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　国際的な動きとして、英国は経済の下支え
のためにも本年初めにもTPP（環太平洋パー
トナーシップ協定）への参加を申請する意向を
もっている。また中国も参加を積極的に検討し
ていると聞く。今月発足する米国新政権は国際
協調路線復帰を掲げているといわれるが、保護
主義を続けると思われ、対外圧力はなお根強い
ものとみられる。
　コロナ禍にある経済を乗り切り、コロナ後の「新
常態」を考えれば、各国政府の財政支援は欠かせ
ないであろう。だが、各国とも政府債務は膨らみ、
本年には第二次世界大戦の水準を超えて過去最
高に達しそうである。IMFはコロナ禍以前の水準
に世界経済が戻るのは、長い登り道だとしている。

　IMF（国際通貨基金）によれば主要国の財政
出動もあって、本年の世界経済成長率は5.2％

（昨年はマイナス4.4％）になるという見通しで
ある（昨年10月時点）。経済回復の動きが速い
中国では8.2％（昨年は1.0％）、米国は3.1％（昨
年はマイナス4.3％）となっている。日本の経済
成長率は低く2.3％（昨年はマイナス5.3％）に
なるものとみられている。

１．長い上り道にある世界経済

2021年日本経済・九州経済の展望

　一昨年暮れから今年にかけて新型コロナウイルスが世界的に猛威をふるい、各国経済はもちろん日本経
済に大きな影響を与えている。これまで前提となってきたのは、人が集まったり移動したりして進む経済
やビジネスである。ところが、コロナ禍のもとで人々の移動や接触が大きく制限され、経済の伸びがみら
れないどころかマイナス成長になっている。
　コロナ禍で必要不可欠になってきたのが安全なモノやサービスを提供する非接触経済・ビジネスであ
る。例えばオンラインを利用した各種ビジネスである。英国のエリザベス女王は94歳にして初めてテレ
ワークで仕事をされたそうである。
　今月、米国で新政権が成立するとみられるが、特には米中間の経済的関係に変化が起こるのだろうか。
今のところ新型コロナウイルス収束の兆しはみられない。本年夏、東京オリンピック、パラリンピックも予
定されている。日本経済も九州経済も厳しい状況が続くのだろうか。

福岡大学 名誉教授　川上　義明

 2019  2020  2021  
 2.8 4.4 5.2 
 2.2 4.3 3.1 

 1.3 8.3 5.2 
 0.6 6.0 4.2 

 1.5 10.6 5.2 
 1.5 9.8 5.9 

 0.7 5.3 2.3 
 6.1 1.9 8.2 

 4.2 10.3 8.8 

図表１　世界経済の見通し

（注）数値は実質国内生産（GDP）の前年比。
（資料）IMFの世界経済見通しによる。

 （単位：％）

  GDP  
 233.9  42  

 1.3 ( 155 ) 37  
 6,112 ( 75 ) 34  
 5,695 ( 80 ) 26  
 5,900 ( 72 ) 24  

 4,529 ( 37 ) 20  
 3.3 ( 355 ) 15  

図表２　主要国のコロナ対策費

（資料）内閣府「世界経済の潮流」、2020年11月による。
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コードをスキャンし、カードで決済する無人店
舗が増えそうである。実証実験を終えたコンビ
ニもある。店舗の無人化は生産性の向上につな
がることになる。また、コンビニでは本部と加
盟店との間での問題・紛争を解決すべく、フラ
ンチャイズチェーン協会が本年4月を目処に設
立されることになっている。
　金融では、通貨は世界的に「中央銀行デジタ
ル通貨」（CBDC）の時代を迎えようとしてお
り、研究や実験が進んでいる。日本銀行は今春

「デジタル円」の実験を始めるとみられる。大手
銀行では法人向けと個人向けといったように店
舗体制の見直しが行われている。また、窓口で
現金を扱わない「キャッシュレス店舗」も広が
りを見せそうである。
　一方、人口減少、低金利、デジタル化といっ
た問題を抱える地銀各行は手数料の新設や引き
上げを進めている。地銀の合併や統合を促す支
援策として、同じ県内でも地銀の合併でシェア
が高くなっても独禁法の適用除外とする特例法
がすでに施行されている。さらに、政府・金融
庁では本年夏には合併や統廃合を促す新制度を
創設するものとみられる。日銀も効率の改善や
統合を決めた地域金融機関への支援策を打ち出
している。
　交通では、例えば鉄道の場合、新幹線での出
張需要や観光需要、訪日客需要の回復は当面メ
ドが立っておらず、主要鉄道会社の本年３月期
の予想最終損益はいずれも赤字となっている。
　航空では、「需要の蒸発」で国内・海外とも
乗客数が激減し、国内外の航空会社の経営は悪
化している。海外では、航空会社の経営破綻や
業績の低い企業の買収といった再編成が行われ
ている。日本の航空会社の本年３月期の収益予
想は純損益が過去最大の赤字になると予想さ
れ、目下、固定費が嵩むビジネスモデルを変革
し、飛行機が飛ばせなくても収益の上がる事業
が模索されている。国内路線の廃止や本年３月
まで運休を余儀なくされているLCCもある。

