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展望2021
2020 年の大混乱は、社会や企業のあり方を根本から変えた。
今後はウィズ・アフターコロナへの具体的な対応が、生き残りの最大のポイントとなる。
2021年、世界の、日本の、そしてわれわれの進むべき道はどこにあるのか。
時代の先端を走る識者 4名に語ってもらった。
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ＰＡＲＴ ❷ 医療ジャーナリスト

森まどか

迎え、４月には全都道府県で緊急

３月下旬ごろから本格的な流行を

プリンセス号での集団感染が発生。

れると、２月にはダイヤモンド・

１月に日本人初の感染者が確認さ

く、新型コロナ一色の１年だった。

２０２０年は思い返すまでもな

は新規感染者数が３桁台のままほ

後、ピークを過ぎた８月中旬以降

が確認される事態となった。その

は連日１０００人超の新規感染者

月に再び感染が拡大。８月上旬に

ものの、人の往来が増え始めた７

ことでいったん落ち着きを見せた

不要不急の外出自粛が徹底された

（取材日・２０２０年 月３日）

当分は「感染拡大」と「足踏み状態」を繰り返す

事態宣言が発令された。その後、
ぼ横ばいで推移してきた。
ところが、 月頃から都市部を

12

なった」ことだろう。

を与えたのは「人の移動が活発に

が考えられるが、最も大きな影響

が増えたことなどさまざまな要因

アクセスが容易となり、検査件数

気象条件の変化、ＰＣＲ検査への

された。気温の低下や乾燥などの

日には２１９３人の感染が確認

染者数が１０００人を突破すると

める。 月５日に１日あたりの感

中心に再 び感 染 者 数 が急 増し始

れるようになり、都心や観光地な

加。街中でも徐々に人の姿が見ら

複数人での会合や会食の機会も増

訪問や遠方への出張などコロナ禍

クに戻ったことで、顧客への直接

ったという。従来のオフィスワー

継続している企業は３割程度であ

た時点で在宅勤務やテレワークを

ち着き、緊急事態宣言が解除され

以外の複数人で食事やお酒を楽し

さざるを得ない飲食の場で、家族

開するようになる。これに応じて、 「Ｇｏ Ｔｏイ ー ト 」 はマス ク を 外

で自粛されていた業務も続々と再

むことを後押しする施策だ。実際

ョンが容易に起こりうる。特に、

策がおろそかになるシチュエーシ

不特定多数との接触など、感染対

ちになり、大人数で飲食や会話、

め、つい「新しい日常」を忘れが

遠方への旅行では解放感が伴うた

とで、感染の拡大に拍車をかけた。

除したり、不特定多数がせまい空

同時に入店できる人数の制限を解
「ＧｏＴｏイ ー ト 」のよ う な 外 出

間に密集するなど、万全な感染対

東京商工リサーチが２０２０年
７月に実施した調査によると、４

を促す施策を相次いで実施したこ

「Ｇ ｏ Ｔ ｏ ト ラ ベ ル 」
そ こ に、

に飲食店のなかには、来店時の検

2000年より専門放送局のキャスターとして
医療現場取材、医師、ヘルスケア企業、厚生労
働省担当官との対談等、数多くの番組に出
演。情報番組への専門家ゲストやコメンテ
ーターとしての出演のほか、企画、プロデュ
ース、ファシリテーターなど幅広く活動し
ている。新型コロナ関連は初期から取材。く
らしとコロナ、 医療現場へのコロナの影響
など執筆、コメント多数。主な出演は、
『グッ
とラック！』
『ひるおび』
（TBS系列）
、
『とくダ
ネ！』
『めざましテレビ』
（ CX系列）等。

