報

告

コロナ後を見据えて

「2021～2022年度経済情勢報告」
（概要）

連合総研は、10月25日に連合総研HPにて、
「2021 〜 2022年度経済情勢報告」を公表した。
今回の報告書では、第Ⅰ部では、新型コロナウイ
ルスの感染拡大の影響を受けた2020年以降の
我が国及び世界の経済動向について分析してい

や雇用者数の伸び悩み、業種間格差の拡大、低所
得者層を中心とした収入の減少といった問題が生
じており、特に女性や非正規雇用の労働者は依然
厳しい状況におかれている。第５章では、働き方
の変化の視点から、テレワーク実施・定着上の課

る。まず、我が国については、2020年度の実質
GDP成長率は、世界金融危機時を下回る▲4.4％
減となった。これは、主としてGDPの約６割弱
を占める個人消費が感染拡大の影響を受け人為的
に抑制されたことによる。21年に入ってからは、
中国や米国等海外経済の一早い景気回復を受けた

題に加え、人材育成の重要性を指摘している。ま
た、第６章では、家計収入への影響を取り上げ、
配偶者の有業状況による世帯年収への影響につい
て分析している。
第Ⅲ部では、第Ⅰ部、第Ⅱ部での分析を踏ま
え、連合総研の研究委員会の委員をはじめ有識者

輸出の増加にけん引され、製造業を中心とした持
ち直しの動きが続いているものの、その足取りは

の方々に、コロナ後を見据えた課題と提言につい
て、マクロ経済、労働経済、働き方、女性活躍・

極めて弱いものとなっている。また、非製造業に
ついては度重なる緊急事態宣言等の影響を直接的
に受けた業種を中心に低迷が続いており、いわゆ
る「K字型回復」となっていることには留意が必
要である。とりわけ、夏以降は感染力の強い「デ

男女共同参画、社会保障等といった観点から、ご
寄稿いただいた。
補論において、2022年度の我が国の経済情勢
を展望している。
本稿においては第Ⅰ部・第Ⅱ部及び補論の概要

ルタ株」の発現により、ワクチン接種が進んだ国
においても感染の再拡大がみられるほか、世界的
な需要回復を受けた原材料や部品の供給制約問題

について報告するとともに、第Ⅲ部の紹介を行っ
ている。
なお、
「経済情勢報告」の作成にあたっては、

の深刻化、及びそれに伴うインフレ加速懸念によ
り、国内外共に景気回復のペースが当初予測され
たよりも鈍化するなど、依然予断を許さない状況
となっている。
第Ⅱ部では、感染拡大が長期化する中での雇用
情勢及び生活の変化について分析している。第１
章では、雇用の安定・生活保障に向けて講じられ
てきた政策対応を概観及び評価し、第２、３、４

連合総研の常設の委員会である「経済社会研究委
員会」
（主査：吉川 洋 立正大学学長）から様々
な助言や指摘を頂いている。委員の方々には、こ
の場を借りて、御礼申し上げたい。ただし、本報
告は連合総研の責任において取りまとめたもので
あり、委員の方々の見解を示すものではないこと
をお断りしておく。
（文中の図表番号は、報告書本体における番号

章では、この１年余りの雇用情勢の変化について
明らかにしている。各種政策の効果もあり、マク
ロ的な数字の上では失業率の上昇を抑制に成功し
ているものの、中身をみると、失業期間の長期化

であり、連続した番号となっていない。また、内
容の詳細や引用に当たっては、報告書本体を参照
されたい。）

第Ⅰ部
第１章

新型コロナ・ショックから景気回復への道

2020年以降の日本経済

■新 型コロナウイルスの感染拡大続く
2021年に入り、ワクチン接種が進展した先進国では、

では感染拡大が止まらず、経済の回復が遅れている。
しかし、夏以降、感染力が強いインド由来の変異ウイ
ルス「デルタ株」による感染が急速に拡大し、先行し
て規制を緩和していた欧米諸国においても再度制限を

経済社会活動に関する制限を緩和・撤廃させるなど経

一定程度課す動きがみられるなど、世界経済の回復の

済正常化に向けた動きが進展する一方で、ワクチン接

足取りはやや鈍っている。加えて、世界全体としては

種が遅れているアフリカ諸国等の新興国・発展途上国

ワクチンの供給が不足している中、わが国を含め先進
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図表Ⅰ－１－２ 実質ＧＤＰ
（季節調整値）
の推移

