
1

「ASEANにおける強靭なグローバル・バリューチェーン
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近年、サプライチェーンに影響を与えた事象

［ASEANを取り巻く国際経済環境の変化］
Changes in the international economic environment 
surrounding ASEAN

Events that have affected the 
supply chain in recent years

・AFTAで域内関税5％以下化。生
産拠点の統廃合、集中生産拠点。

（2003年）

➡
➡

（2010年）

➡・ASEAN先発加盟国で関税撤廃。
5つのASEAN+1FTA構築 。

（2011年）

➡

・タイ大洪水 ・東日本大震災

（2016年）➡・熊本地震
（2018年）

➡

・米中貿易戦争
➡・台風19号（HAGIBIS）で71河

川堤防決壊

（2020年）
新型コロナウイルスの世界的拡大

（2019年）

Great East Japan Earthquake

Kumamoto earthquakes
2011 Thailand floods

Collapse of the banks in 71 rivers by 
Typhoon No. 19 (HAGIBIS).

China–United States trade war

COVID-19 global pandemic

ASEAN6 intra-regional tariffs reduced to 
5% or less by AFTA . 

Elimination of tariffs in ASEAN6.
Construction of 5 ASEAN+1 FTAs.

（2004年）

➡

・スマトラ島沖大地震
2004 Indian Ocean earthquake and 
tsunami
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（調査）在ASEAN欧米系企業246社（在ASEAN24商工会議所・団体が協力）
(Respondents)264 American and European firms with operations in ASEAN 
（調査期間）2020年9月 (Survey period) September 2020

Q:サプライチェーンの混乱の発生の有
無とその程度

Q:サプライチェーンの混乱を経験した場合、
どの面で困難に直面したか？

［新型コロナによるサプライチェーンの混乱］

52%
なし

27.6%

33.1%

12.2%

0.8%
14.3% 12.2%

著しく混乱した
ある程度混乱した
わずかに混乱した
混乱してはいない
該当なし(n.a.)
不明

現地部材
の調達面
で困難

輸入部材
の調達面
で困難

生産品の
現地販売
面で困難

生産品輸
出の際の
困難

その他
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
55.7%

30.5%
23.4%

19.2% 16.2%

Source: AmCham-ERIA Survey(Nov. 2020)
”The Impact o f COVID-19 on Foreign Firms”

Significant Disruptions
Moderate Disruptions
Slight Disruptions
No Disruptions
Does not apply
Unknown

Obtaining
local Inputs

Obtaining
Imported
Inputs

Selling 
Output
Locally

Exporting
Output

Other

(Has your firm experienced supply 
chain  disruptions due to COVID-19?)

(If your firm has experienced supply chain 
disruptions, which of the following 

operation did you have difficulty with?)

Supply chain disruption due to COVID-19
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18.9

27.6

45.8

53.6

60.4
64.0

68.4

12.4 12.6

20.8
25.3

29.9 31.8 34.4

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

大企業 中堅企業

(資料) 企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査（内閣府）

BCPを有する企業の割合

【調査期間】20年1月24日～2月7日【有効回答社数】1,651社（回収率33.0％）

・日本では地震を中心とする自然災害が頻
発。2011年の東日本大震災、タイ大洪
水を契機に、BCP策定の動きが高まる。

・BCPを有する企業のうち、「役に立っ
た」とした割合は、大企業で62.7％、
中堅企業で56.6％。

とても役

に立った

23.1

少しは役に

立ったと思う

39.6全く役に立たな
かった

1

役に立った

か不明

20.3

その他

9.5

無回答

6.5

とても役に
立った
13.2

少しは役に

立ったと思う

43.4
全く役に立
たなかった

2.6

役に立った

か不明

20.2

その他

14.9

無回答…

事業継続計
画（ＢＣＰ）の

有用性
62.7
％

56.6
％

中堅企業

［日本企業のBCP策定動向とその有用性］
Status of formulation of BCP by companies in Japan

Percentage of companies with BCP
Large 
companies

Mid-sized 
companies

Usefulness 
of BCP

Very 
helpful

Somewhat 
helpful

Very helpful

Somewhat 
helpful

[Survey period] Jan 24 to Feb 7, 2020 [valid respondents] 1,651 companies

(source) Cabinet Office Japan

unknown

Not helpful

N.A.
Other
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既存のBCPで対応できた項目

（出所）第2回SDGs経営調査（ 2020年11月17日付日本経済新聞）

従業員の感染予防
は「64%」の企
業が対応できた。

新型コロナ発生と事業継続計画（BCP）の策定状況

39.2 19.0 18.1 18.6 5.1

新型コロナ流行以前
から策定済み

流行を受けて
新たに策定
（策定済）

現在、新たに
策定途中

策定して
いない

わから
ない

（調査期間）2020年7月11日～13日 （回答者） 722名
（出所）「新型コロナウイルス感染症流行を踏まえたBCPに関する調査」（2020年9月）みずほ情報総研