どでは多くの人で密集するような

もり・まどか

温や手指消毒を徹底できていても、

11

状況も生まれた。

11

移動の活発化でリスク増大

18

～５月のいわゆる「第１波」が落

THE STRATEGIC MANAGER 2021.1

29

展望 2021
特集2

につながるパターンも多いと考え

知らずのうちに感染を広めること

行ったことがきっかけで、知らず

や業務出張、遠方への移動などを

のような無自覚・無症状者が通勤

患者が一定数存在することだ。こ

常といった症状が表れない無症状

感染しても発熱やせき、味覚の異

によって感染するが、厄介なのは

「マイ クロ飛 沫 」を吸い込 むこと

け で な く、 会 話 な ど で 飛 散 す る

新型コロナはせき、くしゃみだ

ったと言える。

の感染リスクを大幅に高めてしま

くみられた。これらが新型コロナ

策を実施できていなかった店も多

り、症状が悪化してしまうという

をおそれて受診を控えるようにな

を患っている人たちが感染リスク

血圧管理や糖尿病などの慢性疾患

じざるを得なくなった。さらに、

や手術を制限するなどの措置を講

病患者の治療を延期したり、入院

や心臓疾患、脳血管疾患などの重

に人手や病床を割いたため、がん

くの医療機関で新型コロナの治療

月にかけての「第１波」では、多

般医療への影響だ。実際に４〜５

医療従事者が危惧しているのは一

提供できない状態に陥っている。

幌市や旭川市では通常の医療さえ

ターの発生が深刻化しており、札

病院や高齢者施設などでのクラス

ている。

するなどの細かい対応が求められ

とコロナ疑いの患者とで変えたり

たり、建物内の導線を通常の診察

感染を防ぐために診察時間を分け

を実施しているが、不特定多数の

発熱外来やＰＣＲ検査などの対応

また、現在は地域の医療機関が

促すという問題意識もあるのだ。

え、医療崩壊を防ぐための行動を

っ迫する医療現場の現状を広く訴

え、政策に提言しているのは、ひ

を開き、医療現場の「現実」を伝

中川俊男会長が定期的に記者会見

科会の尾身茂会長や日本医師会の

新型コロナウイルス感染症対策分

するという事態まで発生している。

を担当していた看護師が一斉退職

ひ まつ

られる。

事例も全国で見られた。

重なり合った結果と言える。

検数の増加などさまざまな要素が

などの気象条件、ＰＣＲ検査の受

こと、さらに前述した寒さや乾燥

染対策が形骸化し精度が低下した

の状況に慣れてしまったこと、感

方向に進むなか、多くの人々が今

発生したのは、社会が「緩和」の

く続いている。多くの医療従事者

が、このような状態はほぼ１年近

なかで日々の業務にあたっている

させない、というプレッシャーの

も自身が感染しない、家族に感染

仕事場だけでなくプライベートで

ることなく患者を受け入れている。

が比較的少なかった時期も途切れ

わる医師や看護師たちは、重症者

ごせない。コロナ患者の診療に携

医療従事者の心理的負担も見過

るワクチンが開発途上にある。そ

研究段階を含めると２００にのぼ

ぐるしいスピードで進んでおり、

国際的にもワクチンの開発は目ま

いる。コロナワクチンの普及だ。

一方、明るい兆しも見え始めて

コロナと向き合っているのだ。

ほどのプレッシャーを抱えながら

しく、医療従事者は想像を絶する

このように医療現場の状況は厳

「第３波」が
いわゆる「第２波」

他方、医療現場では非常にひっ

は疲弊しきっており、実際に大阪

のうち 件近くがすでに臨床試験

ワクチンの普及がカギ

迫した状態が続いている。とりわ

府内のある病院では、コロナ病棟

ひっ迫する医療現場

け感染者が急増した北海道では、

50