資料出所：内閣府「国民経済計算」
。

国では一定の条件を満たす者を対象に3度目のワクチ

■製 造業を中心に外需主導で回復に転じた企業

ン接種を実施する動きがみられるなど、先進国と発展

活動－Ｋ字型回復

途上国・新興国間の「ワクチン格差」は一層拡大しつ

企業活動に目を転ずると、中国や米国等の海外の

つあり、国際的な懸念事項となっている。

一早い景気回復を受けた輸出の増加等の追い風を受

日本も、2021年4月以降本格的にワクチン接種を開

けた製造業と、感染拡大防止策の影響を長期にわた

始し、その後は急ピッチで接種を進めたものの、デル

り受けた飲食・宿泊、生活娯楽関連サービス等の非

タ株の流行を受けて累次にわたり緊急事態宣言が発

製造との間で生産や収益の回復度合いが二極化して

令され、その都度経済活動が抑制された。10月末時

いる。このような「Ｋ字型回復」が今回の景気回復の

点においても、経済活動の全面的な再開までには至っ

特徴となっている
（図表Ⅰ―１―８
（２）及び９）。また、

ていない。

実質無利子・無担保融資等の財政支援策により、企

■マクロ経済

業の倒産件数を抑制することに成功している一方で、

2020年度の実質GDP成長率は▲4.4％減と前年度に

企業が抱える債務残高は急増しており、今後、事業

引き続きマイナス成長となり、世界金融危機時の2008

再構築や事業再生を進める上で過剰債務問題の解決

年同▲3.6％を下回った。今回の景気後退の特徴とし

が重要となってこよう（図表Ⅰ－1－13）
。

て、通常では景気変動に対し比較的中立な需要項目

設備投資は製造業・外需関連によるけん引によるも

である消費が、サービス消費を中心に人為的に抑制さ

ののほか、非製造業においても非接触・人省化投資

れたことにより大きく落ち込んだことが挙げられる。こ

が進展する動きがみられており、総じて持ち直してお

の意味で、我々がこれまでに経験したことのない新し

り、年後半の景気回復に寄与している。

い形の景気後退といえよう（図表Ⅰ−1−2）
。

■新 型コロナの感染状況に左右される消費者マ

21年に入り、米中等の海外経済の一早い回復を受

インドと低迷が続く消費

けて外需主導で回復しつつあるものの、相次ぐ緊急事

新型コロナウイルスの感染拡大動向と個人消費は高

態宣言をはじめとする各種感染拡大防止対策による

い相関があることから、感染が収束しない限りは支援

経済活動制限措置により、我が国の景気回復の足取り

策を講じたとしても、個人消費の本格的な回復には至

は、引き続き極めて弱いものとなっている。

らないと考えられる。感染が収束し、経済活動が正常
― 27 ―
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図表Ⅰ－１－８ 企業の生産活動の動向
（２）業種別の鉱工業生産

（注）季節調整値。
資料出所：経済産業省「鉱工業生産指数」より作成。

図表Ⅰ－１－９ 第３次産業活動の動向
第３次産業活動指数

（注）季節調整値。
資料出所：経済産業省「第３次産業活動指数」より作成。

化した場合に、コロナ禍で蓄積された過剰貯蓄を取り

流動性の存在により、新たな危機の発生あるいは急激

崩す形での消費ブームが、我が国においても米国と同

な金融引き締めを余儀なくされるおそれがある。

様に生じるかどうかが景気回復の鍵を握っている。

■財政・金融政策の動向

■過熱する金融市場
各国中央銀行による感染拡大初期における迅速な

新型コロナウイルスの感染拡大に対応するため、財
政面では、2020年度に３度の補正予算が編成され、

政策対応もあって、国際金融市場の混乱は回避されて

国の財政状況は大幅に悪化している。こうした政策対

いるが、2021年に入り、国際金融市場の過熱感や市

応の効果により、企業の倒産件数や失業率の上昇は

場の歪みを示唆する事例も生じている。こうした過剰

かなり抑制されている。金融面においても、日本銀行
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コロナ後を見据えて
「2021～2022年度経済情勢報告」
（概要）

