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コロナを受けたサプライチェーン強靱化に向けた対応（総論）
• 感染拡大を受け、医療関連物資等の不足が世界各地で深刻化。一時、輸出制限等の動きが拡大するな
ど、コロナ危機への対応を巡って国際協調に「遠心力」が働く状況に。
• 喫緊の対応として、主要国との首脳・閣僚級で、地域の経済活動の維持・強化に向けた議論を展開。更
に、ポストコロナ時代を見据え、企業による中長期的なサプライチェーン強靱化の取組を推進

コロナ禍での事象（例）
各国政府
 一部の国において、医療関連物資、食糧
に関する輸出制限措置を実施。
 進出先でのコロナ対応を巡る緊急措置
（ロックダウン下での営業停止等）

現地進出日系企業
 地産地消の短いSCへの転換、特定地で
の生産集中リスク回避のため多元化。
 部品等調達先のデータ管理強化、部品
毎のグローバル在庫を可視化・共有。

政府としての対応（例）
 ASEAN等主要国との二国間会談や、ASEAN関連会合の
開催を通じた自由貿易等の重要性の確認
 現地進出企業に対するハンズオン支援
 「日ASEAN経済強靱化イニシアティブ」、「経済強靱化ア
クションプラン」の発出。ASEANとの官民ウェビナー(DISG)
の創設。
 ASEAN等における製造拠点
多元化、デジタルを活用した
生産・物流等の高度化支援

 マネージャー・エンジニアの更なる現地化

 IoT等を活用した製造工程の
高度化、人材育成の展開

 貿易手続のデジタル化へのニーズ拡大

 ASEAN産業界との共同調査、
貿易手続デジタルPFの展開

 日印豪「サプライチェー
ン強靱化イニシアティ
ブ（SCRI）」の創設と
ASEAN等への拡大。
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コロナ禍でのアジア各国との国際協調と連携の確認
梶山経済産業大臣とASEAN等の主要国との会談
 4/17
 5/1
 5/18
 7/14

ベトナム（ASEAN議長国）:日ASEAN経済強靱化イニシアティブの発出に合意
シンガポール（貿易・物流拠点）:サプライチェーン維持やデジタル技術活用を議論
豪州（ASEAN会合に参加する戦略的パートナー）:コロナ禍の戦略的連携につき幅広く議論
インドネシア（地域大国）:サプライチェーンの強靭化や投資促進につき議論

ASEAN関連会合の開催
 4/22 日ASEAN経済強靱性に関する共同イニシアティブの発出：
- 深刻化する経済活動への影響を緩和し、今後の経済強靱化を推進すべく、日ASEANが連携して取り組
む基本方針を確認。
 6/4 ASEAN＋３（日中韓）経済大臣特別会合:
- 市場開放・SC強靱化、人の移動、データ流通、RCEP等の重要性を確認する共同声明発出。
 7/28 日ASEAN経済大臣特別会合：
- イニシアティブの方針の具体化に向けた50を超える具体的な施策を盛り込んだ「 「日ASEAN経済強靱化
アクションプラン」発出
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「日ASEAN経済強靱化アクションプラン」の発出
• 今年4月、梶山大臣とASEAN議長国ベトナムのアイン商工大臣の合意を踏まえ、「日ASEAN経済強靱性
強化に関する共同イニシアティブ」を発出。
• 7月29日、日ASEAN経済大臣特別会議を開催し、「日ASEAN経済強靱化アクションプラン」発出に合意。
アクションプランには、双方がアイデアを持ち寄り、50を超えるプロジェクトが盛り込まれた。
• コロナ感染拡大を受け、経済・産業協力に関して具体的なプロジェクトを盛り込んだアクションプランを発出す
るのは、世界的にも先駆的な取組。

「日ASEAN経済強靱性強化に関する共同イニシアティブ」（4月22日公表）
-３つの方針の確認-

Ⅰ.緊密な経済関係の維持

Ⅱ.経済への悪影響の緩和

Ⅲ.経済強靱化の推進

• アジア通貨危機や自然災害などで

• 経済活動を極力止めない方針に合

• リスク対応力とコスト競争力が両立

(過去の連携の再確認)