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に突入しており（２０２０年

月

に流行しているように、新型コロ

感染者は出続けることが予想され

このようにコロナワクチンの普

ナも感染リスクをゼロに抑えるこ

階に入り、こちらも実用化が期待

たのがファイザー（米国）とビオ
及は目前まで迫りつつあるが、課

とはきわめて難しいだろう。

る。インフルエンザが毎年のよう

ンテック（ドイツ）が共同で開発

題も多い。特にワクチンの受け入

されている。

したワクチンである。臨床試験の

れ態勢や保管環境の整備が急務だ。

タートし、米国も後に続いている。

医 療 従 事 者 ら を 対 象に 接 種 がス

されており、まず英国で高齢者や

ス 度以下という超低温での保管

れる遺伝子を用いており、マイナ

のワクチンは「ｍＲＮＡ」と呼ば

例えばファイザー・ビオンテック

染拡大」と「足踏み状態」を繰り

びているが、もうしばらくは「感

ワクチンの実用化が現実味を帯

「自分ごと」として対策を

結果、約 ％の発症予防効果が示

現在）
、いちはやく 実用 化 が見え

12

モデルナ（米国）が開発中のワ

95

点が課題として残るものの、開発

さらなる検証が必要と指摘された

成績であったと中間発表しており、

ラゼネカ（英国）も臨床試験が好

られる予定だ。そのほか、アスト

ビオンテックに続いて接種が進め

れており、米国ではファイザー・

約 ％程度の発症予防効果が示さ

クチンにも注目したい。こちらも

日本人でも同様の効果を確実に得

しい予防効果が得られたとしても、

る可能性があり、たとえ欧米で著

ンの効果は人種によって差が生じ

要があるだろう。その上、ワクチ

輸送するのかを早急に議論する必

のか、いかにして日本まで安全に

きないため、どのように保管する

管しても数週間しか効力を維持で

が求められる。一般の冷蔵庫で保

感染対策の徹底を継続する必要が

シング、適度な換気など基本的な

クの着用、ソーシャルディスタン

めにも、手洗いや手指消毒、マス

や社会活動をストップさせないた

いる。医療崩壊を防ぎ、経済活動

療崩壊ともいえる状況に近づいて

は医療現場で、地域によっては医

る。前述したように特に深刻なの

日本は感染拡大の真っただ中にあ

返すことが予想される。そして、

70

られるとは限らない。

府はファイザー・ビオンテック、

が展開されている。実際に日本政

に実用化するべくさまざまな動き

復した人の

％が再感染を防ぐ

調査で、新型コロナに感染し、回

他方、横浜市立大による最新の

人 数での会 食 を 控 えるな ど、
「自

は時差通勤やリモートワーク、大

ある。ビジネスパーソンにおいて

日本でもコロナワクチンを早期

の最終段階まで来ている。

90

前半での普及を目指して国内での

ことで合意しており、２０２１年

それぞれワクチンの供給を受ける

モデルナ、アストラゼネカから、

果が期待できる可能性が高まった

により、ワクチン開発に一定の効

いることが明らかになった。これ

「中和抗体」を半年以上保有して

持 ち、
「感 染 し な い・ さ せ な い 」

ひとりひとりが強い予防意識を

て行動してほしい。

分ごと」としての問題意識を持っ

（インタビュー・構成／本誌・中井修平）

止につながるのだ。

よう行動することが、感染拡大防
とはいえ、ワクチンの接種が進

とする見解も広がりつつある。

に、日本企業のアンジェスが手が

んだとしても、今後も一定程度の

臨床試験が進められている。さら

98

けるワクチンも臨床試験の第２段
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ＰＡＲＴ ❸ 双日総合研究所 チーフエコノミスト