図表Ⅰ－１－13 日本の非金融法人企業の債務残高の動向

資料出所：内閣官房成長戦略会議事務局（令和３年５月）より抜粋。

が強力な金融緩和を実施し、企業等の資金繰り支援

企業の倒産や国民の生活破綻の回避には成功した。

や金融市場の安定、及びそれらを通じた緩和的な金

しかし、一段と拡大した政府の財政赤字は社会保障

融環境の維持に努めている。その結果、日本銀行の

の持続性をはじめ国民の将来に対する不安をさらに高

バランスシート及びマネタリーベースが急激に膨張して

め、また、長期にわたる超金融緩和は出口戦略をます

いる。

ます困難にしている。コロナ後を見据えつつ、これら

■コロナ後を見据えた国民的議論の必要性

の問題に対し具体的にどのような対応策を講じるべき

新型コロナウイルスの感染拡大は、デジタル化の遅

かにつき国民的な議論を深めるとともに、これらの制

れをはじめ、わが国が従来から抱えてきた経済社会の

度を支える賃金の引上げに向け、労働生産性の向上を

脆弱性や課題を顕在化させた。

いかに実現させるかが喫緊の課題である。

政府・日本銀行は、コロナ禍に対し前例のない規模
及び手段により財政・金融政策を迅速に講じた結果、
図表Ⅰ－２－２ 世界主要国の実質ＧＤＰ成長率の推移

資料出所：各国政府公表資料。
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第２章

世界経済の現状とリスク

■世界各国の財政・金融政策
新型コロナ・ショックに対処するため、各国は前例

■世界経済の不均一な回復

のない規模及び手段による財政・金融政策を実施し、

2021年に入り、世界経済は回復を続けているものの、

経済の落ち込みを最小限に抑えるとともに、金融市場

景気回復のスピードは国や地域により大きく異なってい

の機能及び安定を維持することに成功した。しかし、

る。ワクチン接種の進捗による社会経済活動の正常化

これにより各国の財政状況は大幅に悪化し、主要中

が景気回復の鍵を握るが、世界全体としてワクチン供

央銀行のバランスシートも急速に膨張している。どの

給が不足する中、先進国と新興市場国・発展途上国と

ようなタイミング及びプロセスにより縮小・正常化を図

の間のワクチン格差は一層拡大している。こうした状

っていくかが、各国共通の課題となっている。

況は、中長期的に世界経済の成長力の低下を招きかね
ないとして懸念されている（図表Ⅰ－２－２）
。

第Ⅱ部
第１章

雇用情勢と生活の変化

雇用対策の動向

用され、失業率の抑制につながったものとみられる。
他方、そのための財源確保や、企業の助成金依存の

■雇 用維持に向けた諸政策の実績と課題

助長、産業・事業分野を跨ぐ労働移動の阻害といった

コロナ禍における我が国の失業率は、他の主要国と

問題が指摘されている。このほか、フリーランスとし

比較しても極めて低い水準に抑制されている。雇用調

て働く者に対するセーフティネットの構築も急務である

整助成金（雇調金）をはじめとする各種給付・貸付金

と指摘されている。

に特例措置が設けられた結果、これらが積極的に活

図表Ⅱ－２－２ 完全失業率
（前年差）
の要因分解

（注）計算方法は、以下の通り。第１項が人口要因、第２項が労働力人口比率要因、第３項が就業者要因。
ＵＲ：完全失業率、Ｎ：人口（15 歳以上）、Ｌ：労働力人口、Ｅ：就業者数、ＬＲ：労働力人口比率

資料出所：総務省「労働力調査」より作成。
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コロナ後を見据えて
「2021～2022年度経済情勢報告」
（概要）

