生産および輸出に影響を及ぼす。 例えば、 2015 年にアジア太平洋地域では
中間財の 16.5% を中国から、 11.2% を北米から、 5.3% を欧州から輸入した 2。 産業別に
みると、コンピュータおよび電子機器セクターが最も脆弱であり、中間財の 13% を中国に頼っ
ている ( 図 2 参照 )。 その一例に、 サプライチェーンのトップ 200 社のうち、 41 社を中国企
業が占めるアップル社が挙げられる 3。

2008～2009年の世界金融危機の副産物の一つとして、この10年間のグローバル化「フィー
バー」 の停滞がある。 グローバル化により先進諸国間の経済格差は悪化し、 多くの政府が
大衆に迎合するポピュリズム主義へとシフトチェンジしてきた。 保護貿易政策として非関税
障壁を導入した国も多くある 4。 環太平洋パートナシップ協定 (TPP)、 大西洋横断貿易投
資パートナーシップ 協定 (TTIP) などの大規模な自由貿易協定は、 政治の保護貿易政策
へのシフトにより最終合意または批准まで至っていない。 結果として、 GDP において貿易の
占める割合はピークアウトし、 GSC への参加はスピードダウンした。 図 3 から分かるように、
先進国、 新興国の両方で輸出に組み込まれた GSC の割合が減少している。 米中間の貿
易関係に緊張が増し始めた 2018 年以降、 貿易戦争への恐れから GSC 依存への懸念が
高まっている。 そして今年の COVID-19 危機によりサプライチェーン寸断の脆弱性が露呈し
たことで、 今後数年で GSC の根本的な再構築と再編成が進むと考えられている。

過去数十年間、GSCを形成する最大の要
因は内外価格差の利鞘獲得だった。

世界最大の中間財供給国である中国が
GSCの中核となっている。 

図2 
中国を除く世界の総生産高に占める 
中国の中間財供給の割合 (%)、 
セクター別、2015年

 出典：OECD TiVA、スイス・リー・インスティテュート
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サプライチェーン：複雑な生産ネットワーク

2　OECD データ。

3　「Apple’s Chinese suppliers overtake US for first time」、 日経アジアンレビュー誌 2019 年 3 月号。

4　非関税障壁は明確な定義が存在せず、 輸入統制、 国庫補助、 補助金、 および公共調達、 不拡大方針などを含む。

Kinzius 等による「Global trade protection and the role of non-tariff barriers」、 VoxEU.org、2019年9月16日 参照。  
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GSC の推進力となってきたのは内外価格差の利鞘獲得である。 過去数十年に渡り、 サ
プライチェーンは、 各国間の賃金格差、 輸送コスト、 および貿易協定による優遇措置など、
比較優位性を中心として構築されてきた。 これにより大陸間の原料供給を特徴とする海外
生産の増加、 製品の複雑化、 運営・ 安全効率の向上、 そして世界最大の中間財供給国
としての中国の台頭という結果がもたらされた。

中国：世界最大の生産拠点
中国の GSC への参加度は 45% と、 世界トップ経済の中では比較的低くなっている。 しか
しながら、 この数字はグローバル化によって時価ベースで世界最大の製造拠点となった中国
が供給と生産に関しては GSC の中核に位置しているという事実を覆い隠している。 OECD
のデータによれば、 中国は世界最大の中間財輸出国であり、 2015 年には総額の 13% を
占めた。 中国におけるサプライチェーン寸断は中間財の生産能力と生産高の低下を意味し、
多くの国々の生産および輸出に影響を及ぼす。 例えば、 2015 年にアジア太平洋地域では
中間財の 16.5% を中国から、 11.2% を北米から、 5.3% を欧州から輸入した 2。 産業別に
みると、コンピュータおよび電子機器セクターが最も脆弱であり、中間財の 13% を中国に頼っ
ている ( 図 2 参照 )。 その一例に、 サプライチェーンのトップ 200 社のうち、 41 社を中国企
業が占めるアップル社が挙げられる 3。

2008～2009年の世界金融危機の副産物の一つとして、この10年間のグローバル化「フィー
バー」 の停滞がある。 グローバル化により先進諸国間の経済格差は悪化し、 多くの政府が
大衆に迎合するポピュリズム主義へとシフトチェンジしてきた。 保護貿易政策として非関税
障壁を導入した国も多くある 4。 環太平洋パートナシップ協定 (TPP)、 大西洋横断貿易投
資パートナーシップ 協定 (TTIP) などの大規模な自由貿易協定は、 政治の保護貿易政策
へのシフトにより最終合意または批准まで至っていない。 結果として、 GDP において貿易の
占める割合はピークアウトし、 GSC への参加はスピードダウンした。 図 3 から分かるように、
先進国、 新興国の両方で輸出に組み込まれた GSC の割合が減少している。 米中間の貿
易関係に緊張が増し始めた 2018 年以降、 貿易戦争への恐れから GSC 依存への懸念が
高まっている。 そして今年の COVID-19 危機によりサプライチェーン寸断の脆弱性が露呈し
たことで、 今後数年で GSC の根本的な再構築と再編成が進むと考えられている。

過去数十年間、GSCを形成する最大の要
因は内外価格差の利鞘獲得だった。

世界最大の中間財供給国である中国が
GSCの中核となっている。 

図2 
中国を除く世界の総生産高に占める 
中国の中間財供給の割合 (%)、 
セクター別、2015年

 出典：OECD TiVA、スイス・リー・インスティテュート

農業、林業、漁業

自動車

その他輸送機器

木材、木製品

機械、設備

ゴム、プラスティック

金属製品

基金属

非金属鉱物生産

線維、衣料

電気機器

コンピュータ、電子機器

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

グローバル化はピークを過ぎ、 多くの製造
企業がサプライチェーン戦略を見直して
いる。

図3 
グローバルトレード/サプライチェーンへの参加度(左側)、および輸出に占めるグローバルバリューチェーン(GVC)、GDPに占める割合(%) (右側)

注：本レポートでは、グローバルバリューチェーン (GVC) とGSCは同義とみなす。厳密にはGVCの方がより幅広い概念であり、デザイン、ブランディング、マーケ

ティング、およびその他販売後各種のサービスを含む。

出典：UNCTAD-Eora データベース、世界貿易機関

GVC as % of exports (RHS)Merchandise trade as % of GDP

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2
0
1
8

2
0
1
0

2
0
0
0

1
9
9
0

2
0
1
8

2
0
1
0

2
0
0
0

1
9
9
0

2
0
1
8

2
0
1
0

2
0
0
0

1
9
9
0

輸出のうち非GVC関連国内付加価値が占める部分 GVC 

GDPのうち貿易取引が占める割合 (%)
全世界  先進市場 新興市場

輸出のうちGVC が占める割合 (%) (右軸)

10%

15%

20%

25%

30%

45%

50%

55%

60%

65%

2
0
1
8

2
0
1
6

2
0
1
4

2
0
1
2

2
0
1
0

2
0
0
8

2
0
0
6

2
0
0
4

2
0
0
2

2
0
0
0

1
9
9
8

1
9
9
6

1
9
9
4

1
9
9
2

1
9
9
0



8 Swiss Re sigma No 6 /2020

変化の推進力

根本要因 
GSC は経済的 ・ 非経済的要因、 地政学的緊張、 および社会経済的価値観や規範の変
化に動的に反応する。 図 4 は、 変化の根本要因として、 内外価格差の利鞘縮小、 社会 ・
政治リスク上昇、 事業中断コスト増、 および最新テクノロジーを挙げている。

とりわけ中国で内外価格差による優位性が縮小 
中国が世界最大の生産拠点となり得た主な要因は、 その 「人口ボーナス」 ( 総人口に占め
る労働人口の割合が高いことによる経済成長促進効果 ) であった。 しかし、 都市部の労働
人口が 2011 年をピークに減少局面に入り、 給与引き上げへの圧力が増したことにより、 こ
のボーナスは縮小しつつある。 同時に、 政府は所得の成長と消費拡大を促すために最低
賃金を引き上げた。 これと比較して、 南アジア、 東南アジアの国々は人口の平均年齢が低
いために労働コストの点で内外価格差の恩恵を受けていた。 日本貿易振興機構 (JETRO) 
の調査によれば、 2019 年の中国の製造業の人件費は月額 830 米ドルであり、 ベトナムの
337 米ドルの 2 倍以上に上っている ( 図 5 左図参照 ) 5 。 中国と他国の内外価格差が減
少した結果、 10 年以上前から中国以外の国への生産拠点の移転、 二重生産拠点の設立
といった企業活動が始まっている。  

今年の COVID-19 危機により、サプライチェーンの強靭化と持続可能性の見地から GSC 再編への緊急性がさらに認識されるようになった。
内外価格差の利鞘縮小、高額な生産中断コストにつながる頻繁な自然災害、サプライチェーンの簡素化・短縮化を可能にする新テクノロジー
などの根本的要因により、 世界的製造各社は調達戦略の見直しを迫られている。 サプライチェーン再編を主導するのは、 ( パンデミック向
けの ) ヘルスケア、 テクノロジー、 生活必需品、 繊維、 および電子 ・電気セクターだろう。

図4 
サプライチェーンリスクと変化の要因 

出典: スイス・リー・インスティテュート

内外価格差の利鞘縮小
(賃金格差の縮小)

政治リスクの増大
(例：保護主義の台頭、貿易戦争)

社会的価値観
(例：ESG (環境・社会・ガバナンス)、公平性、D&I (多様性と包摂))

事業中断のコスト上昇
(例：自然災害) 

テクノロジー
(ロボティクス、3D プリンティング、デジタル製造)

多様化
(地理的、サプライヤー) 

拠点移転/並行サプライチェーン 

国内回帰/顧客との近接 

サプライチェーンの簡素化 

保険およびリスク移転ソリューション 

COVID-19

根本要因 サプライチェーン調整加速要因

中国は労働コストの面で他のアジア諸国
に対する優位性を失った。

5　2019年度 アジア・オセアニア進出日系企業実態調査、 2019年11月。
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近年、 南アジア、 東南アジア諸国でインフラの質、物流プロセス管理能力、 制度の要素 ( 官
僚主義 )、 現地サプライヤーのサポートなどが改善しており、 外国企業による投資を惹きつ
ける点でも進歩がみられる ( 図 5 右側参照 )。 重工業の場合、 多額の初期ロックイン （囲
い込み）投資に加え、新しい施設の操業が本格化するまでに長期の試用期間が必要であり、
土地の取得、 関税、 知的財産 (IP) などの分野で政府との協力体制が不可欠となる。 これ
までに、特にタイ、マレーシアおよびベトナムで 「ビジネスのしやすさ指数」 が改善されており、
インドネシアとフィリピンはこの点で若干遅れが見られる 6。

事業中断コストの上昇
グローバル化の動きの初期には、 大規模サプライチェーンの寸断はテールリスクと考えられ
てきた。 しかし、 この 10 年を見ると、 大規模自然災害が国際物流に大きな影響を及ぼし
ている。 例えば、 日本で 2011 年に発生した東日本大震災は世界の半導体生産に大きな
打撃を与えた。 半導体は様々な電子機器に欠かせない構成要素であるが、 当時日本は世
界の半導体の 20% を生産していたため、 世界の半導体生産量が回復するのに 9 ヵ月以
上を要した ( 次ページのボックス 「2011年東日本大震災およびタイ洪水の GSC への影響」
参照 )。  

図5 
新興アジア諸国における製造業の年間人件費 (米ドル、左図)、および物流、ビジネスのしやすさ、地調達率に関するランキング (右図)　　
　　　　　　　　

出典: JETRO、世界銀行、スイス・リー・インスティテュート
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中国 26 31 66%

インド 44 63 56%

インドネシア 46 73 42%

マレーシア 41 12 36%

フィリピン 60 95 29%

タイ 32 21 57%

ベトナム 39 70 36%

カンボジア 98 144 6%

バングラデシュ 100 168 24%

ミャンマー 137 165 32%

アジアにおけるビジネスのしやすさも改善
している。

大規模災害がグローバルサプライチェーン
に打撃を与えている。

6　ビジネス環境の現状 2020 年版、 世界銀行、 2019年10月24日
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2011 年東日本大震災およびタイ洪水の GSC への影響
日本の製造業は専門的かつ生産プロセスの上流に集中しており、 2011 年 3 月の東日本大
震災当時、 世界の半導体生産高の 5 分の 1 を占めていた。 事業中断のほとんどは生産工
場の物理的損壊ではなく、 電力不足により工場が操業停止を余儀なくされたことに起因し
た。 同年 9 月時点でも日本の電力供給能力は 13% がオフラインのままだった 7 。 サプライ
チェーンは複雑であり、政府や企業の災害への対応も様々であるため、災害がサプライチェー
ンへ及ぼす影響を定量化することは容易ではない。 国際通貨基金 (IMF) が 2011 年半ば
に行ったアセスメントでは、 東日本大震災および津波の影響は短期間で終息すると予測し、
その他の同様の調査も直接の影響は限定的であると予測していたが 8,9、 実際に世界の半
導体生産が回復するまでに 9 ヵ月以上を要した。 最近の調査も経済的損失の総額は予測
をはるかに上回ったとしている。 独立行政法人経済産業研究所 (RIETI) の調査によれば、
東日本大震災によるサプライチェーンへの直接被害による損失により、 2011 年の GDP が
0.41% 下がったが 10、 縦方向への間接波及効果 ( サプライヤーがサプライヤーに及ぼす影
響 ) を含めた場合、 財務省財務総合政策研究所 (PRI) の試算では日本の 2012 年の経
済成長は 1.2% の低下を示した 11