吉崎達彦

まで善戦したのは意外でした。得

米大統領選でトランプ氏がここ
大方の予測を覆し、 議席以上議

今回行われた下院選で共和党は

治的影響力は衰えないでしょう。

（取材日・２０２０年 月2日）

「ウィズ・ト ランプ」の米国は内向き志向を強める
票数は７４００万票。前回の大統
席数を伸ばしました。 年 月に

積みしている。米国のコロナによ

は中間選挙が予定されており、ト

12

０１９年まで順調に成長していた

していたはずです。米国経済は２

なければトランプ氏はきっと勝利

態にありますが、パンデミックが

ンネル」のような動画サイトを立

すから。退任後は「トランプチャ

万票以上獲 得した実 績がありま

多いはずです。なにしろ７０００

る状況では、法案も予算も通すこ

日に新政 権は発足

するのです。

バイ・アメリカンは変わらず
月 日にジョージア州で実施

す。民主党は 兆ドル規模の追加

り組むべき課題は「コロナ対策」で

むろん、新大統領が真っ先に取

状況に戻るわけではありません。

月

「ウィズ・トラン プ 時 代 」に突 入

ち上げ、民主党の政策を批判した

年

米国史上最高齢の大統領はいかにかじ取りするのか

では完全雇用に近いといえる状態
まで改善していました。

します。ただ、この間のいろいろ

きん さ

さりながら、結果は僅差ながら

20

な混乱がリセットされ、 年前の

1

バイデン氏の票が上回った。米国
社会の分断はとても根深いものが
あります。所得格差の問題だけで

4

全議席も確定します。ジョージア

される決選投票をもって、上院の

るのか。当面、内政重視にならざ

している。この隔たりをどう埋め

きく、共和党に多数を握られてい

大です。米国では上院の権限は大

じれ状態」でスタートする公算が

院は民主党が多数派を占める「ね

い。よって、上院は共和党が、下

はパリ協定への復帰を宣言します。

大統領就任と同時に、バイデン氏

連合（ＥＵ）との関係修復」です。

ば、優先度の高いテーマは「欧州

あ えて 外 交 政 策 を 占 う と す れ

は必定です。

るを得ず、外交が後回しになるの

和党は５０００億ドル規模を主張

予算を求めているのに対して、共

2
州では共和党が全 議席を独占し

5

ており、両方とも失う可能性は低

2

はありません。白人中高年層の自
殺率の増加や、平均寿命の減少傾
向など、にわかには信じがたい事
態 が 起 こっている。
「ト ラン プ 現
象」の背景には、
ルサンチマン（怨
念）のようなものが横たわってい
るのです。
大統領退任後もトランプ氏の政

1

21

のではないでしょうか。

し、株価も高水準にあった。さら

1 9 6 0 年 富 山 県 生 ま れ 。一 橋 大 学 卒 業 後 、
日 商 岩 井（ 現 双 日 ）入 社 。米 ブ ル ッ キ ン グ
ス 研 究 所 客 員 研 究 員 な ど を 経 て、2004
年 か ら 現 職。
『気づいたら先頭に立って
いた日本経済』
（ 新潮新書）など著書多数。

とはできません。

よしざき・たつひこ

トランプ的なるものは健在であり

photo・熊木富男

りして、存在感を発揮しつづける

る死者数は

ランプ氏の支援に期待する議員は

11

万人に迫る異常事

領選より、１０００万票以上も上

10

22

に失業率は ％台で推移し、米国

30
3
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外交政策を担う国務長官候補とし
の政策を１８０度軌道修正するこ