　コロナ禍の下、本年夏に東京オリンピック（７
月〜８月）とパラリンピック（８月〜９月）の
開催が予定されている。無事な大会になること
を祈りたい。
　さて、最も新しい日銀短観（昨年12月調査）
によれば、業況判断は、全産業・大企業でマイ
ナス10、中小企業でマイナス27と大変厳しい
状況にあるが、前回調査（９月）よりは全規模
で３ポイント改善を見せている。
　ウィズコロナにおいてデジタル化・オンライ
ン化が企業の大小を問わず、企業の間で進んで
おり、リモート勤務が増えている。人々の働き
方が大きく変わっており、効率も上がっている

（図表３）。
　こういった新しい働き方が進む一方、仕事を
奪われる人々もいる。例えば、厚生労働省の集
計によれば雇止めは７万人を超えている（昨年
11月時点）。雇用悪化が続いていけば消費市場
が縮小し、結局購買力が低下するであろう。
　製造業では産業構造再編も進んでいる。例え
ば、造船や鉄鋼業等、国内の生産拠点は縮小し
つつある。各企業は国内生産拠点に「マザー工
場」としての役割を持たせようとする経営戦略
をとりつつある。とはいえ、上場企業のうち４
分の１の企業が本年３月期の予想見通しを上
方修正している。中でも、自動車産業では業績
の低迷が続く企業もあるが、その一方で特には
米国で新車需要の回復が見込まれ、自動車企業
は本年３月期の業績予想を上方修正している。
世界の主要自動車市場を見ると、そこに見える
のは、自動運転車であり、もう１つにはEVや
PHV等「新エネルギー車」（NEV）へのシフト
―ガソリン車の需要減少である。
　商業では、巣ごもり消費によってドラッグス
トアや食品スーパーの業績は好調である。今後
は店員を置かずセルフレジで客が商品のバー

２． コロナ禍と構造的変化の中の日本
経済
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のだろうか。
　日本で最近株式の公開買い付け（TOB）によ
る経営統合がみられる。TOBには相手先企業
の賛同が得られる場合（友好的買収）と得られ
ないドラスティックな場合（敵対的買収）があ
る。目立った例は、初めＡ社がＢ社へTOBをか
けていたのだが、そこへ別の企業C社が重ねて
Ｂ社へTOBをかけたことである。結局B社はＣ
社の傘下に入ることになった。幸いといってよ
いだろうか、敵対的TOBにならずに済んだ。も
う１つの例は経営多角化の一環として大手不動
産会社がスタジアムアリーナ事業を運営する企
業にTOBをかけた例である。まさに経営のド
ラスティックな（思い切った）面を見せられた。
今後さらにこのような形での経営統合や産業再
編成が増加するかもしれない。経済の活発な側
面として挙げてよいのは、新型コロナウイルス
の感染拡大で延期や中止が相次いでいたのだ
が、成長が見込める分野の企業の新規株式公開

（IPO）が増えていることである。

　以上、新型コロナ禍の下での日本経済や産
業、企業の動きを見たが、今後注目したいのは、
日英EPA（経済連携協定）である。英国がEU
離脱に伴う移行期間が終了することに伴い、日
欧EPAが適用されなくなるため、日英間で交渉
が行われていた。昨年12月４日に国会で承認
され、英国議会でも７日に承認され、今月１日
の発効が正式に固まっている。基本的には日欧
EPAの内容が維持され、今後、日英間の貿易・
投資の更なる促進を期待してよいだろう。も
う１つは「東アジア地域包括的経済連携協定」

（RCEP）と日本企業との関わりである。昨年11
月に日中韓等15か国はRCEPに調印した。日本
にとって最大の貿易相手国である中国と韓国も
協定に加わっている。各協定参加国はもちろん
日本の中国への輸出シェアは一段と増加する。
特にはアジアに近い九州の企業にとって多くの
メリットが生じるであろう。もう１つにはTPP
への参加を日本の最大の貿易相手国である中国
が表明しているが、今後どのように事態は進む

図表３　テレワークの効果

原注（1）n数は比重調整後の企業数。（2）テレワークを導入している企業に対して聞いたもの。
（原資料）総務省「平成30年通信利用動向調査」
（資料）『中小企業白書』（2020年版）、I－90ページ。