2011 年にはまた、 タイで大洪水により自動車からコンピュータのディスクドライブまで、 ありと
あらゆるものの生産が中断した。 タイは日本および米国の自動車メーカー、 世界的テクノロ
ジー企業の製造拠点となっている。 国内の産業クラスター計画と集積化に後押しされ、 災
害当時、 タイの製造業の約 19% がグローバル生産ネットワークに組み込まれていた。 低い
輸送コスト、 発達したインフラ、 そして効率的な協力体制の恩恵を享受するため、 企業やサ
プライヤーは国内の数カ所に集中していた 12。  バンコクに近接するアユタヤ県、 ノンタブリー
県、 パトゥムターニー県にある 7 つの工業団地は洪水により閉鎖され、 世界のサプライチェー
ンが寸断した 13 。 最も打撃を受けたのは自動車産業で、 2011 年 11月の輸出は 50% 以
上収縮した。 電子機器 ・電気製品の輸出はそれぞれ 47%、 22% 減少した 14 。 最も被害
が大きかった工業団地はタイ全体の生産量の 0.5% を占めるに過ぎなかったものの、 経済
全体への影響ははるかに広範囲に渡った。 これらの工業団地は EU、 日本、 米国の製造
業に中間財を提供する主要拠点でもあり、 例えば、 タイの組立ラインでは、 日本での自動
車製造最終工程で必要な主要部品の生産が不可能となった 15。

世界の半導体供給は2011年の東日本大
震災により打撃を受けた。

タイの大洪水では、自動車および電子部
品セクターに同様の影響が及んだ。

変化の推進力

7　　東北からの教訓、 Wharton 誌、 2012 年冬号

8　　Japan : Spillover Report for the 2011 Article IV Consultation and Selected Issues 、 国際通貨基金、
     2011 年 7月19 日

9　　A. Leckcivilize, “ The Impact of Supply Chain Disruptions: Evidence from the Japanese Tsunami” , Job 

Market Paper、 2012 年 12 月参照

10　東日本大震災におけるサプライチェーン途絶効果の再検証 徳井丞次、 川崎一泰、 宮川努、 独立行政法人経
済産業研究所、 2015 年 7月

11　需要および供給に支障をきたした企業、 および消費者の顧客、 サプライヤーのサプライヤーを含む。

　　　V. M. Carvalho, M. Nirei, Y. U. Saito,　A. Tahbaz-Salehi, "Supply Chain Disruptions: Evidence from the Great East 

Japan Earthquake"、 Policy Research Institute Discussion Paper Series  (No.16A-15)、 財務省、 2016年 12月参照

12　A. Chongvilaivan, Harnessing production networks: impacts and po l icy implications from Thailand’ s 

manufacturing industries , Institute of Southeast Asian Studies, 2011 年

13　“Thai floods crimp global supply chains”、 ロイター、 2011 年 10 月

14　Chongvilaivan、 前出

15　A. Chongvilaivan, "Thailand’ s 2011 flooding: Its impact on direct exports and global supply chains", Asia-

Pacific Research and Training Network on Trade、 2012 年 



Swiss Re sigma No 6 /2020 11

テクノロジーが誘発するサプライチェーンの変化 
3D プリンティング (3DP) は、 物流産業および GSC にとっての破壊的イノベーションの一つ
として登場した技術である 16。 工業用 3D プリンティングの進歩により、質を落とさずにラピッ
ドプロトタイピングや少数発注へ対応することが可能になった。 大量生産における規模の経
済とは対照的に、 3DP では少数生産や商品の差別化が容易になる。 大量生産が減るこ
とで海外生産のメリットは減少し、 顧客に近い場所での製造が可能になる。 3DP 生産に要
する労働力は最低限で済むため、 生産コストにおける人的資本が問題となることが少なく
なる。 これは生産拠点の所在地においても同様である。

3DP のもう一つの利点として、生産プロセスを簡素化し ( 例：それぞれ異なるサプライチェー
ンが供給するパーツを組み立ててモジュールを作るのではなく、 1 つの印刷プロセスとして
生産するなど )、 サプライヤーの数を大幅に減らすことができることも挙げられる。 大手船
舶会社や港湾当局の中には、 既に 3DP 技術を自らのサプライチェーンに活用し始めてい
るところもある。 例えば、 マースク社は 2014 年から自社の船に 3D プリンターを搭載してお
り、 港に到着する前にスペアパーツを速やかに交換することにより、 物流に遅れをきたさな
いようにしている 17。 同様に、 GE アビエーション社は 300 台以上の 3D プリンターを使用し
て付属部品を製造している 18。 3DP 導入にはコストが障壁となっており、 大規模な実用化
には未だ至っていないものの、 GSC の根本的な再編成が 3DP 採用を加速する可能性が
ある。

もう一つのイノベーション分野はロボティクスである。 新興市場の強みである低スキル分野に
おける低コスト生産は、 低スキルの定型作業の自動化により価値を失いつつある。 ロボット
に投資することでバリューチェーンにおける労働力の貢献度が下がり、 低賃金国での海外生
産に関する費用対効果の分析が不利な結果へと傾く可能性がある。 先進諸国の企業は、
1990 年代半ばからロボットを使用している。 2018 年には世界のロボット導入数は 6% 増加
し、 米ドル換算で 165 億ドル分となる 422,271 ユニットとなった ( ソフトウェアを除く )。 最も
導入数が多かったのは自動車産業で、 世界の工業用ロボットの 30% を占める。 次いで電

図6 
タイから主要貿易パートナーへの輸出、3ヵ月平均 (前年比)  

出典：タイ銀行、関税局
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3D プリンディングは少数生産を可能に
し… 

…サプライチェーンの簡素化につながる。

ロボティクスにより費用対効果分析のバラ
ンスが傾き、低賃金の国にとって不利にな
る可能性がある。

16　H. K Chan, J. Griffin, J. Lim, F. Zeng, A.S.F. Chiu, “ The impact of 3D Printing Technology on the supply chain: 
Manufacturing and legal perspectives” , International Journal of Production Economics , vol 205, November 2018; 
H. Rogers, N. Baricz, K.S. Pawar, “3D printing services: classification, supply chain implications and research  
agenda” , International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, vol 46、 2016 年 10 月13 日

17　‟Denmark Shipping Company, Maersk, Using 3D Printing to Fabricate Spare Parts on Ships” ,3Dprint.com、
2014 年 7月12日

18　5 Ways GE Is Changing The World With 3D Printing、 GE 社、 2017 年 8 月26 日 
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気 / 電子機器 (25%)、 金属および機械となっている ( 図 7 左図参照 )19。 2018 年の世界
の製造業におけるロボット普及度は、 従業員1万人あたりロボット 99 台であった。 製造業
におけるロボット導入を主導しているのはシンガポール、 韓国、 ドイツ、 日本である ( 図 7 右
図参照 )。 世界金融危機後に賃金に対して金利が急激に低下したことにより、 ロボットへの
投資が進んだ。

政治リスク ： 保護主義の台頭と米中貿易戦争
過去 3 年間で劇的に増大した政治リスクは、 世界の貿易およびサプライチェーンにとっ
て最大の不安定要素である。 グローバル化により多くの国で経済的格差が拡大し、 欧
州を含む各国で政治の大衆迎合主義化を招いた。 世界金融危機以降、 非関税障壁と
して保護主義的な措置を講じている政府も多い。 政治の保護貿易政策へのシフトによ
り、 TPP や TTIP などの大規模な自由貿易協定は最終合意または批准に至っていない。
2018 年 1月以降、 米国のトランプ政権はセクター別の貿易摩擦を、 相手国 ( 特に中国 ) 
を相手取った全面的な貿易戦争に発展させている。

2018 ～ 2020 年にかけて、 米国が特に中国製品に課した関税の総額は 3,750 億米ドルに
上っている ( 図 8 参照 )。 IMF によれば、 貿易摩擦により 2020 年までに世界経済が被っ
た損失はすでに 7,000 億米ドルに上る。 米中貿易戦争は関税のみにとどまらない。 米国側
は貿易交渉の場で数度にわたり知的財産の窃盗および経済スパイ活動について懸念を表
明している。 米国の 2017 年の報告書によれば、 中国による知的財産窃盗により米国が被
る被害の額は年間 6,000 億米ドルに上る 21。 さらに米国側は、 中国の国営企業は強制的
な技術移転と優遇政策により、 不当な優位性を得ていると主張している。 このような長期
的な米中関係の悪化は GSC にも長期的な悪影響を及ぼす可能性がある。

図7 
世界の工業用ロボット導入台数、セクター別 製造業におけるロボット密度が高い国トップ10 
(2018年 vs 2017年) (従業員1万人あたりのロボット導入台数)、2018年

出典 ：World Robotics 2019 年版、 国際ロボット連盟、 スイス・ リー ・ インスティテュート
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米中関係の長期的悪化は、GSCにも長期
的な影響を及ぼす可能性がある。

変化の推進力

19  “Executive Summary World Robotics 2019 Industrial Robots”、 国際ロボット連盟 参照

20 “Trump’s Trade War Could Put Swiss-Size Dent in Global Economy, IMF Warns”、 ニューヨークタイムズ紙、
2019 年 10 月 8 日

21  “Trump administration considers blacklisting Chinese companies that repeatedly steal US intellectual 

property”、 ワシントンポスト紙、 2019 年 10 月 26 日 
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貿易戦争は貿易パターンとサプライチェーンの修正という結果をもたらした。 中国の輸入関
税は国際的に価格が決まるコモディティに集中して課税されているが、 米国の輸入関税は
主に機械、 装置などの中間財に課されており、 これらは GSC により深く関わっている 22。 コ
モディティ ( 例： 大豆または原油など ) の貿易転換がサプライチェーンに目立った影響を及
ぼすことはないと考えられる一方、 製品サプライヤーの変更は GSC に大きなインパクトを与
える可能性がある。予想通り、中国は過去2年間に米国におけるマーケットシェアを失ったが、
メキシコ、 ベトナム、 タイは米国でのシェアを拡大した。 これは、 中国からこれらの国 へ々調
達先と生産施設の両方がシフトしたことを反映している。

とはいえ、 影響は二国間貿易にとどまらない。 中国の米国向け輸出が縮小しても、 他のマー
ケットへの輸出は大きく伸びており、 2017～ 2019 年にかけて世界貿易に占める中国のシェ
アは 0.8 パーセントポイント (ppt) 拡大した 23。 中国製品は韓国、 ドイツ、 日本、 シンガポー
ル、 台湾などの先進諸国の製品と競い合えるようになってきたため、 中国の競合製品により
自国製品のシェアを失った先進諸国が主な 「敗者」 となっている。 例えば、 中国製の半導
体は関税により米国でのシェアを失ったが、 グローバル市場で従来のサプライヤーであった
韓国、 シンガポールおよび台湾の製品に取って代わり、 存在感を増している。

図8 
米中貿易戦争のタイムライン

出典：ピーターソン国際経済研究所、スイス・リー・インスティテュート
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22　前出
23　Two years of US-China tariff tussles、 HSBC グローバルリサーチ、 2020 年 6 月19 日 
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変化の加速装置（アクセラレーター）： COVID-19
自然災害やパンデミックによる破壊は巨大かつ突発的であるため、企業が対応する時間的
余裕がほとんどなかったり、 選択肢がない場合が多い。 COVID-19 でも、 中国からの自動
車部品供給不足により欧州全域で自動車工場が操業停止となり 24、 配送や物流の障害
により状況はさらに深刻化した。 容量の 10% しか荷が積まれていないコンテナが中国から
出港したというニュースや、 米国最大のコンテナ港の 2020 年 2 月の貨物輸送量が前年比
で 25% 低下したなどの報道もあったが 25、 これは、 直ちに代わりの供給手段を見つけるこ
とができない中で、中国の工場が閉鎖したことによる影響がいかに大きいかを示している。   

ケーススタディー：自動車業界
ここ数十年で中国は自動車業界における主要プレイヤーとしての役割を果たすようになった。
中国の2019年の自動車生産台数は2,500万台を超え、米国の1,100万台をはるかに上回っ
た。 中国はまた、 自動車部品のサプライチェーンにおいても確実な地盤を築いた。 2018 年
のデータによれば、 中国は世界 4 位の自動車部品輸出国であり (2007 年は 9 位 )、 わず
か10 年程度でシェアを倍増し、 米国で第 2 位の供給国となるに至っている 26。 COVID-19
流行の震源地である武漢を省都とする湖北省は、 ジェネラルモーターズ、 ホンダ、 日産、 プ
ジョーグループ、 ルノー等の企業の生産本拠地でもある。 湖北省はコロナ危機前の中国に
おけるホンダの全生産量の 50% を担っていた 27。