修正点があっても、トランプ時代

ＴＰＰ、量のＲＣＥＰ」とも言わ

撤 廃の 水 準 はゆるや かで、
「質の

も享受できるのは日本です。加盟

て指名されたのは、オバマ政権で
対日政策の優先順位は低く、重

国である中国と韓国は、日本にと

れます。ＲＣＥＰでメリットを最

大な問題意識もないように思えま

って最大の貿易相手国と第 位の

とは考えにくい。

国務副長官を務めていたアントニ
ー・ブリンケン氏。いかにも知的

す。ありがたいのは、バイデン氏

す。菅義偉首相が、尖閣諸島は日

任者に比べれば、安心感がありま

閣僚をクビにしたりするような前

ものの、ツイッターのつぶやきで

いう点。意思決定に時間はかかる

が周囲の意見を聞く人物であると

ＲＣＥＰは事実上、日中韓のＦＴ

を締結するのは当面むずかしい。

交関係を鑑みれば、二国間で協定

いませんでした。しかも昨今の外

済連携協定）はこれまで存在して

わらず、日中、日韓のＦＴＡ（経

相手国という間柄であるにもかか

他方、オーストラリアやニュー

であるとの米国の声明を引き出せ
たのも、バイデン氏が外交スタッ

ジーランドなどにはそれほどメリ

共 和 党 が多 数 派を占める上院と

いずれにしろ、バイデン政権は

今後注目されるのはＲＣＥＰ、Ｔ

すでに個別に結んでいるからです。

日中韓やアセアン諸国とＦＴＡを

ットはありません。というのも、

民主党内左派の板挟みでのかじ取

ＰＰのいずれにも加盟していない

米国の出方です。太平洋をまたぐ

自由貿易圏が誕生するにもかかわ

らず、不参加でよいのか。ＲＣＥ

ェイクアップコールの役割を果た

Ｐの合意が米国に覚醒を促す、ウ
クスとして、ＲＣＥＰ（地域的包

すことを期待しています。

ると、株高の傾向にあります。た

世界各国の足元の経済状況をみ
カ国で世界人口およびＧＤＰの約
く大きいということ。ただし関税

ており、実体経済とかい離してい

だ、企業業績はおしなべて悪化し

げられます。その意義は、署名

括 的 経 済 連 携 協 定 ）の 合 意 が 挙

年の通商交渉をめぐるトピッ

ＲＣＥＰ＝日中韓ＦＴＡ

なるでしょう。

りが求められ、前途多難な船出と

といえます。

フのアドバイスに耳を傾けた結果

Ａと見なすこともできます。

米安全保障条約第 条の適用範囲

3

な風貌で、外交、安全保障の専門
家がホワイトハウスにようやく戻
ってきた感があります。語弊があ
るかもしれませんが、ポンペオ国
務長官や、かつて首席戦略官だっ
たスティーブン・バノン氏といっ
た押し出しの強い人々と異なり、

国務長官就任が見込まれるアントニー・ブリンケン氏
RCEPには15カ国が署名

ワシントンで久しく見かけなかっ
たタイプです。
トランプ政権はイラン核合意か
らの離脱や中国に対する制裁関税
など、ずいぶん強硬な外交政策を
とりました。もっとも、安全保障
の専門家の中には、中国の脅威に
人々の目を向けさせた功績を評価
する声があるのも事実です。国内
でトランプ支持層がこれだけ広範
に存在するのを見せつけられたあ
と、新政権は従来の政策をただち
に転換することはできないでしょ
う。仮に対中制裁関税を取りやめ
れば、トランプの方が自分たちの

5

割にのぼるなど、規模がとにか

15

主張を代弁してくれたと受け止め
る国民が出てきてしまう。したが

20

3

って、
「バ イ・ ア メ リ カ ン 」 と い
う大きな方向性は今後も変わらな
いでしょう。移民政策などで多少
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ると言わざるを得ません。経済を
左右する最大の関数は、コロナの
感染状況です。感染が終息しつつ
ある中国は 年、プラス成長が見
込まれる一方、日本、米国、欧州