【想定している事象】
①感染症：61.3％
②大規模地震：59.1％
③風水害：51.1％
④情報システムの大規
模障害：33.6％

［既存のBCPと新型コロナ］
COVID-19 and the existing BCP

Matters covered by the existing BCP

Financing
Employee infection prevention
Employment system
Production control
Material procurement
Supply chain
Overseas base

64%

Status of formulation of BCP after COVID-19

Formulated before 
COVID-19 epidemic Formulated 

after COVID-
19 epidemic

Currently 
being newly 
formulated

Not 
formulated

N.A.

Assumed event

Infectious disease

Large-scale earthquake

Wind and flood damage

Large-scale failure of 
information system
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気候変動の緩和や適応への失敗

大量破壊兵器人為的な環境災害

生物多様性の損失

感染症

天然資源危機

サイバーセキュリティの失敗

デジタル力の集中

デジタル不平等

国家間関係の崩壊

異常気象

雇用・生計危機

債務危機

ITインフラの故障

地球物理学的災害

(発生可能性が高いリスク上位) (影響が大きいリスク上位)

感染症

気候変動の緩和や適応への失敗

生物多様性の損失

雇用・生計危機

異常気象

(Source) Global Risk Report 2021 (World Economic Forum)

カテゴリー

経済

環境

地政学

社会

テクノロジー

世界経済フォーラム「グローバルリスク報告書2021年版」
～ 2021年1月19日発表～



7［グローバル・リスクの展望］
（出所）グローバル・リスク報告書（2021年版）

Global Risk Report(2021)

（発生可能性➡）

（ 影響度合い）

気候変動の緩和
や適応への失敗

大量破壊兵器

人為的な環境災害
生物多様性の損失

感染症（21年）

カテゴリー

経済

環境

地政学

社会

テクノロジー

天然資源危機

➡

サイバーセキュリティの失敗

デジタル力の集中

デジタル不平等

非自発的移住
国家間紛争

国家間関係の崩壊

異常気象
雇用・生計危機債務危機

ITインフラの故障 社会的結束の浸食
長期経済
停滞社会保障制度の崩壊・欠如

資産バブル崩壊
戦略的資源の地政学
若者の幻滅

地球物理学的災害

感染症（20年）

(Global Risk Landscape)
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発
生
可
能
性

影響度（発生時の損失）
大

［BCPが対象とする脅威（事業停止リスク）］

大

小

小

不正アクセス
為替変動

製品リコール品質トラブル

風評被害

法令違反為替の大幅変動

労働争議

政変・政情不安

オペレーションミス

サイバー攻撃

火災・事故 システム長期停止

環境破壊 大規模水害 大規模地震

大規模停電 テロ攻撃

新型感染症

Unauthorized access Exchange fluctuation

Harmful rumor

Product recall
Quality trouble

Large-scale earthquake

Terrorist attack

Long-term system outage

Labor dispute

Operation mistake

Environmental 
destruction

Political change / 
political instability

Significant exchange rate fluctuations Violation of laws

Cyber attack

Large-scale power outage
New infectious 
disease

Large-scale flood damage

Fire / accident

Degree of impact
(loss at the occurrence)

Possibility

Source: Ridgelinez Co., Ltd. Risk Management UNIT

Threats targeted by BCP (business outage risk)

国家間貿易紛争
Interstate trade conflict
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（出所）EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster Database

自然災害発生上位10カ国（2019年）

米国 20

インドネシア 19

中国 17

フィリピン 16

インド 12

パキスタン 11

日本 10

フランス 10

国別件数

ベトナム、スペイン、
ウガンダ、ブラジル

8

396件
自然災害

11,755人
死者

94.9(百万人)
被影響者数

1,030(10億ドル)
経済的損失

・2019年の世界の自然災害は発生件数は396件。
・アジアが最も影響。アジアの占める比率は、死者の45％、被影響者数の74％）

Americas

80

United
States

20

France
10

Spain

8

China

17
India

12 Japan
10

Africa

89

Europe

57

Asia
160

Oceania

10

Philippines

16
Indonesia

19

Pakistan

11

Viet Nam

8

Brazil
8

Uganda

8

報告された自然災害件数（国別）

［アジアで多発する自然災害（2019年）］
Natural disasters in 2019

The number of natural disasters in the world in 2019 was 396. 40% of them occurred in Asia.