各国が厳格なロックダウン措置を講じる中、 湖北省ではどこよりも早くロックダウンが解除さ
れ、 3 月末までには中国のサプライヤーの生産能力は通常の 95% まで回復した。 しかし、
他の国の制限緩和はより遅かったため、 世界の生産活動はさらに回復が遅れた。 相手先
ブランド供給業者 (OEM) がようやく生産を再開できたのは 4 月末から 5月になってのことで
あり、 その頃までには、 主な障害は供給サイドではなく、 航空貨物の便の減少や貨物関連
業界における一時的解雇などがあった物流システムへと移行していた。 この過程で、 中国
発東南アジア行きの航空貨物運賃は 200% 上昇し、 欧州および米国行きは 100% 上昇し
た 28。

COVID-19 はGSCの再編を加速させて
いる。

中国は世界の自動車および自動車部品
の生産基地の1つである。

COVID-19 により世界中の生産活動が
大幅に減速した。

変化の推進力

24　 "Coronavirus Creates Domino Effect in Global Automotive Supply Chain"、 ウォールストリートジャーナル誌、
2020 年 2 月14 日

25　 "China’s Shipping Nears a Standstill Amid Coronavirus Disruption"、 ウォールストリートジャーナル誌、 2020 年
2 月14 日

26  China’s growing role in US automotive supply chains.  米国国際貿易委員会産業部、 2019 年 8 月

27  This industry was crippled by the coronavirus - here’s how it’s fighting back、 世界経済フォーラム、 2020 年
2 月 25 日

28  Webinar - Impact of COVID-19 on China’s automotive industry and global supply chain , AutoCare Digital 
Hub、 2020 年 4 月
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ケーススタディー： 医療用品・ 製薬業界
COVID-19 により特に米国における医療用品の製造サプライチェーンの脆弱性が露呈し
た 29。 ヘルスケア分野では、 必要とされる医療機器の原材料や薬の有効成分を外国
で外注製造することが一般的であり、 米国ブランドの医薬品および OTC 医薬品のうち
80% は中国またはインド原産であると推測される 30。 中国は米国で使用される個人防護
具の主な供給国でもある。  

各国政府による COVID-19 対策から明らかになったように、 危機に直面すると各国とも自
国のニーズを優先するため国際協力が機能しない場合がある。 インドは世界有数のジェネ
リック医薬品および医薬品の有効成分の生産国であるが、 パンデミックが始まると、 政府
は中国からの供給不足に備え医薬品の輸出を制限し、 まず自国の流行対策を確実にする
ための優先措置を講じた。 3 月 21日時点で、 医療用品の取引に関して同様の措置を講
じた国は 54 カ国に上った 31。

パンデミック初期に中国の工場が何週間も閉鎖されたことで、 他の業界と同様、 医療用品
製造業者も製品の原材料の入手が困難となり、 2 月にはインドの製薬会社は生産を維持
するために欧州および自国から原料を調達する必要に迫られた。 しかし、 何とかやりくりす
るこうした当座の修正は長期的なソリューションではなく、 最終製品の価格上昇にもつなが
る。 新たに長期継続のサプライヤーを認定するためには、 スムーズにいったとしても 18 カ
月程度はかかる 32。 最終医療製品の供給元も高度に集中しており、 人工呼吸器を輸出し
ている 25 カ国のうち、 南米は 1 カ国のみ、 アフリカ、 独立国家共同体、 中東、 南アジアは
皆無である 33。

図9 
月間自動車生産台数 (2019年9月を100とした場合)

出典: 米国経済分析局、 一般社団法人 日本自動車工業会、中国汽車工業協会
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直ちに代わりの選択肢が見つからない場
合、 新しいサプライヤーを認定するには時
間がかかる。

29　 Emerging Market Healthcare Systems Poorly Positioned To Tackle Covid-19 Pandemic、フィッチソリューションズ、
2020 年 4 月 22 日

30　 R. Gibson,  J. P. Singh, China Rx: Exposing the Risks of America’s Dependence on China for Medicine、
2018 年。

31　 Tackling COVID-19 together: The trade policy dimension . グローバル ・ トレードアラート、 2020 年 3 月 23 日

32　 Impact of the Global Medical Supply Chain on SNS Operations and Communications Proceedings of a 
Workshop . The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine、 2018 年

33　グローバル ・ トレードアラート、 前出 
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加速要因： 調査に基づくエビデンス
様々な調査から、 COVID-19、 および ( 大きさの程度は COVID-19 に及ばないものの ) 米
中貿易戦争が GSC の変革を加速させていることが分かる。 昨年始めにアジア全域の多
国籍企業 600 社を対象に実施された調査によれば、 貿易戦争によりグローバル企業の
82%、 中国企業の 93% がサプライチェーンを変更する予定であると回答した 34 。 在中国欧
州連合商工会議所が 2019 年に行った別の調査では、 回答した欧州企業の 56% が貿易
戦争によりサプライチェーンが影響を受けていると回答しているが、 64% は戦略の変更を
検討していなかった。 実際に中国から生産拠点を移転した、 または移転を計画していると
回答したのはわずか 8% に過ぎなかった 35。

しかしこれは COVID-19 前の話である。 パンデミックが始まってからは移転の意向を示す企
業が明らかに増加している。 関税率上昇対策のために移転した、 または移転を計画した企
業が何社かあるが、 パンデミックとロックダウンの方が世界の調達・ 供給にとって問題が大
きい。 例えば、 UBS が 2020 年始めに北アジアで行った調査によれば、 44% がパンデミッ
クにより移転の可能性が高くなったと回答している 36。 他の調査からは実際にどの程度の移
転が可能かは明らかになっていないが、 UBS の調査は 20 ～ 30％程度と予測している。 移
転を検討している企業も完全に中国から撤退するのではなく、 中国での事業を縮小するこ
とになるだろう。

生産拠点の移転先としては、 東南アジア市場の人気が高い。 在中国米国商工会議所が
2019 年に行った調査によれば、 中国に拠点を持つ米国製造業者のうち 24.7% が東南アジ
アへ、 10.5% がメキシコへ、 8.4% が南アジアへの移転を検討していると回答した。 米国で
の国内生産に戻ると回答したのは 6% 未満に過ぎなかった 37。 QIMA 社による 2019 年の
調査では、 調査対象企業の約 75% が貿易戦争により調達先を別の国に変更したことが分
かった。 最も人気があったのはベトナムで、 米国企業の 3 分の 2、 欧州企業の 3 分の 1が
今後さらに取引を増やすことを検討している 38。 resilience360.com が 2019 年に実施した
同様の調査でも移転先として東南アジアが選好されており、 次いで欧州、 メキシコ、 米国
となっている 39。

QIMA の調査結果からは、 完全に自国には戻らないものの、 より近隣への移転が増加傾
向にあることも分かった。昨年のresilience360.com 調査では、生産拠点の先進諸国 (EU、
米国、 カナダ、 日本、 韓国、 シンガポール ) への移転を検討しているとする回答も見られ
た 40。   2020 年の UBS 調査ではこのトレンドがさらに明白で、米国企業のほとんど (82%) 
が生産活動の少なくとも一部を米国内に戻すことを検討している。 北アジアの企業につい
ても同様で、 韓国企業の 52%、 台湾企業の 55%、 日本企業の 63% が国内回帰を検討
している 41。

 

サプライチェーンを再編する可能性が高いセクター

移転や国内回帰に関する制約はセクターにより異なる。 例えば、 多額の固定資本投資が
求められる資本集約型産業の場合、 生産拠点の移動には多額のコストがかかる。 しかし、
COVID-19 と政治リスクの高まりにより、 意思決定における非経済的要素の重要性が増し
ている。 例えば、 医療用品などの必需品を国内生産に切り替えたり、 戦略的テクノロジー
分野 ( 例： 5G など ) を保護するなどの政治的圧力が増している。 マッキンゼー社のレポー
トによれば、非経済的要因による移転の可能性が高いのは製薬、医療用品、半導体セクター
である 42。

危機に直面すると、製造業者は別の調達
先を探す傾向がある。

多国籍企業は、COVID-19後、中国事業を
他国へ移転させる意向を強めている。

国内回帰や、より近隣への移転に対する
関心も高まっている。

国内回帰や、 より近隣への移転に対する
関心も高まっている。

移転の可能性が高いのは、 製薬、 衣類、
通信、 医療用品、 輸送用機器、 半導体
セクターである。

変化の推進力

34  The Age of Hypercomplexity, Baker McKenzie、 2019 年 4 月

35  European Chamber survey on the US-China trade war finds more companies making difficult strategic 

changes to adapt to the indefinite nature of the tensions、 欧州商工会議所、 2019 年 10 月10 日
36  米国、 北アジアおよび中国企業の CFO を対象とした調査によれば、 生産能力の 20 ～30% を中国以外に移転

させることを検討している。 Supply chains are shifting: how much and where?  UBS、 2020 年 6 月15 日参照
37  在中国米国商工会議所、 在上海米国商工会議所によるデータ

38  Global Supply Chains Amid the Trade War of 2019、 QIMA 社、 2019 年 7月

39  “Impact of the US-China Trade War on Global Supply Chains”、 resilience360.com、 2019 年 11月
40  前出

41  UBS、 前出

42  Risk, resilience and rebalancing in global value chain、 マッキンゼー、 2020 年 8 月 6 日
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中国についても、様々な調査が同様の結果を示している。 2019 年の QIMA 調査によれば、
GSC 再編において最も素早く行動するのは価格変動に敏感なセクターである。 販促製品 
( 例： マーケティング用ギフトなど ) セクターは既に 93% が中国以外から調達を開始または
計画している。 繊維 (86%)、 電気・電子機器 (73%) の各セクターも同様で、 概ね米国の
関税率引き上げに関連している 44。 2020 年の UBS 調査では、 中国で事業を展開する米
国企業のうち生産能力を中国以外に移転、 または今後移転する予定にあるのは、 ヘルスケ
ア部門 (92%)、 生活必需品 (89%)、 テクノロジー企業 (80%) が多い 45。 中国企業では テ
クノロジー企業が最も多い。 COVID-19 パンデミックにより引き起こされたサプライチェーン寸
断に対する各国政府の対応から明らかなように、 長期的に目立った影響を受けるのは医療
用品製造業であると考えられる。

表1 
世界的にGSC再編の可能性が高いセクター

 低  高

注：非経済的要因には政策主導の変更を含む (例：国家安全保障のための重要物資など)。時価総額は2020年8月13日時点のもの。

出典：マッキンゼー社43、ロイター、スイス・リー・インスティテュート 

経済的要因 非経済的要因 移転可能性のある 
輸出のシェア (%)

時価総額 
(10億米ドル)

低 高

製薬 38 60 6 044 

衣料 36 57 868 

通信機器 34 54 2 720 

医療機器 37 45 2 760 

輸送機器 29 43 564 

繊維 23 45 113 

家具 22 45 90 

航空宇宙 25 33 1 137 

コンピュータ、電子機器 23 35 111 

電気設備 23 34 1 519 

機械、設備 19 25 1 332 

自動車 15 20 1 611 

半導体、部品 9 19 2 570 

化学 5 11 2 477 

調査によれば、 中国で大規模な移転の
可能性が高いのはヘルスケア、 テクノロ
ジー、 生活必需品、 繊維、 電気機器セ
クターである。

43  Risk, resilience and rebalancing in global value chain、 マッキンゼー、 2020 年 8 月 6 日
44  QIMA、 前出
45  Supply chains are shifting: how much and where?  UBS、 2020 年 6 月15 日 
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地理的分散と並行サプライチェーン  
グローバル化のピークは既に過ぎ去り、 サプライチェーンの冗長化や重複化が拡大すると
予測されている。 米国およびその他の先進市場の製造業者の多くは生産拠点を自国内に
呼び戻しつつある。 世界のトップ 2 経済 ・ 消費市場である米国、 中国は、 お互いへの依
存度を減少させたいと考えている。 現在のトレンドが持続すれば、結果として 2 つの GSC、
つまり中国 ( およびその同盟国 ) のための GSC と中国以外の世界のための GSC が形成
される可能性がある。  

米国との緊張感の高まりが長期化する中、 中国は自国のサプライチェーンから米国を除外
するために、 米国以外の調達先への切り替えを進めるだろう。 例えば、 中国の巨大通信
会社ファーウェイ社は、 推定 110 億米ドル相当のテクノロジーニーズを米国企業以外から調
達し始めている 46。 中国では特にハイテク分野でさらに輸入先の変更が加速することが予
測される。 中国企業の米国製テクノロジーへの依存度は依然として高く、 他国製品であっ
ても米国製コンテンツが組み込まれている場合がある。 2019 年に米国がファーウェイ社を
「エンティティリスト （禁輸措置対象のリスト）」 に加えて以来、 半導体などの米国製重要部
品の利用可能性に懸念が広まっており、 中国企業は他国から供給される製品から米国製
コンテンツを減らす一層の努力をしている 47。  