意し、世界に対する物資供給への

連携してきた双方が、より緊密に連
携して経済面での課題を乗り越え
ることを確認

（未来に向けた共創）

（現在の危機対応での協力）

する「強靱なサプライチェーン」構

最大限の努力を確認

築を目指す

• ヒトの移動の制約を解消するデジタ
ル技術の活用の推進

「経済強靱化のための日ASEANアクションプラン」（7月29日公表）






市場開放性維持・裾野産業育成
非関税障壁の撤廃
キャパビル支援
貿易手続の円滑化






現地進出企業へのハンズオン支援
必要物資の円滑な供給確保
事業維持・再開への資金的支援
デジタル技術の社会実装推進






サプライチェーン強靱化支援
学界・産業界の議論の喚起
産業界の人的交流促進
レジリエントな産業構造の構築 3

イノベーティブ＆サステナブル成長対話（DISG)

（8/28 日ASEAN経済大臣会合）

• 日ASEAN協力が大きな転換期にあることをふまえ、アクションプラン発出を梃子に 「イノベーション」を通じた更なる成
長力の強化と「持続可能」な経済成長の実現の同時達成を目指す「イノベーティブ＆サステナブル成長対話（DISG)」
を創設。テーマを複数設定し、幅広い関係者(産業界・学界)が参画するウェビナーをシリーズで開催。

「DISG」の狙い・概要
① ASEAN側関係者を中心に日ASEAN協力の認知度を向上 【視認性：Visibility】
② メンバー化を固定化せず、テーマ毎に産学官の幅広い関係者が参画 【包摂性：Inclusion】
③ 年1回の定期会合での単発な議論に終わらせず、シームレスに対話を継続 【継続性：Continuity】

ウェビナーにおけるテーマの柱

「産業」の成長 サプライチェーンのアップグレード

「デジタル技術」の活用 デジタルイノベーションの推進

「持続可能」な成長 グリーンイノベーション
「包摂的」な成長 医療・ヘルスケア、農業・食糧

Webページ等を通じた情報発信

デジタルイノベーション
（10/28）

貿易手続デジタル化
（11/16）

ヘルスケア×デジタル
（12/15）

https://www.ameicc.org/disg/
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Click here to register to the seminar or scan QR code
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Contents:
Key figures from ASEAN and Japan will discuss as follows;
- What are the challenges facing with agriculture and food value chain in Mekong
and ASEAN and desired solutions?
- How will advanced technologies help us tackle existing and potential
agriculture/food value chain problems in this region?
- What ASEAN expect from Japan and how Japan should respond to it, and vice
versa.
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コロナを受けたサプライチェーン強靱化に向けた対応（総論）
• 感染拡大を受け、医療関連物資等の不足が世界各地で深刻化。一時、輸出制限等の動きが拡大するな
ど、コロナ危機への対応を巡って国際協調に「遠心力」が働く状況に。
• 喫緊の対応として、主要国との首脳・閣僚級で、地域の経済活動の維持・強化に向けた議論を展開。更
に、ポストコロナ時代を見据え、企業による中長期的なサプライチェーン強靱化の取組を推進

コロナ禍での事象（例）
各国政府
 一部の国において、医療関連物資、食糧
に関する輸出制限措置を実施。
 進出先でのコロナ対応を巡る緊急措置
（ロックダウン下での営業停止等）

現地進出日系企業
 地産地消の短いSCへの転換、特定地で
の生産集中リスク回避のため多元化。
 部品等調達先のデータ管理強化、部品
毎のグローバル在庫を可視化・共有。

政府としての対応（例）
 ASEAN等主要国との二国間会談や、ASEAN関連会合の
開催を通じた自由貿易等の重要性の確認
 現地進出企業に対するハンズオン支援
 「日ASEAN経済強靱化イニシアティブ」、「経済強靱化ア
クションプラン」の発出。ASEANとの官民ウェビナー(DISG)
の創設。
 ASEAN等における製造拠点
多元化、デジタルを活用した
生産・物流等の高度化支援