他方、社会保障制度の活用状況をみると、引き続き

第２章

雇用情勢

社会福祉協議会の貸付制度や住居確保給付制度の活
用が多い。生活保護の申請及び受給世帯数は共に2020

■雇 用情勢は弱い動き

年度1年間で２％程度増加にとどまっている。また、生

雇用情勢は2020年以降弱い動きとなっている。完

活困窮者に対する自立相談支援については、申請件数

全失業率は、2020年後半は３％台が続いたが、2021

の急増に対し、相談対応が追い付いていない状況で

年に入り、15歳以上人口の減少や就業者数が4月以降

ある。

増加に転じたことを受け、7月には前年同月比で低下
に転じた（図表Ⅱ―２－２）
。
図表Ⅱ－３－４ 現金給与総額、
所定内給与、
所定外給与
（前年比）
の推移
（事業所規模５人以上）
（２）
一般労働者

（３）
パートタイム労働者

（注）１．所定外給与の前年比は右目盛り、その他は左目盛り。
２．各月の指数（現金給与総額、きまって支給する給与、所定内給与）にそれぞれの基準数値（2015 年平均）を乗じ
て実数を試算し、所定外給与及び特別に支払われた給与は以下の式により算出し、
（2019 年までは四半期化した
上で）寄与度等を計算。
所定外給与＝きまって支給する給与－所定内給与
特別に支払われた給与＝現金給与総額－きまって支給する給与
３．2011 年以前は時系列比較のための推計値、2012 年１月～ 2019 年５月は再集計値、2019 年６月以降は 500 人以
上規模の事業所について全数調査した値を使用。
資料出所：厚生労働省「毎月勤労統計調査」より作成。
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就業者数は、主に雇用者数が2021年4月以降増加

感染症に関連した雇用や収入への影響としては、収

に転じたことにより増加しているが、その増加数は

入の減少、勤務日数や労働時間の減少が多く挙げられ

2020年の減少数を大きく下回っている。

ている。2020年は、所定外労働時間の大幅減により

このうち、休業者については、2020年4月に過去最

総実労働時間は減少したが、2021年4月以降は所定外

多を記録した後、多くは休業を継続するか仕事に戻っ

労働時間が増加に転じたことにより、総実労働時間も

ていることが窺われる。前月に休業者であって、完全失

増加した。ただし、その増加数は前年の減少数を下

業者となった者ないし非労働力化した者は、2021年に入

回っている。現金給与総額も、労働時間の動きに連動

りコロナ前の水準程度でほぼ横ばいで推移している。

し同時期に増加に転じているが、その増加額も前年の

完全失業者数は200万人前後で高止まりしており、

減少額を下回っている。

失業期間は長期化する傾向にある。多くの場合、求職

賞与などの特別給与の現金給与総額に対する寄与

者の希望を満たす仕事が見つかりにくいことが背景に

をみると、一般労働者では、コロナ禍による企業業績

あるとみられる。

の悪化によりマイナスが続く一方、パートタイム労働者

人手の不足感は一定程度戻ってはきているものの、
コロナ前の水準には達していない上、業種間のばらつ

では、2020年４月以降の同一労働同一賃金導入を反
映し、プラスが続いている（図表Ⅱ―3－４（２）、
（３）
）
。

きが極めて大きい。特に宿泊・飲食サービスについて
は依然過剰超過の状態が続いている。同様に、新規
求人数も、2020年央を底に製造業を中心に回復の動
きがみられるが、その増加数は前年の減少数を下回っ
ている。

第３章

第４章

女性・非正規雇用等の状況

■女性労働者を取り巻く厳しい環境
～She-Cession（女性不況）の継続～

賃金の動向

■現金給与総額は増加に転じたが、前年の減少
額を下回る

新型コロナ・ショックにより、世界的にShe-Cession
（女性不況）とも呼ばれる現象が報告されているが、
前年に引き続いて2021年も厳しい状況が続いている。
女性の雇用者数の減少が男性に比べ著しい要因とし

図表Ⅱ－４－６ 主な産業別雇用者数の増減の推移
（前年との実数の比較）

資料出所：総務省「労働力調査」より作成。
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て、新型コロナ・ショックの影響を最も大きく受けた宿