1000万円〜3000万円未満 （n＝59） 20.9% 53.1% 22.1%

3000万円〜5000万円未満 （n＝33） 15.7% 64.3% 14.0% 6.0%

5000万円〜１億円未満 （n＝84） 23.6% 49.2% 21.6%

１億円〜５億円未満 （n＝103） 25.7% 62.8% 8.5%

50億円以上 （n＝50） 18.9% 64.9% 14.3%

非常に効果があった あまり効果がなかった

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
（%）

効果がよく分からない
ある程度効果があった マイナスの効果があった 無回答

10億円〜50億円未満 （n＝45） 17.4% 62.7% 15.4%

５億円〜10億円未満 （n＝13） 8.5% 65.9% 20.3%

1000万円未満 （n＝15） 17.1% 39.4% 43.6%

全体 （n＝402） 21.1% 58.1% 16.9%
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本年も工事が進められ、来年秋ごろに開業予定で
ある（列車名は伝統ある名称の「かもめ」である）。
　航空業では、福岡空港の国内線の発着はやや
回復しつつある。入出国案件の緩和で国際線も
少しずつ再開し始めているが、福岡空港の運営
会社福岡国際空港（EIAC）では、本年３月期の
同社の純損益は赤字を見込んでいる。
　宿泊業界は厳しい状況にあるが、新常態下で
の需要を見込んで、Hリゾート社は観光資源の
ある九州での旅館やホテルといった宿泊施設を
九州３県で５施設の運営を予定している。
　九州各地で再開発が進んでいる。福岡市では
これまで規制緩和によって「天神ビッグバン」
が進められてきた。その第１号として本年９月
には「天神ビジネスセンター」が完成予定であ
る。また、熊本駅や長崎駅、宮崎駅周辺でも再
開発が進んでいる。

＊　　　　　　＊　　　　　　＊

　2021年度の国の予算は過去最大規模のもの
になりそうである。コロナ禍の下で医療体制の
整備や経済対策に財源が必要となる。したがっ
て、支出を抑えることばかり考えるわけにいか
ないが、国債費は対前年比9.2％と大きく増加
しており、財政規律が懸念される。
　企業経営を巡っては、コロナ禍だとはいえ
SDGs（持続可能な開発目標）を意識した経営
やESG経営（環境・社会・企業統治を意識した
経営）への取り組みも無視するわけにいかない。
取引先大企業からESGへの対応を迫られてい
る中小企業もみられる。
　コロナ禍はいつまでも続くわけではない。日
本経済にとっては、昨年から本年が「胸突き八
丁」の年なのであろう。コロナ禍後の新常態を
見据えた企業経営が求められるであろう。

（本文を作成するに当たっては、全国紙、政府及
びその他のホームページ等を参照した。）

　昨年７月には、東北地方から西日本にかけて
広い範囲で記録的な大雨があった。多数の線状
降水帯が発生し、福岡県南部や熊本県でも豪雨
があり、甚大な被害が発生した。本年は自然災
害に見舞われない年となることを願わずにはい
られない。
　さて、九州の経済、企業の動きを見てみよう。
ちなみに『NEWSふくおか』（昨年11月号）の

「県内景況情報」を見てみると、製造業、非製造
業とも売上高と収益状況は一部を除いて「減少・
下落・悪化」の状況にある。
　だが、業種別には、製造業では例えば自動車
産業では、海外市場での需要増によって生産
は回復傾向にあると聞く。北九州ではAI（人工
知能）やITを駆使したDX（デジタルトランス
フォーメーション：競争力を高めるために企業
が避けて通れないデジタル技術による業務やビ
ジネスの変革）への取り組みが活発になりつつ
ある。ウィズコロナの下、新しいビジネスチャ
ンスを見出している中小企業がある。衛生用品
の大手メーカーに先駆けて福岡県の中小企業Ｓ
社は、水は通さず空気だけを通す半透明の素材
使用のマスクをすでに開発し販売している。
　九州でもオンライン化・テレワークが進んで
いる。低金利の中、貸出金や手数料で稼げなく
なっている九州の地銀はオンライン化を進め、
取引先企業の営業・接客や経営コンサルティン
グ業務に乗り出している。
　九州の交通では、JR九州はコロナ禍によって
需要が大きく減少し、また西日本鉄道も鉄道・バ
スやホテルなどすべての事業にコロナ禍の影響
が及び３月の決算では過去最大の最終赤字にな
るのではないかとみられる。だが、新常態下での
需要を見込んで、昨年10月からはJR九州の新し
い観光列車「36プラスワン」の運行が始まってい
る。長崎新幹線（九州新幹線西九州ルート）は、

３． コロナ禍の下の九州・福岡経済