は 月 日で、中国共産党が上海
で結党されたのも１００年前の同
年延

英国のような国が議長を務めるの

は望ましいかもしれません。

年、
「東 京 ２０２０」は は た

念日がくしくも重なってしまいま

期されたことにより、ふたつの記

ると私は見ています。仮に開催で

から言うと、予定どおり開催され

して開催されるでしょうか。結論

じ日。
「東 京 ２０２０」 が

した。中国はどのような形で祝典

きなかった場合、次回は 年にパ

です。

を開くのか、大変興味深いところ

21

リで予定されていますが、感染状

脱という結果もあるかもしれない。

レグジット、すなわち合意なき離

か。場合によっては、ハード・ブ

いるＥＵ離脱の行方がどうなるの

脳同士がぎりぎりの交渉を行って

げるとすれば英国です。まず、首

いうのが、国際オリンピック委員

ても、とにかく開催してほしいと

たとえ参加国や観客が大幅に減っ

年までの放映権を購入しています。

ある。米国の放送局ＮＢＣは、

う。それからスポンサーの意向も

開催するのは、もっと困難でしょ

況が東京よりも深刻なフランスで

それから英国はＧ サミットの議

そのほか 年、注目する国を挙

24

各国は相当のマイナス成長を余儀
なくされる。 年は反発が予想さ
れますが、その幅はやはりコロナ
の動向次第です。
私は日本社会にいま求められる
じゆうしん

1

長国でもある。 年の議長国は米

会（ＩＯＣ）をはじめとする関係

者の大方の声です。

ともあれ開催を左右する最大の

止となれば初めての事態です。英

襟を開いて親交を深める場で、中

越えるべきハードルがたくさんあ

の整備や副作用の確認など、乗り

捗です。実用化までには生産体制

しん

行われたけれども、リアルの会合

ファクターは、ワクチン開発の進

国は開催に向け、参加国に対して

ります。副作用で 人でも死者が
また、 月にはグラスゴーで第

ます。

根回しをすでに始めていると聞き

ちよく

はなかった。Ｇ は首脳同士が胸

国で、オンライン形式での会合は

32

のは「縦深性」であると訴えてい
ます。この言葉はもともと軍事用
語で「縦深防御」ともいわれ、敵
の前進を遅らせる戦略を意味しま
す。これと反対の考え方が「水際
作戦」です。日本はコロナを何と
か水際で防ぎたかったけど、感染
拡大をゆるしてしまった。日本人
年向

は短期決戦が好きです。とはいえ、
ことコロナに関しては 〜
き合う必要があると腹をくくった
方がよい。朝令暮改もいとわず、

7

20

7

回気候変動枠組条約締約国会

発生すれば、そのワクチンは危な

う よ

いと考えるのが日本のお国柄。で

すから、五輪開催前までに紆余曲

う臨むのか。ニューノーマルで迎

ョンソン首相はこれらの課題にど

（インタビュー・構成／本誌・小林淳一）

います。

はあやしいと考えた方がよいと思

折が予想され、接種が間に合うか

える初めての国際会議ですから、

議（ＣＯＰ ）が開催される。ジ

1

「ＧｏＴｏキャン ペーン 」 を は じ
めとする施策を感染状況にあわせ
て柔軟にコントロール していくべ
きです。

開催可能性の高い東京２０２０
年の注目イベントは何といっ

です。開会式が予定されているの

21

26

3

23

11

2

7

26

20

21

ても、東京五輪・パラリンピック

21

2021年英国はG7 議長国などを務める
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ＰＡＲＴ ❹ 日本総合研究所 副理事長