Number of 
disaster

Number of reported disasters by country 
10 most affected countries in 2019 

USA
Indonesia

China
Philippines

India
Pakistan
Japan
France

Vietnam, Spain, 
Uganda, Brazil

Number of death
Number of affected 
people(mil people)

Economic 
damage($Bil)


表7

		ビジネスリスクの分野と具体例

		カントリーリスク

		政治		外交関係		国境問題

				対外経済関		係貿易摩擦、資源問題

				対外評価		格付機関による格下げ

				内政		外資接収・収用

				政情		反政府暴動、革命、クーデター、内戦、戦争

		社会		治安		強盗、誘拐

				環境		公害

		経済		国際収支悪化 コクサイ シュウシ アッカ		外貨不足、国外送金制限 ガイカ ブソク コクガイ ソウキン セイゲン

				マクロ経済		リセッション、インフレ、失業

				金融		銀行取付、株式市場暴落、為替相場不安定

				インフラ		輸送、電力、用水、通信等の未整備

				経済法		制度会社法、競争法等の不備、不安定運用

		セキュリティーリスク

				テロ		襲撃、爆弾

				新興感染症		SARS、鳥インフルエンザ

				情報セキュリティー		不正アクセス

				自然災害		地震、津波、洪水、山火事、竜巻、異常気象

		オペレーショナルリスク

				貿易		輸出入規制、通関手続きの不安定運用

				投資		投資規制（外資規制、用地取得制限）

				製造		操業規制（操業時間、騒音規制、環境規制）、原材料・部品の現地調達、品質管理の困難さ

				販売		代金回収の困難さ（与信管理）、知的財産権侵害（著作権侵害、模倣品）、製造物責任（PL）・リコール

				宣伝・広告		広告規制、風評被害

				労務		賃金上昇、労働争議（ストライキ、デモ）、転職・離職、人材不足

				経理・財務		税務調査、資金調達、資金決裁・送金

		（資料）ジェトロ貿易投資報告書（2013年度／ジェトロ） 
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		Top 10 ranks per peril for the Value of working days lost, relativ to national economy, global index





		 River flood ranking                                                                                                                                                                            										 Storm surge ranking                                                                                                                                                                                                                                                     

				Metro area		Area (km2);
population
(mn)		Value of　workingdays lost, relativ to national economy (global in- dex 0–1)						Metro area		Area (km2);
population
(mn)		Value of　workingdays lost, relativ to national economy (global in- dex 0–1)

		1		Ndjamena (TCL)		800
1.2		1.00				1		Amsterdam- Rotterdam (NDL)		10800
5.4		1.00

		2		PhnomPenh (KHM)		500		0.81				2		Ho Chi Minh (VNM)		2’000		0.32

						1.6										9.1

		3		Bangkok (THL)		4500
9.5		0.80				3		Pearl River Delta (CHN)		20600
42.4		0.20

		4		Doha (QAT)		1000		0.52				4		Osaka-Kobe (JPN)		13500		0.15

						1.4										18.6

		5		Manila (PHL)		2900		0.46				5		Tokyo-Yokohama (JPN)		16300
37.1		0.13

						20.9

		6		Khartoum (SDN)		2600		0.45				6		Manila (PHL)		2900		0.13

						5.6										20.9

		7		Yerevan (ARM)		1800
1.4		0.43				7		Nagoya (JPN)		15600
11.6		0.11

		8		Baghdad (IRK)		4500		0.41				8		Rangoon (MMR)		1100		0.10

						8.0										4.2

		9		Ulaanbaatar (MNG)		1000
0.9		0.35				9		Bangkok (THL)		3500
9.5		0.09

		10		Cairo (EGY)		3500		0.29				10		Havana (CUB)		500		0.08

						17.7										2.0











































災害一覧

		近年の日本とアジアのサプライチェーンへの影響があった自然災害 キンネン ニホン エイキョウ シゼン サイガイ

		年月 ネンゲツ		災害名 サイガイ メイ		種別 シュベツ		備考 ビコウ

		2011.3		東日本大震災 ヒガシ ニホン ダイシンサイ		地震・大津波 ジシン オオツナミ		マグニチュード9の地震。 ジシン

		2016.5		熊本地震 クマモト ジシン		地震 ジシン		マグニチュード7.3の地震。 ジシン

		2018.7		平成30年7月豪雨		豪雨 ゴウウ		台風7号・梅雨前線等の影響による集中豪雨。西日本を中心に被害。 チュウシン ヒガイ

		2018.8		北海道胆振東部地震 ホッカイドウ イブリ トウブ ジシン		地震 ジシン		マグニチュード6.7の地震 ジシン

		2018.9		台風第24号		台風 タイフウ		停電他 テイデン ホカ

		年月 ネンゲツ		災害名 サイガイ メイ		国 クニ		備考 ビコウ

		2011.10		タイ中部大洪水 チュウブ ダイコウズイ		タイ		複数の台風によりチャオプラヤ川が氾濫。7つの工業団地が水没 フクスウ タイフウ ガワ ハンラン コウギョウ ダンチ スイボツ

