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2020年は大幅な落ち込みののち急回復

　新型コロナウイルスの感染拡大を受け、2020 年

は激動の年となった。日本経済の動きを実質 GDP

でみると、19 年 10 月の消費増税前の駆け込みの反

動などから 10〜12 月期に落ち込んだのち、20 年 1

〜3 月期には「反動の反動」などから持ち直しが見

込まれていたが、GDP は一段の落ち込みをみせ、4

〜6 月期には、さらに水準を落とし、「戦後最大」と

される落ち込みを記録した。

　年前半の落ち込みについては、感染拡大を受け、

政府が緊急事態宣言を発出し、政府・地方自治体が

外出自粛や店舗の営業制限を要請したことが大き

かった。さらに、各国・地域でも同様の措置が採られ、

世界経済が失速したことを受け、輸出も急減し、国

内の生産活動・経済活動が急速に縮小したといえる。

　ただ、国内では、4月に新規感染者数が減少に転じ、

5月に緊急事態宣言が全面解除された。米国、欧州で

も、感染者数の減少で外出制限などが緩和・解除さ

れ、世界経済は持ち直しに転じた。こうした中、4 月

に打ち出された経済対策の効果も加わり、日本経済

は急回復し、実質 GDP は、7〜9 月期に急増し、

1968 年 10〜12 月期以来の高成長となっている。

　その後の20 年 10〜12 月期の GDP の動きは、現

時点では確認できないが、企業の景況感を示し、経

済活動との連動性が強い日銀短観の業況判断 DI が

12 月調査で上昇しており、年末にかけて、回復の動

きが途切れていないことが示されている。
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期待される経済対策の効果

　回復の動きが足元でも続いているとの見方が

多いものの、先行きに対する不安が根強く残って

いる。国内の新規感染者数の 9 月下旬以降の拡大

を受け、一部地域で外出自粛や店舗の営業制限が

再び行われており、すでに回復ペースが鈍ってい

るとの指摘も多い。

　こうした状況の下、経済活動の回復を支えるこ

とが期待されるのが、経済対策の効果といえる。

20 年 4 月の経済対策では、裏付けとなる補正予

算での国の財政支出が、第 1 次、第 2 次補正予算

を合わせ、57 兆円超となっており、この効果が引

き続き見込まれる。

　さらに、政府は追加経済対策を 12 月に閣議決

定しており、ここでは、国費で 30 兆円超の歳出を

計上するとしている。通常国会での関連予算の成

立を受け、追加対策が実行されることになり、経

済対策の効果が途切れず続くことが予想される。

世界的な半導体需要の拡大も支えに

　また、世界経済の回復を受けた国内企業の輸出

の拡大も回復を支えることになるとみられる。米

国や欧州でも、一部の地域・国で感染者数が再々

拡大、再拡大しており、外出制限が行われている

ものの、製造業部門は、各国・地域で底堅く推移

している。

　中心となっているものの1つが半導体関連部門

で、第 5 世代移動通信（5G ) のスマートフォンの

増加や人工知能（AI ) の普及などから関連需要が

拡大している。また、在宅勤務やデジタルトラン

スフォーメーション（DX ) 化の世界的な広がりに

対応するために通信インフラの拡充が迫られて

いることもある。

　さらに、中国や米国を中心に自動車販売が急回

復しており、素材、部品を含めた関連需要が堅調

に推移している。加えて、機械、鋼材などの輸出受

注額も急増しており、これらの輸出の拡大が続く

ことが示唆されている。

建設投資循環も上昇局面に

　加えて、国内では、建設投資が底堅く推移して

いる。建設投資については、建物や構造物の耐用

年数が長いことから、長期の景気循環との関連性

が強いといわれている。経済規模との対比でみた

建設投資のデータをもとに統計的手法を用いて

周期ごとの循環の強さを推計してみると、周期 28

年強の強い循環があることが確認でき、平均的に

は、14 年強の上昇・下降局面を持っていることに

なる。

　直近のボトムは 2010〜11 年となっているこ

とから 2025 年にかけて上昇局面が続く可能性が

あるといえ、目先、建設投資の底堅さも回復持続

に寄与することが期待できよう。

　内外で新型コロナウイルスの新規感染者数が

再々拡大、再拡大しており、経済活動へのマイナ

スの影響への懸念は払拭しきれず、楽観を許す状

況ではないが、治療薬・治療法の確立に加え、ワ

クチン開発が完了し、接種が開始され、広く行わ

れることになれば、経済活動への制約は限定され

てくる。経済対策の効果、世界経済の回復、長期の

建設投資循環の上昇に支えられ、2021 年も景気

回復が続くことが十分に考えられる。

視点 日本経済の回復は
　　　 2021年も続くのか
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