 マネージャー・エンジニアの更なる現地化

 IoT等を活用した製造工程の
高度化、人材育成の展開

 貿易手続のデジタル化へのニーズ拡大

 ASEAN産業界との共同調査、
貿易手続デジタルPFの展開

 日印豪「サプライチェー
ン強靱化イニシアティ
ブ（SCRI）」の創設と
ASEAN等への拡大。
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海外サプライチェーン多元化等支援事業（令和2年度補正予算額 235.0億円）
通商政策局 南西アジア室
03-3501-1836

• 強靱なサプライチェーン構築のため、ASEAN等において、製造拠点の多元化等を行うことを目的とし
た設備導入・実証試験等を支援。生産拠点の集中度が高い製品の供給途絶リスクを解消し、日
本の製造業の競争力強化を目指す。
https://www.jetro.go.jp/services/supplychain/

①衛生関連製品等の供給の多元化型（マスク等）

衛生関連製品等の供給

複線化国の工場

災害等により供給途絶
代替元国の工場
部素材供給

複線化国の工場

製造拠点複線化

主要供給国の工場

供給元の複線化

災害等により供給途絶

②海外SC多元化型（自動車、電機、医療機器、レアメタル等）

●第一回、三回公募【設備導入補助】を経て計６0件を採択（以下、採択例）
• 医療・一般向けのマスクの生産能力を倍増させ、緊急時の安定供給を確保。（フィリピン）
• 中国での生産比率が高い、車載用アンテナの生産能力を増強し供給途絶リスクを軽減
（ベトナム）

●第二回公募【実証・FS支援】 を経て２１件を採択（以下採択例）
• ITを利用した農作物におけるフードバリューチェーンの高度化を実証。（カンボジア）
• ブロックチェーン技術を活用した貿易手続電子化によるサプライチェーン高度化を実証。（ベトナム）
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アジア・デジタルトランスフォーメーション（DX）推進（アジアDX実証事業）
• 経済発展に伴い、様々な社会課題に直面するASEANでは、デジタル技術を活用して課題解決を行うビジネスが勃
興。各国政府もビジネスを起点としたDXによる社会変革に関心を高めており、コロナ禍でこうした動きは更に加速。
※企業評価額100億円以上の企業はASEANに50社以上存在。

• 日本として、アジアに資金・人材・技術・ノウハウを戦略的に投入し、現地企業と連携した新事業創出を図る「アジア
DX」を推進。実証事業等を通じ、現地でのビジネス拡大とイノベーションの環流による日本の産業変革につなげる。

アジアDX実証事業（令和元年度補正予算：5億円）

ASEANが抱える経済・社会課題の例
•
「中所得国の罠」からの脱却
•

製造業への過度な依存から脱却すべく、
「Industry 4.0」政策に基づく、次世代型産業育
成や産業高度化が課題に。

https://www.jetro.go.jp/services/asiadx.html

＜採択案件例＞
＜水産＞ウミトロン✕泰・大手財閥

拡大する地域間格差
• 一次産業への依存度が高い国・地域の多くは、小規模
農家が中心で生産性が低く、販路開拓の機会もなく、
貧困からの脱却が困難。発展する都市部との経済格
差拡大が課題に

医療アクセスの充実

日系企業とASEAN企業とが連携し、デジタル技術を
活用してアジアの社会課題を解決するサービスや商品
を開発する取組を支援。(9ヶ国、計23件を採択)