り大きな差が生じており、連合総研の実施した調査に

泊業、飲食サービス業、娯楽業といった対人サービス

よると、大企業勤務における正社員の実施割合が高い

における女性の労働者割合が高く、しかも、雇用調

との結果が得られている（図表Ⅱ―５―４）
。

整の対象となりやすい非正規雇用の割合が高いことが

テレワークの継続を希望する労働者は全体の８割を

ある（図表Ⅱ－４－６）
。

超えるとの調査結果もあり、テレワークを実施した労

■職 種ごとに異なるコロナ・ショックの影響

働者の多くがワーク・ライフ・バランスの向上をはじ

他方、
「医療・福祉業」では、新型コロナ・ショック
以前から人手不足が深刻化していたこともあり、女性
の正規雇用者数は、コロナ禍にも拘わらず増加傾向が
続いている。

第５章

め、なんらかのメリットを感じていることが窺われる。
その一方で、生活空間や生活時間の浸食や対面コミ
ュニケーションの希薄化といった課題も浮上している。

■働き方の変化と人材育成の重要性
上記に加え、新型コロナウイルス感染症の拡大は、

働き方の変化

労働者・企業双方にとって「仕事のやり方や「働き方」

■テレワークの現状―新型コロナウイルス感染
拡大、緊急事態宣言とテレワーク

を見直す機会ともなった。コロナ後の変化として、労
働者側では、生産性や効率性の重視を挙げている。
一方、企業側は労働者個人に焦点を当てた人材育成

新型コロナウイルス感染症の拡大を契機に、我が国

を重視する意向を示しており、両者の間で乖離がみら

においてもテレワークが急速に普及したが、その後1年

れる。企業には、労働者の能力開発を行うにあたり、

半余り経過し、一部揺り戻しの動きもみられる。

雇用形態の違いのみを理由として能力開発の機会に

テレワークの実施割合は、地域、業種、雇用形態、
年収、勤め先の従業員規模といった労働者の属性によ

格差を設けるといったことがないよう、十分留意する
ことが求められる。

図表Ⅱ－５－４ 在宅勤務・テレワークの実施割合の推移
（従業員規模別、雇用形態別）
（労働者調査）

（注）Ｎ＝ 4,307、従業員規模が「わからない」の回答を除いて表を作成。
資料出所：連合総研「第 41 回勤労者短観」
（2021 年４月実施）をもとに作成。
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第６章

家計収入の変化

が寄与したものとみられる。後者については、高収入
層ほど一世帯当たりの有業人員が多く、妻が有業かつ

■家計収入の推移～コロナ禍でも落ち込まない

正規雇用である割合が高いことがその背景となってい

実収入

る（図表Ⅱ―6－3）
。

感染症拡大による家計への影響は、世帯構造や世

■単身世帯の年収格差～コロナ前から縮小傾向

帯年収により大きく異なる。
二人以上世帯のうち勤労者世帯の実収入の対前年
実質増減率は、リーマンショック時と異なり、コロナ
禍の下でもプラスで推移した。これは、世帯主の配偶
者の勤め先収入の伸び、及び2020年に実施された特
別定額給付金が寄与したものと考えられる。二人以上
世帯のうち勤労者世帯の世帯年収格差について過去
20年間のジニ係数でみると、2006年をピークに縮小傾
向となっていたが、コロナ前の2018年からは再度緩や
かな拡大傾向となっている。中・低収入層での世帯主
の勤め先収入の減少が大きかったことに加え、高収入

他方、単身世帯のうち勤労者世帯についてジニ係数
をみると、コロナ前から縮小傾向にある。その要因と
して、低収入層における勤め先収入の増加に加え、
2019年の社会保障給付や2020年の特別定額給付金が
勤め先収入を補足するかたちで家計を下支えしたため
と考えられる。このほか、単身世帯の正規雇用率の上
昇も格差縮小に寄与したものとみられる。ただし、単
身世帯の女性の半数近くが依然非正規雇用であるこ
とを踏まえれば、格差是正にあたっては、単に正規化
を促進するだけでなく、同一労働同一賃金といった非
正規雇用の処遇改善が重要といえよう。

層における配偶者の勤め先収入が大きく増加したこと

図表Ⅱ－６－３ 世帯年収五分位別にみた１ヵ月間の実収入の対前年名目増減率と
寄与度
（二人以上世帯のうち勤労者世帯）

（注）
「特別収入」の費目に特別定額給付金が含まれている。
「その他」は実収入から上記３費目を除くすべての合計を示す。
資料出所：総務省統計局「家計調査」より作成。
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第Ⅲ部