自国のハイテクセクターのため、 中国は米国の影響を受けない並行サプライチェーン、 独
立サプライチェーンの構築に力を入れている。 これにより、 中国 ( および同盟国 ) のために
1 つ、 その他の世界のために別のもう 1 つと、 複数のテクノロジー基準が生まれる可能性
がある。 例えば、中国と西欧諸国が異なる基準の 5G ネットワークを構築することになれば、
結果として GSC も 2 つ必要になる。 中国は中国中心の生産体制とともに、 将来的には自
国内のハイテクサプライチェーンを増やすことを目指している。

中国からの移転 : 最も恩恵を受ける国は ?
並行サプライチェーンの編成は未だ本格的とはいえず、 中国から生産拠点を移転した例は
限られている。 その主な原因は、 代替拠点となる国々におけるサプライヤークラスターと熟
練した労働力の不足であるが、 移転後に中国に戻ることができなくなるかもしれないという
懸念も一因となっている。 COVID-19 危機により移転への関心が高まり、 調査結果によれ
ば、 東南アジア諸国が人気の高い代替拠点となっている。 米国が中国に大きく依存してい
る分野にはノートパソコン、 パーソナルコンピュータ、 タブレット端末、 スマートフォンと周辺機
器、 低価格で手軽なドローン （トイドローン）、 衣料品、 ビデオゲーム、 家具、 寝具などが
ある。 一番恩恵を受けるのは、 このような産業が盛んな国になるだろう。 特に有利なのは
ベトナムとメキシコである ( 図 10 参照 )。

製造業者が GSC リスクの削減を追求するに伴い、 サプライチェーンの冗長性の組み込みや重複化および短縮化が進むだろう。 中国
やその他の国の既存生産拠点に並んで人気の高い代替生産拠点は東南アジア諸国である。 また、 国家にとって戦略的重要性の高い
重要物資の製造は国内回帰が進むだろう。 中国政府は、 生産能力の再配分を行い、 国内消費による経済成長への移行を目指すも
のと考えられる。 並行するサプライチェーンの形成に伴う追加の投資は、 新たなホスト国の成長を後押しするが、 世界的な効率性はあ
る程度低下する。

米国と中国はお互いへの依存度を減少さ
せたい。

中国はアメリカからの調達を縮小し、別の
調達先への変更を加速させている。

中国は並行サプライチェーンの構築にも
力を入れている。

中国と同様の輸出構成を持つ国が最も
恩恵を受ける。

46  “US chipmakers quietly lobby to ease Huawei ban”、 ロイター社、 2019 年 6 月
47  「エンティティリスト」 とは、 米国の国家安全保障または外交政策上の利益に反する行為を行っている、 または行う

リスクが懸念される企業のリスト。 米国商務省産業安全保障局参照 
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移転先候補の国々の魅力度を評価するため、 スイス・ リーでは各国の比較優位性の構
成比率を基にしたスコアカードを開発した ( 表 2 参照 )。 比較要素として、 経済成長の可
能性、 貿易開放度と構造、 製造業の労働コスト、 インフラ構成、 最近の外国直接投資 
(FDI) の流入額の規模の 5 つを検討した。 各国のデータはカテゴリー別のインデックスで
平準化し、 均等加重を用いて集計した 48。

図10 
中国から米国への輸出品トップ10、輸出総額に占める割合 (%) 左図、および中国に変わる輸入先、10億米ドル (右図)、2018年
　　　　　　　　

出典: UN Comtrade、スイス・リー・インスティテュート
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スイス・リーでは移転スコアカードを開発し、
GSC 再編から恩恵をうける可能性がある
国を評価した。

48  平準化 Z スコア : ある値と元のデータの平均が全く等しい場合 0 に平準化される。 平均を下回ればマイナス、
上回ればプラスとなる。  
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結果が示す通り、 その潜在的成長の可能性、 輸出中心型モデル、 人件費の安さからアジア
諸国が魅力度ランキング （リーグテーブル） の上位に位置している。 最もスコアが高いのは
ベトナム、 次いでカンボジア、 マレーシア、 タイ、 フィリピンが続く。 実際の事例もベトナムが最
も移転から恩恵を受けていることを証拠づけている。 2019 年のベトナムの輸出はすべての
セクターで大きな伸びを記録し、 海外直接投資は全体で 7% 増、 製造業への投資は 11%
増加した 49。 携帯電話や部品、 コンピュータ、 電気機器など、 付加価値の高いコンテンツ
においては、 貿易戦争開始以来、 ベトナムが中国に取って代わって米国からの需要に応え
るようになりつつある。 アジア以外の国々は人件費が高くインフラの競争力に劣るため魅力
度が低い。 とはいえ、 親会社の本拠地など、 その他の要因によっても選択が左右される。
例えば、 各種調査によれば米国企業は米州への移転を希望する傾向があるが、 これは地
理的に近いことや地域貿易協定などの要因が関係している 50。

表2 
生産拠点移転スコアカード (平準化 z-スコア)

注：潜在的成長： 2020-2023 年の予想実質 GDP 成長率。 ; 貿易依存度 : ( 輸出 + 輸入 )/GDP。 ; 輸出構成の中国との類似度 ： 輸出品構成の中

国との類似度。 国際貿易センター (ITC) 貿易マップに定義される 99 超のカテゴリーに基づく。 労働コスト : 製造業における平均年間労働コスト。 ; 物流、

ビジネスのしやすさ ： 世界銀行の定義によるランキングインデックス。 ; FDI ： 2016-2018 年の平均海外直接投資流入額が GDP に占める割合 %。 緑

のセルは、 平均からの標準偏差 1 を上回るもの (z スーコア＞1)。 赤いセルは、 z-スコアが -1 を下回るもの。

出典 : CEIC 社、 ITC 貿易マップ、 ジェトロ、 世界銀行、 国連貿易開発会議 (UNCTAD)、 スイス・ リー ・ インスティテュート

           対外貿易 インフラ
 

集計ランキング

潜在的成長 
 (2020‒2023年) 貿易依存度

輸出構成の中国 
との類似度 労働コスト 物流

ビジネスの 
しやすさ

FDI、GDPにしめる
割合 % 平準化 z-スコア

ベトナム 1.5 2.2 0.7 0.9 0.2 ‒0.4 1.2 0.99

カンボジア 2.3 0.9 ‒1.9 0.9 ‒2.5 ‒2.3 3.4 0.73

マレーシア 0.3 0.7 0.4 0.6 0.1 1.0 0.0 0.40

タイ ‒0.2 0.0 0.4 0.5 0.5 0.8 ‒0.6 0.13

フィリピン 1.0 ‒0.6 0.4 0.9 ‒0.8 ‒1.1 ‒0.2 0.13

インド ‒0.2 0.4 0.9 ‒0.3 0.7 1.1 ‒0.6 0.07

チェコ共和国 0.8 ‒1.0 ‒0.4 0.9 ‒0.1 ‒0.3 ‒0.4 0.07

インドネシア ‒0.5 1.3 0.9 ‒1.4 1.0 0.3 0.4 0.06

ハンガリー 1.0 ‒1.0 ‒0.9 0.8 ‒0.1 ‒0.5 ‒0.5 0.01

トルコ ‒0.6 1.3 0.9 ‒0.8 0.5 0.0 ‒0.2 ‒0.06

ポーランド 0.0 ‒0.6 0.0 0.2 ‒0.2 0.5 ‒0.4 ‒0.07

メキシコ ‒0.6 0.0 0.6 ‒0.7 0.7 0.3 ‒0.2 ‒0.14

韓国 ‒1.2 ‒0.1 0.4 0.6 ‒0.4 ‒0.2 0.0 ‒0.16

ブラジル ‒0.6 ‒0.4 0.8 ‒1.7 0.8 1.2 ‒0.7 ‒0.36

ロシア ‒0.9 ‒1.2 ‒1.5 0.7 ‒0.6 ‒1.8 0.2 ‒0.50

日本 ‒0.8 ‒0.8 ‒2.1 0.1 ‒1.5 0.6 ‒0.4 ‒0.60

最も恩恵を受けると確実視されているのは
東南アジア諸国、 特にベトナム。

新しい並行サプライチェーン

49   計画投資省、 ベトナム社会主義共和国参照
50   UBS、 前出
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国内回帰とサプライチェーンの短縮
テクノロジーが生産性を向上させ製造業がさらに資本集約的になると、 労働力の必要性が
低くなる。 スキルを必要としない定型作業が自動化されることにより、 新興諸国の強みであ
る低スキル職種の低コスト生産はその魅力を失いつつある。 将来的には、 総製造コストの
大部分は進化した機械から生じるようになり、 人的資本の占める割合は縮小する。 よって、
低賃金労働から得られるコスト削減効果が減り、 人件費の内外格差によるメリットはほとん
ど失われることになる。 このことが生産拠点を自国内に呼び戻す動きを後押ししている。 労
働力や資本コストの変動以外にも、 サプライチェーン短縮によるリスク低減、 消費者との近
接性、 貿易戦争の回避などの要因も国内回帰の推進力となっている。 図 11 は、 中間財の
輸入ボリュームの観点から GSC に参加している先進諸国を示したものである。 これらの国
の貿易ボリュームから、 海外生産されている GVC 製品の国内生産回帰への検討余地を推
し量ることができる。

代替できる可能性がある輸入量が最も多いのは米国であり、これこそが「アメリカ・ファー
スト」 輸入代替政策の根拠となっている。 アジアでも積極的な国内回帰が進んでいる。
例えば台湾は 2019 年 1 月に 「在外台湾企業による台湾への投資歓迎アクションプラ
ン」 を発表し、 事業の国内回帰を奨励している 51。 昨年末までに、 中国本土で事業
を行っている台湾企業 156 社が 7,030 億台湾ドル (230 億米ドル ) を本国に投資する
と約束した 52。 日本では経済産業省が今年、 中国から日本または東南アジア各地へ
事業移転するための政府の補助金で 87 社が対象となると発表している 53。 欧州では
欧州委員会が GDP に占める製造業のシェア低下を改善することを目指し、 2011 年の
16% から 2020 年の 20% を目標として掲げている 54。 欧州会議も産業委員会による
欧州の再工業化に関するレポートを採択し国内回帰イニシアチブをサポートすることに
より、 第三国にある生産およびサービス拠点を呼び戻すことを目指している 55。 欧州生
活労働条件改善財団 (Eurofound) による研究によれば、 生産拠点を欧州内に移転す
る製造業者の数は増加しており、 そのほとんどが中国からの移転である 56。

 

国内回帰の主な推進力はテクノロジー、海
外労働コストの上昇、サプライチェーンの短
縮である。

図11 
中間財の輸入ボリューム、 
10億米ドル、2018年 
 

 出典：OECD  TiVA、スイス・リー・インスティテュート
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51  Action Plan for Welcoming Overseas Taiwanese Businesses to Return to Invest in Taiwan、 国家発展委員
会参照

52 “Taiwan homebound investment tops US$23 billion year to date” , Taiwan Today 誌、 2019 年 11月 29 日

53 “Japan reveals 87 projects eligible for ’China exit’ subsidies”, Nikkei Asian Review 誌、 2020 年 7月17 日

54  Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic 
and Social Committee and the Committee of the Regions, A Stronger European Industry for Growth and 
Economic Recovery, European Commission, 10 October 2012; Commission call for a European industrial 
renaissance、 欧州委員会、 2014 年 1月 22 日 

55  Report on re-industrialising Europe to promote competitiveness and sustainability、 欧州議会、 2013 年 12
月18 日

56  Reshoring in Europe: overview 2015-2018、 欧州生活労働条件改善財団 (Eurofound)、 2019 年 4 月
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結局のところ、 世界でこれまでに実際に移転した例は限られている。 国内での生産に切り
替えた米国企業はそのほとんどがニッチ市場向けの特殊製品を生産している小規模ビジ
ネスであり、 製品に特別価格を設定できる。 自国内ではスキルを持つ労働者が依然とし
て不足しており、 長年約束され続けた自動化による生産性の劇的改善も未だ実現してい
ない。 そのため、 米国の国内製造業の競争力向上には、 (1) 製造設備のアップグレードと
近代化、 (2) 新しい製造分野における労働力のスキルアップが鍵となる 57。

テクノロジーの進化、 とりわけ 3D プリンティングとロボティクス分野での進歩は、 低金利環
境、 地政学的不確実性と相まって国内回帰を後押しする可能性がある。 例えば、 工業用
3D プリンターの進化によりラピッドプロトタイピング （迅速成形法） や質を損なわない少数
生産ができるようになる。 これにより、 ジャストインタイム方式での生産が可能になり、 企
業は大量発注や在庫に縛られる必要もなくなる。 大量生産の必要がなければ海外生産
の利点が少なくなるため、 顧客により近い場所での生産が可能になる。 例えば、 デジタル
製造を推進するドイツの “第 4 次産業革命 (Industries 4.0) “ イニシアチブは当初国家戦
略として掲げられたものであるが、 現在では他の欧州諸国にも採用されている。 58 2020
年 3 月に欧州委員会が発した通達でも、 新たな産業戦略とデジタル化、 脱炭素化が明
示的に関連付けられている 59。  