タイ

• 地方基幹産業のエビ養殖向けに、IoT/AIを活用し
給餌状況の最適化等を行なうシステムを導入。
• DX・自動化による労働生産性の向上。自然環境
の保全や都市部との経済格差の改善に貢献。
＜製造業＞扶桑工機✕尼・自動車部品メーカー
• 現地サプライヤー向けに、日本流モノづくりの強みを活
かした、IoT活用・自動化を推進。
多くの日系メーカーが生産拠点を有するインドネシアに
おいて、地場産業の生産性や現場力向上を実現し、
産業高度化に貢献。
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• 人口当たりの医師数が少なく、地域間で医療格差が
拡大。一部の国はコロナ感染拡大に歯止めがかからず。
インドネシア •
発展に伴う生活変化や高齢化も背景に医療の質・ア
クセスの改善等が課題に。

ASEANと連携した貿易手続デジタル化の推進
• 今回の感染拡大により、効率性の観点のみならず、リスク耐性のある強靱なサプライチェーン構築の観点から、
貿易手続のデジタル化推進へのニーズがこれまで以上に拡大。
• 現在、ASEAN産業界と連携の上、貿易手続の実態調査を実施しており、デジタル化がもたらす効果を
ASEANに対して示していく。加えて、日系企業がBC技術を活用した「貿易情報連携プラットフォーム」を
ASEANで立ち上げ、インボイスや船荷証券に加え、今後税関手続き等の電子化も推進。

コロナ禍で生じた課題の事例（産業界の声）
貿易書類・行政書類が電子化されておらず、
物理的な出社が必要
電子署名制度がないため、責任者が一時帰
国などしていると手続きが進まない
取引先の情報が整理されておらず、緊急時の
代替先の検討が出来ない

有事での税関当局との調整が困難。
紙媒体での税関手続が有事における柔軟な
対応を阻害。

貿易手続デジタル化によるメリットの例
 情報が一元化されるとともに、いつでも、どこ
からでも貿易手続に関する作業が可能
 過去の取引状況から信用情報も確認でき、
有事の際には代替先を容易に検討可能に。
 トレーサビリティが確保され、改ざん防止・汚
職撲滅にも貢献

 CO（原産地証明書）等の電子化が進む
ことにより、関係当局とのやりとりの円滑化
が期待される。
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日豪印サプライチェーン強靱化イニシアティブ
•

インド太平洋地域における、「サプライチェーン強靱化」と「産業競争力強化」の好循環の実現を目
的として、本年9月1日に日豪印三カ国の経済閣僚で共同声明を発出。
＜考えられる措置例＞

-貿易手続のデジタル化等を通じた、貿易の促進及び円滑化
-ビジネス環境改善やマッチング等を通じた、投資の促進及び円滑化
-生産拠点の多元化に向けた設備投資の支援

•

豪州、インドとは、既に二国間でサプライチェーン強靱化に資する取組を行ってきているところ、こう
した既存の取組をベースに、面的に拡げていくことを想定。
国
日本

インド

オーストラリア

ASEAN

コロナ危機により顕在化したサプライチェーンの脆弱性
・中国の工場停止により、国内外の自動車工場の生産に影響。
・中国からの部品調達が滞り、九州のカメラ工場が稼働停止。

・電子機器部品の輸入の多くが中国に依存。
・医薬品有効成分の85%は中国からの輸入。
・建材の44.4％が中国からの輸入。
・豪がコロナ発生源に関する調査を中国に要求後、中国は一部
豪産の牛肉輸入停止、大麦やワインに反ダンピング調査を実施。
・ベトナムでは、電気電子や繊維産業は原材料や部品調達を中
国に依存
・インドネシアでは、医薬品原料の６割超を中国から輸入。

日豪印経済閣僚共同声明（抜粋）（2020年9月1日）
• 閣僚は、インド太平洋地域におけるサプライチェーン強靱性に
係る地域的な協力の緊急的な必要性を認識し、協力を通
じてこの目的を達成するための新たなイニシアティブの立ち上
げに向けて取り組む意思を共有した。
• 閣僚は、本年中に新たなイニシアティブを立ち上げるべく、迅
速にイニシアティブの詳細を検討するよう事務方に指示した。
• 閣僚は、こうした考えを共有する地域の他の国々に対し、本
イニシアティブへの参加を呼びかけた。

インド

日本

オーストラリア
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