		2012.4		スマトラ島沖地震 シマ オキ ジシン		インドネシア		マグ二チュード8.7の地震と津波。タイ、スリランカ等も被害。 ニ ジシン ツナミ トウ ヒガイ

		2013.11		高潮大被害		フィリピン		台風30号（HAIYAN）による中部における高波・高潮 タイフウ ゴウ チュウブ タカナミ タカシオ

		2018.9		スラウェシ地震・津波		インドネシア		マグニチュード7.4の大規模地震と津波 ツナミ
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		国別件数 クニ ベツ ケンスウ

		米国 ベイコク		20

		インドネシア		19

		中国 チュウゴク		17

		フィリピン		16

		インド		12

		パキスタン		11

		日本 ニホン		10

		フランス		10

		ベトナム、スペイン、ウガンダ、ブラジル		8









表6

		2011年タイ大洪水における日系製造企業の被害の有無 ネン ダイコウズイ ニッケイ セイゾウ キギョウ ヒガイ ウム



				回答企業数 カイトウ キギョウスウ		社数 シャ スウ						構成比(%) コウセイヒ						直接＋間接被害 チョクセツ カンセツ ヒガイ

						直接的
被害あり チョクセツテキ ヒガイ		間接的
被害あり カンセツ テキ ヒガイ		被害なし ヒガイ		直接的
被害あり チョクセツテキ ヒガイ		間接的
被害あり カンセツ テキ ヒガイ		被害なし ヒガイ

		食料品		14		4		7		3		28.6		50.0		21.4		78.6

		繊維		14		7		5		2		50.0		35.7		14.3		85.7

		化学		31		2		20		9		6.5		64.5		29.0		71.0

		鉄鋼・非鉄		28		3		21		4		10.7		75.0		14.3		85.7

		一般機械		12		4		5		3		33.3		41.7		25.0		75.0

		電気・電子機械		44		19		25		0		43.2		56.8		0.0		100.0

		輸送用機械		40		6		29		5		15.0		72.5		12.5		87.5

		その他		43		10		26		7		23.3		60.5		16.3		83.7

		製造業全体		226		55		138		33		24.3		61.1		14.6		85.4

		（参考） サンコウ

		非製造業全体		139		20		86		33		14.4		61.9		23.7		76.3

		　全　　　体		365		75		224		66		20.5		61.4		18.1		81.9

		（資料）2012年上半期景気動向調査（バンコク日本人商工会議所経済調査会／2012年6月調査）
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(資料)令和2年度 企業の事業継続及び防災の取組に 関する実態調査（内閣府より作成）

・2011年の東日本大震災以降で、「何らかの被害を受けた企業」（直接被害、
間接被害、もしくは両被害）は、大企業で77.8％、中堅企業で66.5％。

全体
(Overall)

大企業
(Large 

companies)

中堅企業
(Mid-sized 
companies)

その他企業
(Others)

①直接被害を受けた(Directly affected) 23.1 31.0 25.1 19.7

②間接被害を受けた(Indirectly affected) 26.6 25.4 28.6 25.8
③直接、間接被害の両方を受けた

(Directly and Indirectly affected) 11.2 21.4 12.8 7.4

①～③合計(Total) 60.9 77.8 66.5 52.9

④被害を受けていない(No damage)。 37.2 20.0 31.2 45.4

［被害はサプライチェーンを通じて伝播］

（質問）過去の自然災害（2011年以降）における事業継続への影響
Damage to the business in Japan due to Natural disasters after 2011.

Damages spreads throughout the supply chain

(source) Cabinet Office Japan

政変・政情不安新型感染症 Political change / 
political instability

New infectious 
disease

国家間貿易紛争
Interstate trade conflict
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事務総長への質問
Question to the Secretary-General

１．ASEANを中心とした東アジア地域は、経済的
対抗措置の行使をどう牽制、抑止できるか。

2．米国から経済安保を理由に課せられる取引制限。
企業はRCEPの下でどのようなサプライチェー
ンを構築していくべきか。
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ありがとうございました。
Thank you
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