コロナ後を見据えた課題

連合総研の研究委員会等の委員をはじめ有識者の方々に、コロナ後を見据えた課題及び提言について、マク
ロ経済、労働経済、働き方、女性活躍・男女共同参画、社会保障等の観点からご寄稿いただいた。
ご寄稿者は以下のとおり（敬称略）
。
吉川

洋

齋藤

潤

山田

久

㈱日本総合研究所副理事長／主席研究員 「ポスト・コロナ時代に向けた課題について」

太田

聰一

慶應義塾大学経済学部教授 「失業から見るコロナ期の労働市場」

神林

龍

一橋大学経済研究所教授 「賃金の動向」

山本

勲

慶應義塾大学商学部教授 「コロナ禍での働き方の変化と今後の課題」

周

燕飛

立正大学学長／東京大学名誉教授 「コロナ禍で明らかになった日本経済の課題」
（公社）日本経済研究センター研究顧問 「コロナを契機に日本経済の構造的な脆弱性の克服を」

日本女子大学人間社会学部教授／ＪＩＬＰＴ客員研究員
「コロナ禍での女性雇用－「シーセッション」現象を読み解く－」

金井

郁

埼玉大学大学院人文社会科学研究科教授
「ジェンダー化されたマネジメントとコロナ禍のインパクト」

鬼丸

朋子 中央大学経済学部教授 「ポスト・コロナ時代に向けて－テレワーク定着の可能性について考える」

丸山

桂

[補論]

上智大学総合人間科学部教授 「コロナ後を見据えた社会保障の課題：雇用との連携からの視点」

2022年度日本経済の姿

１．世界経済の先行きについての様々な見方

つも、感染の再拡大にも拘らず回復を続けるとしてい
る。ただし、ワクチン接種の進捗状況や感染初期の

2021年後半以降の世界経済がどのような成長経路

政府対応状況の差を主たる要因として、先進国とそれ

を描くかについては、前年に引き続き、新型コロナウ

以外の国々との間で景気回復の進捗格差がますます

イルスの感染状況に大きく依存しているが、それに加

拡大していることは、中期的にも経済パフォーマンスに

えて21年に入ってからは、世界経済の回復に伴う急速

負の影響を残す可能性があると指摘している。そのた

な需要回復による物価上昇圧力及びそれに伴う金融

め、成長に係るリスクは下方に傾いているとの見解を

資産市場の動向についても不確実性が高まっている。

示している。なお、インフレリスクに関しては上方に傾

したがって、各機関の見通しも、どのようなシナリオを

いているとしている。

前提とし、またいつの時点のデータに基づいているか
により大きく異なる点には留意が必要である。

２．日本経済の先行きについて

例えば、国際機関の見通しとして2021年10月中旬に
公表されたIMFの見通しを紹介すると、世界経済の成

わが国経済の先行きについて、現下の国内外の状況

長率は、2020年の▲3.1％から、2021年5.9％、2022

を踏まえつつ、以下のとおり３つのシナリオを想定し、

年4.9％となるという見通しを示している。依然として

各シナリオごとに経済成長率の試算を行った。

経済の先行きに係る不確実性が極めて高いものの、世

各シナリオ共通 ：2021年７−９月期の実質ＧＤＰは本

界経済全体としては、国・地域間でばらつきを伴いつ

報告書公表時点では不明であるものの、緊急事態宣
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言延長に伴い当該期間がほぼ緊急事態宣言の発令期