山田 久

済の屋台骨を支えていたインバウ

ＧＤＰ成長率３・５％増見込むも〝完全回復〟は期待薄
新型コロナ感染症は日本経済に
年のＧＤＰ年率成長率を見てみる
ントとなるはずだった東京五輪・

世界中を巻き込んだビッグイベ

ンド需要も蒸発した。

と、１～３月期が前期比マイナス
パラリンピックも２０２１年に延

根深い爪あとを残した。２０２０

２％、４～６月期がマイナス ％、

が発出されていた４～５月にかけ

上下している。特に緊急事態宣言
客を集めての開催は難しいだろう。

も以前のように１カ所に大勢の観

論が進められているが、少なくと

期。今のところ開催する方向で議

ての景況が壊滅的で、巷間言われ

そもそも、ワクチンの接種が進ま
を受け入れることさえままならな

動の停滞に拍車をかけた。このよ

均株価も同様だ。２月から３月に

で推移するようになった。ダウ平

を被った。これらの業界を中心に

にしても、現状では不確実な要素

景気回復のカンフル剤と期待する

ナス７％。つまり、景気の下ぶれ

のＧＤＰ年率成長率は前期比マイ

コロナはこれらの状況を加速させ

は一昨年から始まっていて、新型
このように、最近の日本経済は

たというのが大方の見 立てである。
カスされがちだが、実は２０１９

月には一時３万ドル台まで到達
している。

好調の要因は世界各国で相次い

で実施された金融緩和政策である。

米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）や

率の引き上げである。 年の増税

を迎えていた。きっかけは消費税

クの兆しが見え始めた３月に一時

る。日経平均株価はコロナショッ

一方、株価は好調に推移してい

の資金が流入した。日本でも一律

とに行き渡り、株式市場にも多く

ことで、多くの資金が消費者のも

の中央銀行が財政支出を増やした

欧州中央銀行（ＥＣＢ）など世界

時と比べて駆け込み需要こそ少な

１万６０００円台まで落ち込んだ

10

12

13

万円の特別定額給付金が全国民

かったものの、それでも個人消費

株価は堅調に見えるが……

新型コロナの影響ばかりがフォー

が多く、現実的ではない。

12

ものの、右肩上がりで回復。その

月 ごろから 景 気 は 後 退 局 面

12

10

は落ち込んだ。さらに、一昨年の

年

月以降ゆるやかに上昇しており、

かけて下降線を描いたものの、４

号も企業活

1 9 8 7 年、京都大学卒業後、住友銀行入行。
98年、日本総合研究所調査部主席研究員。
その後、経済研究センター所長、マクロ経
済研究センター所長、ビジネス戦略研究セ
ンター所長、調査部長兼チーフエコノミス
トなどを経て2 0 1 9 年から現職。15年には
京都大学で博士号（経済学）を取得。
『 同一
賃金同一労働の衝撃「働き方改革」のカギ
を握る新ルール』
（ 日本経済新聞出版社）な
ど著書多数。