スイス・ リーでは、 上記のトレンドが今後も続くことを前提としたシナリオ分析を行った ( 「サ
プライチェーンの変化 : 影響を定量化する」の章を参照 )。 エスカレートする地政学的摩擦、
保護主義的政策、 またはブレークスルーテクノロジーにより、 このトレンドは加速するかもし
れない。 しかしながら、 GSC 再編の根拠に関わらず、 サプライチェーンのレジリエンスおよ
び持続可能性の強化を目的とした移転または国内回帰には費用効率の悪化が伴う。トレー
ドオフとして生産コストが上がることが考えられ、 結果として最終製品価格の上昇、 企業利
益の減少につながるからである。 グローバル化が今日の低価格と賃金インフレをもたらし
た主要な推進力であったように、 このプロセスを後退復帰させることは、 やがて価格上昇
と賃金低下を引き起こす可能性がある。

中国 : 国内需要主導型経済の構築
他の市場へ生産拠点が移転するに伴い、 中国政府は追加の財政刺激策を講じ国内の需
要を後押しすることにより、 生産活動の損失分を埋め合わせると同時に輸出志向型から国
内需要主導型の成長戦略への移行を一層進めようとするだろう。 効果的な政策支援がこ
のシフトと成長目標達成を支え、 ひいてはこれが別目的のための海外投資を呼び寄せるこ
とになると思われる。  

国内回帰には、設備と労働力への投資が
必要である。

国内回帰ビジネスモデルはテクノロジーの
進歩から恩恵を受ける。

トレードオフとして、消費者が高い値段を支
払わなければならなくなるかもしれない。

中国は生産能力を国内向けに再配置す
るだろう。

57  Trade war spurs sharp reversal in 2019 Reshoring Index, foreshadowing COVID-19 test of supply chain 

resilience , Kearney、 2020 年 4 月 7 日

58  このイニシアチブは 2011 年に発表され、 2020 年のハイテク戦略アクションプランにより採択された。

Implementation of an Industry 4.0 Strategy - The German Platform Industrie 4.0、 欧州委員会、 2020 年

3 月 8 日 ; Germany Industrie 4.0 - Digital Transformation Monitor、 欧州委員会、 2017 年 1月

59  Communication from the Commission to the European parliament, the European Council, the Council, the 

European Economic and Social Committee and the Committee of the regions European Commission, A 
new strategy for Europe、 欧州委員会、 2020 年 3 月 8 日 
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サプライチェーンと保険

リスク管理
GSC は長年にわたって効率と費用対効果に注力してきた。 最近は、 貿易摩擦の高まり
や COVID-19 危機 により、 レジリエンスとリスク管理がますます重要な懸案事項となって
いる。 これらの動きにより、 予測不可能な供給量、 輸送 ・ 通信ネットワーク障害、 資金調
達の中断、 規制および政治リスクなど、 GSC 固有の脆弱性に注目が集まるようになった。
GSC のレジリエンス強化には、 透明性と多様化が鍵となる。 表 3 は、 レジリエンス強化
のためにできることを、 ステークホルダーの視点別に挙げたものである。

サプライチェーンのリスク低減 
2020 年 5 月に実施されたサプライチェーン経営幹部を対象とした調査によれば、 93% が
サプライチェーンのレジリエンス強化を検討していると回答している。 強化策には、 サプライ
ヤー全体の冗長化、 ユニークパーツ数を減らすこと、 サプライチェーンの短縮および地域化 
などが挙げられた 60。 ほとんどの製造業者は、 複数のバックアップ供給源を利用するなどし
て地理的な多元化を図ることにより、1 つの供給源に依存し過ぎることがないようにしている。
中国に生産拠点が集中している世界的製造各社は、 中国の主要生産拠点に加えてもう 1
カ所補助的な生産拠点を持つ 「中国プラスワン」 戦略を掲げている 61。 これは通常、 中国
および米国以外のマーケット向けの製品を中国で生産し、 米国向け製品は中国以外から供
給することを意味する。 全体をまとめて移転するのではなく、 地理的多元化を図ることによ
り中国への依存度を減らし、 賃金の安い他国で生産することによるメリットも享受することが
できる 62。 中国企業の中にも生産拠点を本国から離して製造を多元化させ、 他のアジア諸
国での並行サプライチェーン構築 を進めているところもある 63。

2020 年の COVID-19 感染拡大により、 サプライチェーン寸断に対するこれまで以上の対策が必要であることが再確認された。 パンデミッ
クや規制、 政治リスク事象による損失を補償するために利用できるソリューションには、 構外利益保険、 サプライチェーン保険、 非物的損
害事業中断保険などがある。 これらの保険種目以外にも、 GSC リスクの低減を目指す製造業者が生産活動拠点を移転または国内に呼
び戻すことで、 ホスト国における財物保険や建築工事保険などの伝統的保険の需要も生み出される。

効率とレジリエンスのバランスを取る必要
がある。

表3 
ステークホルダーの視点別 サプライチェーンのレジリエンス強化策

出典：スイス・リー・インスティテュート

透明性  多様化 レジリエンス

消費者 	̤ どこでどのように製品がつくられているか可視化

	̤ 国の基準および社会規範遵の順守

	̤ ESG コンプライアンス

	̤ 異なる供給源からの様々な製品の

選択肢

	̤ 寸断の最小化

製造者 	̤ 生産過程における各層、サイロ化されたプロセス

の可視化 （コスト、生産性、相互接続性、脆弱性）

	̤ 業務、財務、地政学的、その他の新興リスクの透

明性 

	̤ 生産者の行動規範の順守

	̤ 調達、生産の多様化

	̤ 重要サプライチェーンのボトルネック

の最小化

	̤ 国際競争力強化

	̤ 供給源、生産施設、輸送、流通ネッ

トワークの選択肢

政府 	̤ 機密および重要補給品における海外依存度の

可視化 (例：防衛、医療用品など)

	̤ 異なる層の信頼のあるサプライヤー

の存在

	̤ グローバルな多元化生産を代替す

る現地生産

	̤ 国内でのサプライチェーンクラスタ

ー形成

	̤ 特定政策により戦略的製品の海外

依存度を低減

最近の事象、 特に COVID-19 により、 サ
プライチェーンリスクへの認識が高まった。

60  マッキンゼー、 2020 年 8 月 6 日、 前出

61  Understanding the “China, Plus One” Strategy、 Procurement  Bulletin 参照

62  P. Enderwick, “A ’China-Plus-One’ Strategy: The Best of Both Worlds? “, Human Systems Management、
2011 年 1月

63  P. Goldberg, Global Value Chains, COVID-19, and the Future of Trade、 ウェビナー、 プリンストン大学、
2020 年 4 月17 日
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アジアの先進諸国の製造各社は様々な多元化戦略を採用している。 既にアジア全域にお
いてバランスのとれたポートフォリオを構築してきた日本の製造業者は、 現時点では GSC 再
編の圧力をさほど感じていない。 韓国の製造業者は、 地政学的摩擦や経済への逆風によ
り中国への過度な依存に警戒感を強めており、 大手各社は生産拠点の一部をベトナムやそ
の他の東南アジア市場へと移転させている 64。 対照的に、 台湾は中国のサプライチェーン
に深く組み込まれている。 米中貿易摩擦の高まりを背景に鴻海精密工業やペガトロン 65 と
いった大手台湾企業がベトナム、 インド、 インドネシアに新たな生産拠点を建設し始めたの
は比較的最近のことである 66。

保険とサプライチェーンリスク
保険は世界経済におけるサプライチェーンリスク管理に欠かせないものである。 サプライ
チェーンの毀損を補償する保険をはじめ、 様々な保険ソリューションにより、 国内および世界
での円滑な事業運営や企業取引を円滑進めさせることができる。

事業中断 (BI) 保険は、 製造業者側での物的損害に起因する生産停止リスクに対する補償
を提供する。 現在、 災害事象による物的損害総額のうち 50-70% を占める BI 損失は、 無
保険となっている割合が高い。 標準的 BI 保険は被保険者自身の物的損害をトリガーとする
が、 構外利益保険 (CBI) リスクはサプライヤーや顧客など外部利害関係者の損害リスクと
連動する。 CBI では特に、 第三者の敷地における事業中断により発生する事業継続のた
めの臨時費用および逸失利益を補填する。 そのため、 サプライチェーンリスクの一部は CBI
保険でカバーできる。 代表的なサプライチェーン事象には、東日本大震災および津波 (2011
年 )、 タイ洪水 (2011年 )、 天津港での爆発 (2015 年 ) などがある。

サプライチェーン保険 は、 BI 保険の一種であり、 特定サプライヤーからの製品、 コンポーネ
ント、サービスの受領が破断または遅れが生じたことによる事業の中断を補償する。 ただし、
財物への物的損害は含まれない。  

物的損害を伴わない事業中断 (NDBI) 保険 67 は、 パンデミック、 ストライキ、 暴動、 軍事
行動または規制措置、 政治リスク、 災害事象 ( 地震、 洪水、 火山の噴火等 ) によるサプ
ライヤーからの製品またはサービス受領への著しい遅れまたは支障なども補償する。

中国との関わりの深さが多元化戦略を
左右する。

サプライチェーン寸断による損害の多くが
保険でカバーされていない。

構外利益保険は、サプライヤーや顧客
サイドでの財物リスクを補償する。

サプライチェーン保険は、製品またはサービ
ス受領の支障/遅れをカバーし...

...しかも物的損害がない場合でも補償さ
れる。

サプライチェーンと保険

64  “South Korean companies shift production out of China”, N ikkei Asian Review、 2019 年 6 月 22 日

65  鴻海精密工業 (Foxconn) およびペガトン社は台湾の 2 大契約製造業者。 Apple 社製品の組み立ての主力で

もある。

66  “Apple’s partners hasten move from China” , The Strait Times、 2020 年 1月 9 日

67  NDBI は 「列挙危険保険」 とも呼ばれる。 NDBI は従来の資産への損害リスクとは全く別の物であり、 被保険

者や第三者への物的損害がない場合でも利益を補償する。  
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NDBI ソリューションの補償は以下のような異なったアプローチをとる。

	̤ 伝統的な事業中断 （BI） と同様、 実際に被った損害に基づく実損てん補 ;

	̤ パラメトリック ( インデックスベース ) ソリューション : 客観的な尺度と定型的な支払に基づ
く。 このソリューションは保険またはデリバティブの構造を持ち、 トリガーはベーシスリスクを
最小化するような方法でカスタマイズされる ; 

	̤ ハイブリッドソリューション : 補償が 2 つ以上の連続した客観的イベントと、 予め決められ
た支払 （時間的ずれがあり得る） に基づいたダブルトリガーを持つ。  

NDBI を利用していれば損害をある程度抑えられたであろう大規模なサプライチェーン寸断
の例として、 2010 年のエイヤフィヤトラヨークトル火山噴火と降灰 ( 北大西洋の航空運航が
混乱 )、 2018 年夏の欧州干ばつ ( 河川貨物に障害 )、 そして近年では最大の事象である
COVID-19 などがある。  NDBI 保険の実例として、 以下の 2 件を挙げることができる。

ソリューションの実例 : 水害によるサプライチェーン寸断に対するパラメトリック保険

	̤ 背景 : 食品加工、 コモディティ取引および物流を扱う、 ある世界的企業は、 米国中部
の主要河川を、 投入 (input) と産出 (output) の主な輸送ルートとして使用している。
2018 年春、 大雪の後の記録的降雨により水位が上昇したため、 河川が閉鎖され、 け
ん引サイズが縮小された。 結果として収益が減少し、 代替輸送手段のための臨時費用
がかかった。

	̤ NDBI 保険の目的 : 河川水位の極端な上昇、 低下による事業中断がもたらす財務的
な影響 ( 逸失利益、 コスト増を含む ) から顧客を守ること。

	̤ リスク移転ソリューション : 河川の水位に基づくパラメトリックソリューション。 各河川でけ
ん引 / 船団制限の目安となる水位があらかじめ合意した日数を超えて上昇した場合、
規定の保険金を支払う。

	̤ メリット : 極めて高度な構造的柔軟性 （単独または複数のトリガー） を持つオーダーメ
イドのリスクエクスポージャーである。 個々の保険契約はエクスポージャーに合わせて
オーダーメイドされ、 支払も迅速に行われる。 従来型の保険では、 損害調査や査定
が必要であるが、 パラメトリック保険では規定の条件により決まった保険金が支払われ
る。 補償対象内の損害は 30 日以内に支払われ、 透明性が高い。