り、同年１−３月期はマイナス成長となる。さらに、そ

間と重なったことに加え、世界的な感染再拡大や原材

の後も既存のワクチンが無効な変異株の発現などによ

料及び部品等の供給制約問題が深刻化する下で海外

り、感染者の急拡大が度々発生し、その都度経済活

経済の回復ペースが鈍り、輸出の減少及び自動車の減

動に厳格な制限が課される。同様に海外も、感染拡

産が生じていることを勘案し、マイナス成長を仮定す

大によって景気回復が遅れる一方、供給制約は引き続

る。また、ベンチマークを原則、実質ＧＤＰの水準が

き22年度も解消されず、輸出及び生産の減少やそれに

過去最大となった2019年７−９月期の実質ＧＤＰ（557.8

伴う企業の景況感の悪化が続くことから、設備投資の

兆円）と設定し、当該水準の回復時期がいつ頃とな

回復も力強さに欠けるものとなる。消費も、経済対策

るかについて、一定の仮定の下で機械的な試算を行う。

などにより一定程度は下支えされるものの、先行きの

前提

不透明感が増していることから家計における過剰貯蓄

・中 心シナリオとダウンサイド・シナリオの差異は、

の大半はそのままとなり、期待されたペントアップ需要

2021年10−12月期に経済活動が同程度正常化した

は実現しない。その結果、21年度に２％半ば程度の

後、感染動向が異なるものとして設定した。

成長となった後、22年度は潜在成長率程度の成長に留

・アップサイド・シナリオと中心シナリオの差異は、
2021年10−12月期及び22年１−３月期の景気回復ペ
1

まるため、23年後半になってようやく2019年10−12月
期（547.0兆円）の経済水準を回復する。

ース（主としてペントアップ需要（pent-up demand）

③アップサイド・シナリオ：

及び輸出の回復による）が異なるものとし、22年度

ワクチン接種の進展や新薬の普及により、2021年秋

以降の四半期別成長率については同一とした。

以降、経済活動の正常化が中心シナリオの想定より早

①中心シナリオ：

い時期に実現する。消費者マインドの大幅な改善に加

2021年10月以降、段階的な経済活動の正常化により、

え、経済対策の効果もあって、21年度内を中心に想定

過剰貯蓄の一部が旅行・宿泊や外食といったペントア

を上回る大規模なペントアップ需要が顕在化する。輸

ップ需要として消費に転換されるとともに、感染者数

出についても、半導体や原材料の世界的な供給制約

が一時的に増加する局面があっても、ワクチン接種等

問題と、それに伴うインフレ懸念もおおむね年内に解

の効果により、経済活動の制限はごく限定的なものに

消され、世界経済の回復ペースが再加速することを受

留まる。また、景況感及び収益の改善から、設備投

け、大幅な増加に転じるとともに、設備投資の増勢も

資は堅調に推移する。さらに、22年前半にかけて世界

一層強まる。その結果、21年度の成長率は３％台後半

的な供給制約問題やそれに伴うインフレ圧力の高まり

の高い成長となり、2022年１−３月期には2019年７−９

も解消に向かい、輸出も徐々に回復する。その結果、

月期の経済水準を超え、22年度も前年に引き続き年率

22年度は２％台後半のやや高めの成長となり、22年後

３％台前半の高成長を維持する。

半には実質ＧＤＰが2019年７−９月期の水準（557.8兆

（図表４）

円）を超え、過去最高となる。
②ダウンサイド・シナリオ：

３．民間エコノミストによる景気予測

緊急事態宣言の解除を受け、経済活動が段階的に
正常化されるが、同時に人々の感染予防に対する意識

不確実な先行きを民間エコノミストがどのように見て

が低下し、マスク着用をはじめ感染予防対策行動がと

いるかについて、
（公社）日本経済研究センターが毎月

られないまま人流がコロナ前の状況に戻る。そのため、

公表している「ESPフォーキャスト」の10月調査による

10−12月期は中心シナリオと同様に景気回復が加速す

と、平均での実質 経 済成長率は、2021年度前年比

るものの、22年初にかけて第六波に見舞われるなど、

3.34％、22年度同2.78％と、潜在成長率と比べ高めの

再度経済活動に対し厳しい制限が課される事態とな

成長率で推移すると見込んでいる。なお、消費者物価
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図表４ 実質ＧＤＰの成長シナリオ

上昇率（生鮮食料品を除く総合）については、2021年
度については携帯通信料の引き下げ等により前年比▲
0.10％減と引き続きマイナスを見込んでいるが、22年度

１公
 衆衛生措置や感染への警戒感によって抑制されてき
た民間消費が、それらの解除によって一挙に顕在化す
ることによって発生すること。

は21年央以降顕著となっている国際商品市場の高騰を
受けた企業の価格転嫁の動きを受けて、同0.51％増と
わずかながらもプラスに転じるとしている。

― 37 ―

DIO 2021, 10・11