うな影響もあり、 年 ～ 月期

島を直 撃した台風

やまだ・ひさし

い。東京五輪・パラリンピックを

こうかん

ているように飲食業、観光業、宿

なければ海外の競技選手や観光客

７～９月期がプラス ％と激しく

30

泊業などの業種で甚大なダメージ

20

倒産や雇い止めが相次ぎ、日本経

19

19

後は常時２万～２万５０００円台

10

月 日から 日にかけて日本列

10

に支給された。新型コロナの影響
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14

ンドとなっているのがＩＴ・デジ

経平均ともに伸長。なかでもトレ

帯びたことを背景にダウ平均、日

ロナワクチンの実用化が現実味を

度見通せるようになったこと、コ

降は米 大 統 領 選の行 方 がある程

もあったとみられる。特に 月以

一つとして株式投資に費やした面

ろうが、そうでない人は使い道の

で困窮した人は生活費にあてただ

経済の回復である。

要の蒸発。そしてもう一つは中国

停滞。もう一つはインバウンド需

の外出自粛によるレジャー消費の

ポイントは三つ。一つは不要不急

今回は従来と逆に動いているのか。

定して推移する場合が多い。なぜ

非製造業・サービス業の業績は安

あおりを最も受けるのは製造業で、

が伸びている。通常、景況悪化の

である。

易戦争はいったん落ち着く見込み

り、関税引き上げの形での米中貿

国際協調路線を歩むとみられてお

ランプ氏と比べて、バイデン氏は

保護主義的な政策を掲げていたト

るとみられているからだ。ただ、

題を背景に対中強硬路線を維持す

ー・バイデン氏が、中国の人権問

領 選 の 勝 利 が 確 実 と なった ジョ

ただし、好調の要因は各国の財

期待する向きが見て取れる。

ンライン化、デジタル化の動きに

ど、コロナ禍で加速した業務のオ

ンスフォーメーション（ＤＸ）な

インミーティング、デジタルトラ

タル分野だ。テレワーク、オンラ

に行ったことで中国経済は徐々に

になった。特に公共投資を積極的

内経済の立て直しに取り組むよう

家としての威信を取り戻すべく国

の後、国際的な信用を回復し、国

使して早期の封じ込めに成功。そ

中国では、国家権力を最大限に行

コロナショックの発端となった

現時点（２０２０年

によって、展望は大きく変化する。

ワクチンの有効性や投与スピード

のはやはり、コロナワクチンだ。

のだろうか。その行方を左右する

１年の日本経済はどう進んでいく

このような状況のなか、２０２

月）では、

ＧＤＰ成長率は３％が妥当

政支出政策で多くの資金が株式市

上り調子になり、次第に日本の中

年上半期中に投与が開始され、

ている。観光業、宿泊業、外食産

影響の格差が一層浮き彫りとなっ

今回のコロナ下では、業種間の

周辺諸国との対立など、国際情勢

込みだが、中国の過剰債務問題、

このような動きはしばらく続く見

禍以後で初めてプラスに転じた。

月比８・２％増）を記録。コロナ

出額は１兆３２９０億円（前年同

２０２０年７月には日本の対中輸

動きは２０２１年も続くだろう。

比較的堅調に推移している。この

期待できる。

ことができれば、本格的な終息も

ワクチンの普及で感染者を抑える

というシナリオが有力だ。コロナ

下半期にかけて普及が進んでいく

特に７月以降は回復基調にあり、

決されないと予想される。米大統

特に米中間の対立はすぐには解

による需要喚起策が頼みの綱だ。

た業界は「ＧｏＴｏキャンペーン」

中国向けの輸出が伸 長

業などの非製造業が軒並み大打撃

を脅かすリスクも根強く残ってい

なかでも自動車や建設機械の輸出

すでに述べたように、製造業は

を受けた一方、製造業のなかには

一方、コロナ禍でダメージを受け

国向け輸出も活発化する。実際に、

12
る点は見過ごせない。

21

業績を堅持している分野もある。

いことに注意が必要だ。

済の改善を表しているわけではな

場に流入したことにある。実体経

11
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回の米大統領選でバイデン氏の勝

まず「グリーン化」である。今

本では少子高齢化による労働力人

ロナでも加速するだろう。特に日

れないが、この流れはアフターコ

を活用した業務スタイルが普及し

者 数に 応 じて 制 限 と 制 限 解 除 を
利が確実となったことで、米国の

口の減少が社会的課題だ。早期に

トは「グリーン化」
「デジタル化」

繰り返すことになるだろう。アク

パリ協定への復帰がほぼ決定的と

業務のデジタル化を進め、労働力

しかし、時機を誤ると昨今のよう

セルとブレーキを踏み分ける微妙

なった。これにより、国際的な環

不足をカバーする態勢づくりが急

た。多少の揺り戻しはあるかもし

な制御感覚が成否を分けそうだ。
たがって、コロナ前の日本経済を

境問題への取り組みがより一層加

を推進することだ。

少なくとも気候が温暖になる３～
支えていたインバウンド需要は２

な感染拡大につながるため、感染

４月頃までは感染爆発、医療崩壊

さらに、これらを推進するため

務となる。

の社内体制の確立や機運の醸成、

速する見通しだ。これに先駆けて、
リン車の全廃が決定しており、新

技術開発・人材育成への積極的な

０２１年中もほぼ期待できないと
以上を総合して考えると、２０

車で販売する全ての車を電気自動

投資も欠かせない。
「グリーン化」

が懸念されるため、コロナショッ

２１年のＧＤＰ年率成長率は３・

車（ＥＶ）にする方針が出された。

「デ ジタル化 」は時 代の流 れ だ。

中国では２０３５年をめどにガソ

気温が徐々に暖かくなり、コロ
５％のプラスになると予想する。

環境問題への取り組みはもはや世

これらへの備えを万全に進めるこ

みている。

ナワクチンが普及しだすと経済の
ある程度の景気回復は見込めるだ

界的な潮流だ。日本企業も二酸化

ク前の制限のない市場経済に戻る

本格的な復活も現実味を帯びてく

ろうが、コロナショック前の水準

とで、やがてアフターコロナでの

ことはないとみている。

る。そうなると、念願だった東京

炭素の排出量削減や再生可能エネ

躍進に結びつく。

までは戻りきらないだろう。

ルギーの積極活用といった対応が

五輪・パラリンピックも規模を縮
小しての開催が期待できそうだ。

２０２１年はより良いスタート
次に「デジタル化」である。今

にしたい。

求められるだろう。

最後にコロナ禍終息後の日本経

回のコロナ禍で、リモートワーク

（インタビュー・構成／本誌・中井修平）

グリーン化とデジタル化が加速

ピードは各国によって異なるため、

済を概観する。日本企業がアフタ

やオンライン商談などＩＴツール

ただし、コロナワクチンの普及ス
外国人を無制限に受け入れるには

ーコロナを生き抜くためのポイン

ダッシュを切るための準備の１年

まだ少し時間がかかるだろう。し
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