 
ソリューションの実例 : 規制減損保険

	̤ 背景 : 某製薬会社は海外での外部契約生産に 100% 依存している。 製薬にはサプラ
イヤーから供給される原材料の承認と認可が必要であるが、 近年、 サプライヤーが適
正製造基準の遵守を怠ったため、 この製薬会社の製品が販売されている国々の指定
規制当局 (DRA) により工場が閉鎖、 輸入禁止となった事例が多数あり、 巨額の損害
を被った。

表4 
サプライチェーンリスクのための 
保険ソリューション

 出典：スイス・リー・インスティテュート

契約者での事象 サプライヤーでの事象

物的損害 事業中断 (BI) 構外利益保険

(CBI)

物的損害を伴わない損失 サイバー

物的損害を伴わない事業  

(NDBI)

サプライチェーン保険

NDBI

政治リスク

NDBIを利用していれば損害を軽減でき
たであろう災害事象は多い。
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	̤ NDBI 保険の目的 : この製薬会社は、 海外に 10 カ所ある外部サプライヤーの製造拠
点について、 規制措置により製造が減損または中止となる事業中断リスクの補償を希
望した。   

	̤ リスク移転ソリューション : 保険会社は、 規制当局による業務停止、 一時停止、 輸入
禁止から生じる逸失利益をカバーする 3 年間解約不能の補償を提案した。 この補償
ではあらかじめ定義された規制当局からの業務停止命令、 一時停止、 または輸入禁
止がトリガーとなって保険金が支払われる。 この組成は、 低頻度で深刻度が大きい事
象から収益の安定性を守り、 補償期間中は定額保険料で保険キャパシティーが保証さ
れるという利点がある。   

	̤ メリット : 製薬会社向けの規制減損保険は、 厳しい規制を受ける医薬品業界に対する
限定された NDBI カバーであり、 製薬規制当局による業務停止や一時停止命令など
の悪影響に起因する逸失利益を補償する。 これまでこのようなリスクに対する保険は
存在しなかった。 保険は、 特許で保護されている医薬品の収益とキャッシュフローを
守り、 新薬の研究開発のための投資を回収することができる。

政治リスク保険 
政治リスク保険には、 正味資産保険または投資保険、 および国家の不払ソリューションの
2 種類がある。 前者は外国直接投資を政治的干渉や、 資産の収用 ・ 没収、 輸出入禁
止、 選択的差別、 強制事業売却などから守るものである。 政治リスク保険はまた、 現地
通貨を国際決済通貨 （ハードカレンシー） に兌換できない場合や、 ハードカレンシーを国
外送金できない場合もカバー可能である。 この保険契約は対象とする事象単位で締結
され、 一般的に外国投資家の資産を保護するもので、 海外移転に伴う戦略リスクの緩和
に役立つ。 一方、 国家の不払い （政府機関の債務不履行） に対する保険は、 政府機関
に対して商品またはサービスを販売する企業に補償を提供する。 しかし、 こうした保険の
利用が可能であるにもかかわらず、 てん補対象範囲を超える政治リスクが依然として数多
く存在する。  

ソリューションの実例 : 通貨の兌換不能に対する政治リスク保険

	̤ 背景 : ある世界的なメーカーはアフリカ、 アジア、 中南米の新興 3 ヵ国で兌換 ・ 送金
不能リスク （CI-NT） に直面していた。 これら市場の中央銀行による送金許可手続
きが障害となって同社の輸出に遅延が生じていた。 これら中央銀行は債務者ではな
いが、 外貨送金を許可し、 実行する担当機関である。 リスク移転手段がない中、 社
内的なリスクガイドラインにより、 これら諸国の子会社へのさらなる出荷は制約を受け
ていた。

	̤ 補償購入者の目的 : 同社は CI-NT リスクに対するカバー、 とりわけ高リスク国に対する
正味受取債権の補償を求めていた。 同社が求めていたのは企業リスクや信用リスクと
は別の送金遅延リスクをカバーする効果的なソリューションであった。

	̤ リスク移転ソリューション : 保険会社は CI-NT リスクをカバーする単体ベースの保険を提
案した。 このソリューションには国別の限度額 （サブリミット） が設けられている。 このソ
リューションは、 免責 90%、 共同保険 10% を設けた上で同社キャプティブとのクオータ
シェアとして設定された。 免責金額は現時点での支払期限を過ぎた未払金の額とし、
これらを保険金支払の対象から除外した。

	̤ メリット : CI-NT リスクをカバーする保険ソリューションで、 このメーカーは輸出の継続を
通じた一層の事業成長の機会を得ることができた。

政治リスク保険は、外国政府の行為による
損害を補償する。

サプライチェーンと保険
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海上貨物保険と取引信用保険
GSC の広範囲にわたる拡大は国際貿易と投資の成長を後押しし、 結果として保険需要の
高まりへとつながった。 しかし 2011 年以降は、 世界の経済成長の鈍化、 コモディティ価格
の低下、 保護主義の台頭、 および世界の製造バリューチェーンの成熟などにより、 貿易取
引結合度 ( 生産高のうち取引されたものの割合 ) は低下している ( 図 12 参照 )68。 GSC
におけるアジア市場の前方および後方への参加度も低くなっているが、 全体的な貿易依存
度およびサプライチェーンへの参加度は世界の平均と比較して高い。 貿易と海上保険事業
には強い相関関係があるため、 海上保険にも影響が及んでいる。  

今後米中関係の緊張が緩和されれば、 貿易量と信頼が回復し投資判断を下支えする
かもしれない。 現時点では緊張は増しており、 難航必至の第 2 段階の合意交渉は進
展が止まっている。 並行または重複サプライチェーンシナリオの評価によれば、 地域化
（regionalisation）や国内回帰（reshoring）を通じて貿易結合度はさらに低下し、 海上貿易
量が若干減少すると予想される。 生産拠点の移転で貿易結合度が必ずしも低下するわ
けではなく、 むしろ貿易ルートの変化が起きるだろう。

米中通商摩擦と、 最近の COVID-19 により過去 2 年間に起こった GSC の寸断は、 取引
信用保険の必要性に対する認識も高めた。 これは、 貿易障壁、 関税、 規制の変化 ( 例：
サプライヤーが米国のエンティティリストに含まれるなど ) により売掛債権が脅かされてい
るためである。 2020 年 1月に発表されたユーラーヘルメス社によるレポートは、 「企業倒
産は 4 年連続で増加し、 支払不能に陥る企業の多くはアジア企業である」 と予測してい
る 69。 こうした傾向を裏付ける確実な証拠はないものの、 今後取引信用保険の需要は増
加することが予想される。

国際貿易と海上貨物保険料の伸びは
下降傾向。

図12  
世界の貿易取引vs海上貨物保険料 
ボリューム

 出典：IUMI、WTO、スイス・リー・インスティテュート
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並行サプライチェーンのシナリオでは、
貿易量が若干減少する。

必要性が認識されれば取引信用保険の
利用は増加するはずである。

68  “Global trade: what’s behind the slowdown?” in World Economic Outlook、 国際通貨基金、 2016 年 10 月

69  Euler Hermes Global Inso lvency Index: Inso lvencies to rise in 4 out of 5 countries in 2020、 ユーラ―ヘ
ルメス社、 2020 年 1月 9 日 
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企業保険は移転と国内回帰の恩恵を受ける
移転と国内回帰は新たな工場や関連施設の建設につながる。 加えて、 中国から移転する
企業を誘致するためにインフラ投資を加速している政府もある。 現地の部品サプライヤー
や物流、 関連セクターも変化をうまく利用するために設備投資を増やす可能性がある。 こ
れらのすべてのことが、 代替拠点における財物保険やエンジニアリング保険の需要を高め、
既存の生産拠点でも新たな賠償責任保険や企業保険の需要が生まれる。 生産拠点の
海外移転が進めば中国国内の需要は落ち込むかもしれない。 しかし、 政府は金融刺激
政策により経済を支え、 国内需要の拡大と輸出成長型モデルからの脱却を図るだろう。
堅調な国内消費もまた保険の需要を拡大する。

データ : サプライチェーンリスク評価の鍵
企業には自社の工程に関わる取引先のデータが必要である。 サプライチェーンが持つ固有
リスクを特定するには、 生産工程をモデル化して監視するための、 異なる階層サプライヤー
の紐づけ作業 （マッピング） が欠かせない。 サプライチェーン寸断リスクを補償しようとする
保険会社にとっては、 サプライチェーンの輸送上の脆弱性を理解することが鍵となる。 例え
ば、 2017 年に欧州で最も混雑する鉄道路線がドイツのラシュタット郡のわずかな区間で閉
鎖されたことにより、 カールスル－エ－バーゼル間の貨物輸送が 7 週間もの間中断された。
自然災害および人災も保険会社にとっての ( 集積 ) リスクとなる。 サプライチェーンのエクス
ポージャー開示の透明性が高いほど、 リスクを保険付保できる可能性も高くなる。 しかしな
がら、 被保険者から保険会社に提供されるデータは、 全体に影響する要因 （ボトルネック）
の現場や 2 次サプライヤーの特定に至る詳細さを欠いていることが多い。 生命保険や財物
保険にあるような、 データ交換のための定型の書式が存在しない場合も珍しくない。 外部
データは通常構造化されておらず、 サプライヤーの企業情報や製品の詳細に関する情報が
必須である。

サプライチェーンリスク管理におけるテクノロジーの役割
デジタルテクノロジーはリスクの特定、 評価、 監視という観点からサプライチェーンの理解を
高めるための新たな方法を提供している。 例えば、 エンドツーエンド データプラットフォー
ムは、 データセキュリティを確実にしたうえで全ステークホルダー間の重要情報の共有を行
うことにより、 オペレーショナルリスクを低減するための大きな役割を果たす。 これは、 集積
リスクの管理や詐欺的クレーム対応策としても役立つ 70。 サプライチェーンリスク低減のため
に可能なテクノロジー活用の例には以下のようなものを挙げることができる。

	̤ 低コストセンサーソリューション : センサーはウェアラブルデバイス、 スマートフォン、 ゲーム
機などに広く使用されているが、 このような低コストのセンサーは品質管理やサプライ
チェーンの可視化にも利用することができる。 追跡アプリを利用すれば、 各生産拠点
や工場間の在庫回転 （ローテーション） を最適化し、 移動中の資産を追跡することも
可能である。

	̤ ビッグデータ解析 : デジタル化により様々な情報源から大量のデータを捕捉できるよう
になった。 ビッグデータ解析により、 こうしたデータを生産能力の最適化、 カスタマーエ
クスペリエンスの改善、 リスクの低減のために活用することが可能になる。

	̤ ブロックチェーンは、 改ざん不能な製品の移動記録や、 サプライチェーンの全工程にま
たがる暗号化された統一データを作り出し、 サプライチェーンに関わるステークホルダー
間の信頼性と透明性を向上させる。 プロセスの自動化と組み合わせれば、 保険取引コ
ストを引き下げ、 詐欺リスクを低減することも可能である。

デジタルサプライチェーン生態系の進化は、 同時に新たな保険の機会を生み出している。
デジタルテクノロジーにより構造化データ、 非構造化データの照合、 売手と買手をオンデ
マンドでマッチングさせるマーケット、 デジタル製品の配送インフラ構築などが可能になる。
これらの新手法により、 保険会社はサプライチェーンリスク低減のための様々なリスク管理
サービスを提供できるようになる。

GSC の変化は新たな保険需要を生み
出す。

強固な事業継続計画には標準化された
サプライチェーンデータが不可欠である。

テクノロジーはサプライチェーンリスクの
理解を高めるのに役立つ。

保険はテクノロジー対応のリスクソリューシ
ョンを求めるトレンドを活用できる。

サプライチェーンと保険

70  詳細は www.tradelens.com および https://insurwave.com を参照。 DHL 社によるLogistics Trend Radar  
にも GSC と物流セクターに短期的、 長期的影響を及ぼすトレンドが紹介されている。  
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	̤ デジタルマーケットプレイス : デジタル化されたブローカー不要の保険商品の販売。 既
存の海上保険、 製造物責任保険、 信用リスク保険、 財物保険、 事業中断保険の他、
エコシステム内のデジタルサービスとして組み込まれた保険も含まれる。  

	̤ サービスとしてのデジタルリスク (Digital Risk as a Service): イベントトリガーの、 データに
基づくデジタルサービスを使ったリスクサービス。 早期警戒システムや、 デジタルエコシス
テムを介して被保険者に直接保険金を支払う自動クレーム処理などがある。

	̤ サービスとしてのレジリエンス (Resilience as a Service): データに基づく 360°リスク情報
による損害回避と軽減。 例えば、 港湾運営会社はリアルタイムでリスク集積情報にアク
セスできる。

スイス・ リーとマイクロソフト社のパートナシップ － Digital Market Center71

スイス・ リーはマイクロソフト社と共同で Digital Market Center を開発した。 Digital 
Market Center はリスクの予測 ・ 管理および新商品提案において保険業界を支援するた
めの大規模ツールである。 まずはコネクテッドカーとモビリティー、工業生産 (Industry 4.0)、
および自然災害レジリエンス分野が中心となるが、 今後この新しいプラットフォームは、 より
複雑かつ相互に接続したシステムとその社会、 政府そして経済への波及効果への理解に
着目したデジタル環境におけるビジネスリスクの評価も可能にする。 船積み貨物を失うこと
による GSC への影響や、 自然災害が政府のインフラプロジェクトに及ぼす影響などをリス
ク管理者がより的確に把握できるようにすることも目標の一つとしている。 こうした知見が
あれば、 保険会社は積極的に損害軽減のためのソリューションを開発することができる。

ソリューションの実例 : 自動車 OEM サプライヤーのためのリスク分析

	̤ 背景 : ある保険会社は、 自動車 OEM セクターの顧客の GSC が複雑であるために保
険を提供することができないという問題に直面していた。 各サプライヤーおよび 1 次サ
プライヤー以降の関連リスクの透明性が欠けていたのである。 製造プロセスのボトルネッ
クとサプライチェーンの寸断により、 業績が著しい打撃を受ける可能性がある。

	̤ 目的 : 透明性を向上し、 サプライチェーンリスクを保険付保できるようにすることにより、
被保険者を多額の集積 CBI 損害から守ること。

	̤ ソリューション : サプライチェーンのアウトサイドイン追跡を構築するために、 複数の (10
カ国の海運データを含む ) 外部データセットを組み合わせ、 52,000 社に上るサプライ
ヤーの評価に対応した新たなデータ分析。 オンラインツールによりリスク評価、 サプラ
イヤーでのボトルネックの特定、 新しいリスクスコアの枠組み開発も実現した。  

	̤ メリット : 自動車 OEM サプライチェーンに潜むリスクを可視化し、 主要リスクを特定でき
る。 主要な共有サプライヤー、 重要な輸出入港、 高リスク地域を特定することにより、
リスク集積の可能性を素早く発見する。

データはリスク管理を改善するツールの
開発を促進させる。

71  Swiss Re announces a strategic alliance with Microsoft 、 スイス・ リー、 2020 年 3 月12 日 
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サプライチェーンの変化：影響を定量化する

移行期間の成長効果を定量化する 
スイス・ リーでは定量化シナリオを用いて移行期間の短期的影響を評価した。 主な前提条
件は次の通りである。

1. 移行期間 : 代替拠点で新たな生産能力を構築する必要があるため、 移行期間を 5
年間とした。  

2. 生産能力シフト : 中国の付加価値輸出のうち 30%、 3,000 億米ドル相当が国外に移
転すると仮定した 72。 これは、 製造業者が生産能力の およそ 20-30% を中国以外へ
の移転、 または国内回帰を計画しているという最近の調査結果とも一致している。  

3. 移転 : 3,000 億米ドルのうち、 2,000 億米ドルは、 20 か国のより人件費の安い新興ア
ジア、東欧、南米諸国での生産拠点 ( 輸出代替拠点 ) に振り分けられると仮定した。  

4. 国内回帰 : 残りの 1,000 億米ドルは、 G7 および韓国、 台湾に国内回帰 ( 輸入代替拠
点 ) すると仮定した。 国の選択は現在の貿易統計に基づく。

5. 中国および世界経済への影響 : 中国の政策対応、 および追加の政策により自国経済
のマイナス成長を相殺できるかどうかに左右される。

移行期間の輸出、 投資への影響
追加投資 : 新拠点での生産拡大のため、 工場、 設備への追加投資が必要となる。 資
本産出比率は、 新興経済で 1.4、 先進経済で 4.1 程度と仮定した 73。 生産拠点の移転
後、 輸出代替国では輸出が 2,000 億米ドル増加し、 1,000 億米ドル相当の生産能力を
国内に呼び戻す輸入代替国は輸入を減らすことができる。 これらの国々の双方で貿易収
支が GDP にプラスの影響を与えることに加え、 5 年の移行期間中にわたり輸出代替国 74

で 2,880 億米ドル、輸入代替国で4,060 億米ドルの追加投資が見込める75 (表 5 参照 )。
新興諸国への投資の大部分は海外直接投資によることが予想され、 国際貿易の発展お
よび各国間の直接かつ安定した長期にわたる関係構築に大きく寄与すると考えられる。

スイス・ リーでは、 中国の付加価値輸出の 20% がより賃金の安い国に移行し10% が先進市場に国内回帰すると仮定した定量化シナリ
オ分析を行い、 移行期間 5 年間の GSC への影響を評価した。 この変化によって生み出される 1 兆米ドル近い輸出および新たな投資
が、 輸出代替国で 0.7%、 輸入代替国で 0.2% GDP を成長させる。 全体的な増収効果により代替拠点での保険需要も後押しされ、 5
年間の拡大は保険料にして 630 億米ドルに上ると推定される。  

移行期間を5年としてモデル化した。

移転先および国内回帰した国々では、 輸
出と投資で総額１兆米ドルが新たに生み
出され…

72  これは 2019 年の中国の全輸出額の 12% に相当する。 付加価値輸出は、 輸出総額における付加価値を測る

もの。 GSC により各国は専門分野に注力することができるようになった。 供給や部品はチェーンを通り何度も

国境を超える。 従来の貿易データ ( 輸出総額 ) では二重計上の問題が生じる。 付加価値輸出は通常、 輸出

総額の一部に過ぎない。

73  A. Marquetti, “A cross-country non parametric estimation of the returns to factors of production and 

the elasticity of scale” , Nova Economia, vol 17 (1), 2007; R. Feenstra et al. “ The Next Generation of 

the Penn World Table” American Economic Review , vol 105 (10), 2015: C. Holz, “China’s Investment 
Rate: Implications and Prospects” , CESifo Working Paper, No.6496, 2017 年

74   アルゼンチン、 ブラジル、 チリ、 コロンビア、 チェコ共和国、 ハンガリー、 インド、 インドネシア、マレーシア、 メキシコ、

ペルー、 フィリピン、 ポーランド、 サウジアラビア、 スロバキア、 南アフリカ、 タイ、 トルコ、 アラブ首長国連邦、 ベト

ナム

75   カナダ、 フランス、 ドイツ、 イタリア、 日本、 韓国、 台湾、 英国、 米国 



Swiss Re sigma No 6 /2020 31

移行期間の成長への影響
移行期間中の輸出代替国の GDP は年率 0.7% の成長、 輸入代替国では同期間中に年
率 0.2% の成長が見込める。 最も効率の良い生産方法からレジリエンスを優先した生産
方法へと移行することにより生産性の伸びは鈍化することが予想されるが、 これは計算に
含まれていない。 追加投資による成長効果は移行期間に集中するだろう。 また、 マクロレ
ベルでは長期的な世界の成長に若干のマイナス影響を及ぼすと考えられるが、 その要因
には様々な不確定要素があるため予測が難しい。 すべての条件が同じで、 並行サプライ
チェーンの構築が徐々に進行し、 それがテクノロジーの進歩によって補完された場合には、
生産性の低下 ( 成長 ) は抑えられる。  

中国の政策が世界経済の成長を左右する
 生産拠点が移転すれば 3,000 億米ドル相当の生産能力が陳腐化する可能性があり、 中
国の生産業にマイナスの影響を及ぼす。 政府が何ら対応策を講じない場合、 移行期間は
年率約 0.9% 成長が抑制される。 国内回帰をした国々で資本集約度が高まるため、 世界
経済には若干のプラスとなるが ( 年率 0.04%)、 生産性の成長も低下するためこれがプラ
ス分を上回るだろう ( 資本集約度の高まりも理由の 1 つ )。 とはいえ、 中国政府がこれま
で様々な量的経済成長目標の実現に成功してきた実績を考えると、 付加価値生産性の
低下によるマイナスの影響も国内需要拡大のための経済刺激策により相殺することが可
能だろう。 また、代替サプライチェーンの構築と新規輸出市場を開拓するため 「一帯一路」
政策をこれまで以上に強化することになるだろう。  

中国でマイナスの影響が完全に払拭されれば、 移行期間中世界の GDP は年間 0.2% 程
度の成長が見込める。 とはいえ、 これは国内回帰をした国々で資本集約的な追加投資
が必要となるためであり、 字面の GDP に過ぎない。 新たに安定した並行サプライチェーン
を構築するシナリオは、 先進諸国での資本集約的な生産の増加と、 中国での労働集約
的生産の減少に基づいているが、 このニューノーマルは効率の点で劣り、 移行のための追
加リソースも必要となる。 レジリエンス強化というメリットはあるものの、 効率が低下すること
により長期的にはいずれ世界経済の成長も鈍化すると考えられる。  

…GDPは代替生産拠点の国で0.7%、
国内回帰の国で0.2%成長する。

表5 
シナリオ解析：5年の移行期間中の投資、成長への影響、10億米ドル

*中国が国内需要および新規輸出先拡大のための経済刺激策を導入し、貿易の多元化とシフトによるマイナス影響を完全に相殺できると仮定。
**中国が貿易の多元化によるマイナス影響を完全に相殺する対応策を講じない場合。稼働停止となった生産能力は再分配され、設備投資の必要が

減少する。

出典：スイス・リー・インスティテュート

貿易への影響 投資への影響

ベースラインGDP 

への影響 (2019年)

GDP への影響

年率

代替生産拠点/輸出代替国 200 287 13 147 +0.7%

国内回帰/輸入代替国 100 406 41 937 +0.2%

世界 (中国を除く) 300 694 72 634 +0.25%

中国** ‒300 ‒501 14 340 ‒0.9%

世界** 0 192 86 974 0.04%
中国が経済刺激策を実施した場合* 0 0 14 340 0.0%

世界* 300 694 86 974 +0.21%

中国はGDPへのマイナス影響を強化した
経済刺激策で相殺するだろう。

移行期間中、世界経済は年率0.2%程
度の成長が見込まれる。
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保険リスクプールへの影響を定量化する
表 6 は、 上記の移転および国内回帰シナリオに基づき、 並行サプライチェーンシナリオが
異なる保険種目に及ぼす影響の予測をまとめたものである。 米中貿易摩擦、 COVID-19
によるサプライチェーン寸断による影響に不確定要素が非常に多いため、 すべての予測は
暫定値である。

恩恵を受ける国々では、 GDP の成長による所得効果が期待できる。 まず輸出代替国で
は、 より多くの製造業者が輸出製品の生産を拡大するため、 貿易が GDP を引き上げる。
輸入代替国では、 製造拠点の国内回帰が GDP 成長を後押しする。 加えて、 生産能力
向上のための設備投資も所得効果を拡大する。 このシナリオでは、 平均的な保険普及
率を使って生産と収益増による保険需要増を算出した。 付加価値生産性を代替ホスト
国への移行で失った中国政府がマイナスの影響を国内需要喚起のための経済刺激策に
より完全に払拭できたと仮定すれば、 全体的な所得効果により 5 年間で 630 億米ドル
程度の追加の保険料収入が見込めると予測できる。

代替ホストとなった国々で生産能力が増すことにより、 建設期間中のエンジニアリング保
険の需要が増し、 操業開始後は新しいインフラや工場に対する企業保険の需要が増す
だろう。 新工場や施設の建設による一度限りのエンジニアリング保険需要は 12 億米ドル、
操業開始後 5 年間の商業保険需要は 90 億米ドル程度であると推定している ( 標準保
険料率による )。 このシナリオでは海上貨物保険への影響はほぼないと考えられる。 他
国への貿易多元化および輸入代替による世界の貿易取引への影響は 0.5% に過ぎない。

上記の通り、 中国は生産減をほぼ帳消しにする経済刺激策によりマイナス成長の影響を
払拭するだろうと考えられる。 刺激策を講じない場合、 中国だけで 340 億米ドルの保険
料減収となり、 移転受け入れ先の国々での増収分 55% 程度が相殺されることになる。
残りの差額の要因は、設備投資の増加と輸入代替国における保険普及率の上昇である。   

保険需要への影響は差し引きでプラスと
なるだろう。

貿易の多元化と投資の所得効果によ
り、GDPと保険需要が成長する。

新工場は、建設期間と稼働期間に企業
保険の需要を生み出す。

当社は中国がGDPへのマイナス影響を
経済刺激策で払拭すると予測する。

サプライチェーンの変化：影響を定量化する
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表6 
並行GSCシナリオの移行期間5年間における保険料収入への影響

注：*経済刺激策あり **経済刺激策なし

出典：スイス・リー・インスティテュート 

保険料収入源

10億米ドル 取引の変化 追加投資 所得効果 合計

輸出代替国

   所得効果 22

   企業保険 (操業フェーズ) 3.1

   エンジニアリング保険 (建設フェーズ) 0.6

   小計 25.7

輸入代替国

   所得効果 30.8

   企業保険 (操業フェーズ) 5.9

   エンジニアリング保険 (建設フェーズ) 0.6

   海上貨物保険 ‒0.5

   小計 36.9

世界* 

   所得効果 52.8

   企業保険 (操業フェーズ) 9

   エンジニアリング保険 (建設フェーズ) 1.2

   海上貨物保険 ‒0.5

   小計 62.6

中国**

   所得効果 -29.7
   企業保険 (操業フェーズ) ‒3.6
   エンジニアリング保険 (建設フェーズ) ‒0.9
   小計 ‒34.2
世界**

   所得効果 23.2
   企業保険 (操業フェーズ) 5.4
   エンジニアリング保険 (建設フェーズ) 0.3
   海上貨物保険 ‒0.5
   小計 28.4
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結論

米中貿易摩擦と COVID-19 によって、 世界経済のサプライチェーン寸断に対する脆弱性が
露呈した。 過去数 10 年間にわたり、 内外価格差が GSC を形作る最も重要な要因となっ
てきた。 国境を超えた原料供給、 生産過程の細分化、 製品の特化を特徴とする海外生
産の拡大は、 複雑な相互依存関係とリスクエクスポージャーを生み出してきた。 今日では
世界トップ 20 の経済の輸出の 40 ～ 80% が GSC に組み込まれている。

COVID-19 により、 レジリエンス対オペレーション効率の議論が高まっている。 特に注目さ
れているのは、 国家戦略的優先順位等の非経済的要因である。 多くの世界的製造企業
が、 レジリエンス強化という大義名分の下、 代替または二重拠点に生産活動を移転するこ
ととなる生産および調達プロセスの見直しを検討している。とはいえ、グローバル化熱がピー
クを超えたことをはじめ、 変化の兆しはこれまでにも見られていた。 3D プリンティングなど
の最新テクノロジーはサプライチェーンの簡素化と短縮化を促進し、 生産ネットワークの国
内回帰や近隣国への事業移転 （nearshoring） の論拠となっている。  

結果として、 並行または多極化バリューチェーンが形成され、 中国などにある既存の生産
拠点と並行して稼働する生産拠点が増加するだろう。 このような変化により、 新たなホス
ト国となる国々全体で 5 年間に 1兆米ドルに上る追加の輸出と投資が生み出されると思
われる。 新しいホスト国となることが、 ベトナムを筆頭に東南アジア諸国の追い風となる。
5 年の移行期間中、輸出代替国および輸入代替国では GDP がそれぞれ年率 0.7%、0.2%
成長すると予測されている。

GSC のレジリエンス強化にはトレードオフもある。 本調査のシナリオでは、 人件費が安くコ
スト効率の高い国から、 レジリエンスに優れ持続可能な国へと生産活動の拠点をシフトす
ることにより起こるかもしれない生産性の伸びの鈍化は考慮に入れていない。 製造コストの
上昇は、 最終製品の価格上昇と株主利益減少につながる。 マクロレベルで長期的に見れ
ば世界経済の成長にマイナス影響があると考えられるが、 様々な不確定要素があるため
予測が難しい。 すべての条件が同じだとすると、 並行サプライチェーンの構築が徐々に進
行し、 テクノロジーの進歩で補完された場合、 生産性の低下 ( 成長 ) は抑えられる。  

GSC の変化により恩恵を受ける国々では、 経済成長と増収により保険需要が拡大する。
代替国における新しい製造拠点の建設、操業は、特に企業保険需要の伸びを後押しする。
本調査のシナリオでは、 5 年の移行期間中に合計 630 億米ドルの追加の保険需要が生
み出されるという結果になった。 この予測にはスペシャルティー種目についてのビジネスチャ
ンスは含まれていない。 長期的に見ると、 今後サプライチェーン寸断に対する保険の必要
性への認識が高まれば、 CBI 保険、 サプライチェーン保険、 NDBI 保険、 サイバー保険の
需要がけん引する形で、 保険業界の力強い成長が見込めるかもしれない。   

GSCの寸断への脆弱性は増している。

COVID-19 により非経済的要因がサプラ
イチェーンのレジリエンスに及ぼす影響が
明らかになった。

結果として、並行または多極化バリューチ
ェーンが形成される可能性が高い。

レジリエンス強化には、 長期的な世界経
済の成長鈍化という代償が伴うかもしれ
ないが….

…保険の需要が増し、 5 年間で 630 億
米ドル程度にもなる新たな保険料収入を
生み出す可能性がある。
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「シグマ」最近の出版物

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

データドリブン型の保険：次のフロンティアへの準備はできているか

経済集積と気候変動の時代における自然災害

Power up: investing in infrastructure to drive sustainable growth in emerging markets
World insurance: riding out the 2020 pandemic storm
Machine intelligence in insurance: insights for end-to-end enterprise transformation
グローバルサプライチェーンのリスク回避: レジリエンス強化のためのリバランス

新興市場：見通しは厳しいが希望の兆し

2018年の自然災害と人災：セカンダリー・ぺリルが現実の課題に

世界の保険：東への大旋回が続く

アナリティクスの進展：損害保険の新たなフロンティアを開拓する

レジリエンスの指標化：保険市場と経済のための入門書

2017年の自然災害と人災：未曽有の損害をもたらした1年

未来を築く：エンジニアリング保険における最近の動向

2017年の世界の保険：堅調ではあるが成熟した生命保険市場が成長の足かせに

損害保険事業の収益性：ギャップに注意

死亡率改善：過去の解明と将来への枠組みの構築

サイバー空間：複雑なリスクに取り組む

2016年の自然災害と人災：損害が広範囲に及んだ１年

2016年の世界の保険：成長エンジンの中国が力強く前進

保険：新興市場の発展に価値を付加

企業保険：イノベーションによる保険引受可能性の範囲拡大

保有生命保険契約の管理：消費者価値と長期的な収益性の改善

2015年の自然災害と人災：甚大な損害を被ったアジア

フロンティア市場の保険事情

2015年の世界の保険：地域により差異があるなかで着実な伸び

21世紀の保険相互会社：バック・トゥ・ザ・フューチャー？

戦略的再保険と元受保険：カスタマイズされたソリューションの増加傾向

新興国における健康維持のあり方：保険にできること

2014年の自然災害と人災： 損害の大部分をもたらした「対流性暴風雨」と「冬の嵐」

保険業界における合併と買収（M&A） 新しい波の始まりか？

2014年の世界の保険：活気を取り戻す

財物リスクにおける過少保険：ギャップ縮小策の検討

デジタル時代の生命保険：行く手には抜本的な変革が

2013年の自然災害と人災：

洪水とひょうによる大規模損害、台風ハイエン（Haiyan、台風第30号）がフィリピンを襲う

保険におけるデジタル販売：静かに進行する変革

2013年の世界の保険：景気回復に向けた舵取り

賠償責任保険の保険金請求トレンド ：顕在化するリスクと景気回復の要因

介護はどうあるべきか？

高齢化社会に向けて持続可能な長期介護ソリューションを探る

新興市場の食料安全保障に向けた連携

2012 年の自然災害と人災： この１年、 米国を襲った異常気象

2012 年の世界の保険：景気回復への紆余曲折の道のり

海上保険およびエアライン保険における最近の動向を探る

新興市場における都市化 ：保険会社にとっての恩恵と悩み

生命保険：消費者に焦点を当てる

第１号

第2号

第3号

第4号

第5号

第6号

第１号

第2号

第3号

第4号

第5号

第１号

第2号

第3号

第4号

第6号

第１号

第2号

第3号

第4号

第5号

第6号

第１号

第2号

第3号

第4号

第5号

第１号

第2号

第3号

第4号

第5号

第6号

第１号

第2号

第3号

第4号

第5号

第１号

第2号

第3号

第4号

第5号

第6号





発行：
スイス・リー・マネジメント・リミテッド
スイス・リー・インスティテュート
P.O. Box
Mythenquai 50/60
8022 Zurich
Switzerland

Tel   ＋41 43 285 2551
電子メール institute@swissre.com

著者：
イリーナ・ファン
Dr トマス・ホルツォイ
クラレンス・ウォン

編集：
ポール・ロンケ

編集主幹：
Dr ジェローム・ジョン・ハーゲリ
スイス・リー・グループ
チーフエコノミスト

翻訳監修
稲垣博信
シニアリサーチ、スイス・リー・インスティテュート

長嶋由佳子

当社ウェブサイト(www.sigma-explorer.com)にて、自然災害に関するシ
グマ統計データおよび世界の保険市場を調査・閲覧することができます。

©2020 Swiss Re. All rights reserved.

本調査の編集締め切りは2020年8月14日としました。

シグマは英語、スペイン語および中国語の各言語でも入手可能です。

シグマはスイス・リーのウェブサイト (www.swissre.com/sigma) からも入手
できます。

インターネットに掲載するシグマの情報は更新されている場合があります。

翻訳：
新藤翻訳サービス

グラフィックデザイン：
スイス・リー・リアルエステート&ロジスティックス/メディア・プロダクション、チュ
ーリッヒ

日本語版レイアウト：
株式会社MBEジャパン

シグマ本号の全内容は著作権の対象となっており、 全権利は留保されて

います。 掲載された情報は、 著作権または他の所有権に関する注記を削
除しないことを条件として、 個人的あるいは内部的な目的でのみ使用する

ことができます。 シグマに掲載されたデータを電子的に再使用することは

禁じられています。

本号の全部または一部を複写する場合は、公的な目的であっても、スイス・
リーによる事前の承認と、 出典表記 ( スイス再保険、 シグマ 2020 年第 6
号 ) が必要です。 ご利用の際は後日掲載誌をお送りください。

本調査中で使用された情報はすべて信頼できる情報源から入手していま
すが、 スイス再保険会社は、 その情報または将来予測に関する記載につ
いて正確性、 または完全性についての責任を認めるものではありません。
掲載された情報または将来予測に関する記載は情報提供のみを目的と
しており、 特に現在および将来の紛争について、 スイス再保険の立場を構
成するものでは決してありません。

本号の情報の使用に関連して発生したいかなる損失あるいは損害につい
ても、 スイス再保険は責任を負うことはありません。 読者は将来予測に関
する記載に過度の信頼を置かないようご注意ください。

スイス再保険は、 新しい情報、 事象等の有無に関わらず、 将来予測に関
する記述の修正およびアップデートを公表する義務を一切負いません。



スイス・リー・マネジメント・リミテッド
スイス・リー・インスティテュート
Mythenquai 50/60
P.O.Box
8022 Zurich
Switzerland

Tel   +41 43 285 2551
Fax  +41 43 282 0075
institute@swissre.com
institute.swissre.com


	エグゼクティブサマリー
	重要ポイント
	サプライチェーン寸断につながる世界経済の脆弱性
	COVID-19 により、オペレーショナルレジリエンス強化のためのGSC 再編の緊急性が増した
	製造拠点の移転・国内回帰で勝ち組となるのは…
	…そして世界的に見て移転する可能性が高いセクターとは
	サプライチェーン寸断に活用できる保険ソリューション
	サプライチェーン寸断の影響を定量化

	サプライチェーン：複雑な生産ネットワーク
	地球規模の展開

	変化の推進力
	根本要因
	変化の加速装置（アクセラレーター） ： COVID-19
	サプライチェーンを再編する可能性が高いセクター

	新しい並行サプライチェーン
	地理的分散と並行サプライチェーン

	サプライチェーンと保険
	リスク管理
	保険とサプライチェーンリスク
	データ: サプライチェーンリスク評価の鍵

	サプライチェーンの変化：影響を定量化する
	移行期間の成長効果を定量化する
	保険リスクプールへの影響を定量化する

	結論
	図
	図1 世界トップ20の経済のGSC参加度(付加価値輸出総額に占める割合%)、2018年
	図2 中国を除く世界の総生産高に占める中国の中間財供給の割合 (%)、セクター別、2015年
	図3 グローバルトレード/サプライチェーンへの参加度(左側)、および輸出に占めるグローバルバリューチェーン(GVC)、GDPに占める割合(%) (右側)
	図4 サプライチェーンリスクと変化の要因
	図5 新興アジア諸国における製造業の年間人件費 (米ドル、左図)、および物流、ビジネスのしやすさ、地調達率に関するランキング (右図)　
	図6 タイから主要貿易パートナーへの輸出、3ヵ月平均 (前年比)
	図7 世界の工業用ロボット導入台数、セクター別 (2018年 vs 2017年) 
	図8 米中貿易戦争のタイムライン
	図9 月間自動車生産台数 (2019年9月を100とした場合)
	図10 中国から米国への輸出品トップ10、輸出総額に占める割合 (%) 左図、および中国に変わる輸入先
	図11 中間財の輸入ボリューム、10億米ドル、2018年
	図12 世界の貿易取引vs海上貨物保険料ボリューム

	表
	表1 世界的にGSC再編の可能性が高いセクター
	表2 生産拠点移転スコアカード (平準化 z-スコア)
	表3 ステークホルダーの視点別 サプライチェーンのレジリエンス強化策
	表4 サプライチェーンリスクのための保険ソリューション
	表5 シナリオ解析：5年の移行期間中の投資、成長への影響、10億米ドル
	表6 並行GSCシナリオの移行期間5年間における保険料収入への影響


