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１．2020 年の経済動向 

（１）日本経済 

 2020 年のわが国経済は、新型コロナウイルス

感染症の影響を受けて、大きな振幅を伴いなが

ら、総じて厳しい状態が続いた。 

 以下では、緊急事態宣言が解除された 5 月下

旬までの時期とそれ以降の時期に分けて、同年

におけるわが国経済の動向を概観する。 

（年初～緊急事態宣言の解除） 

 新型コロナウイルス感染症は、2019 年末に中

国で確認された後、2020 年入り後から、アジア、

欧州、米国などで急速に拡大し、パンデミック

（世界的な大流行）の状態に陥った。そのよう

な状況下、幅広い国や地域において、外出・出

入国制限や営業・生産活動の停止措置などの感

染防止策がとられることとなった。 

この間、わが国においても、全国的な感染拡

大を受けて、国や地方自治体による各種の自粛

要請が実施された。更に、4 月上旬には、新型

インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊

急事態宣言が発出され、5 月下旬に解除される

までの間、社会・経済活動を大幅に制限する措

置が講じられた。 

そうした下、この期間におけるわが国の経済

動向を振り返ってみると、年初時点では、2019

年 10 月に実施された消費税率引き上げの影響

が徐々に和らぐ中で、個人消費などに持ち直し

の動きもみられていたが、その後、内外での新

型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、

情勢は大きく変化し、景気は厳しさを増すこと

となった。 

とりわけ、春先以降は、①海外経済の落ち込

みに伴う財輸出の減少、②インバウンド需要

（サービス輸出）の蒸発的な減少、③外出自粛

や営業制限などに伴う国内個人消費の減少、と

いった 3 つの経路を通じて総需要が大幅に減少

し、わが国の景気は、極めて厳しい状態に陥っ

た。 

このような状況を受けて、四半期ごとの国内

総生産（実質 GDP）は、1-3 月期、4-6 月期と連

続でマイナスとなり、前年 10-12 月期から 3 四

半期連続でマイナス成長を余儀なくされた。特

に、4-6 月期は前期比▲8.3％となり、比較可能

な 1980 年以降で最大のマイナスとなった。 

この間、変動の目立った需要項目をみると、

輸出に関しては、IT 関連はデータセンター向け

やパソコン関連の堅調さに支えられて小幅な

落ち込みに止まった一方、自動車関連が海外販

売の急速な落ち込みを背景に大幅に減少した

ほか、設備投資関連も、世界的な投資の落ち込

みや先送りを反映して、はっきりとした減少傾

向が続いた。また、インバウンド需要と関係の

深い海外からの入国者数は、2 月以降、入国制

限措置などの実施に伴い大幅に減少した。 

個人消費についてみると、1～2 月は、乗用車

などの耐久財を中心に、消費税率引き上げ前の

駆け込み需要の反動減などから緩やかに持ち

直す動きがみられていたが、3 月入り後、国内

における感染症拡大の影響を受けて減少に転

じた。更に、4 月以降は、緊急事態宣言の発令

の影響を受けて一段と減少した。こうした需要

の減少はサービス消費で特に顕著であり、外食

や宿泊などの選択的支出が大幅に落ち込んだ。 

設備投資は、輸出の急速な落ち込みや先行き

不透明感の高まりから機械投資が弱めの動き

に転じたことを主因に、全体では、それまでの

増加の動きが頭打ちになった後、横這い圏内で

推移した。 

この間、雇用・所得環境では、総需要の減少

を背景に、弱い動きがみられるようになった。

雇用面では、労働需要が大きく減退し、失業率

や有効求人倍率が悪化したほか、就業者数も減
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少に転じた。賃金面でも、一人当たり名目賃金の前

年比がマイナスに転じるなど、下押し圧力が強ま

った。 

（緊急事態宣言の解除～） 

 内外では、厳格な感染防止措置が緩和・解除され

たことを受けて、社会・経済活動を再開する動きが

徐々に拡がってきた。この間、わが国では、緊急事

態宣言が解除された後、7月入り後から秋口にかけ

て感染が再び拡大する事態が発生したが、感染防

止と社会・経済活動の両立が意識される下、営業時

間短縮などの自粛要請は限られた範囲に止まった。

もっとも、10 月以降は、内外で感染が再拡大して

きたことを受けて、感染防止策が改めて強化され

てきた。わが国においては、11 月以降の感染者数

の大幅増を受けて、外出自粛や営業時間短縮など

を要請する措置が各地で実施された。また、Go To

トラベルキャンペーンについては、11 月下旬より

一部の地域で停止などの措置が講じられたほか、

年末年始の一定期間は全国一斉に停止されること

となった。 

このような感染動向の下、わが国の景気は、内外

における経済活動の再開を受けて持ち直してきた

（図表 1）。もっとも、感染症の影響が根強い中、

その回復テンポは緩やかであった。7-9月期の実質

GDP成長率は+5.3％とプラスに転じたが、4-6月期

の落込み幅の 6割程度の回復に止まった。また、業

種などによって、回復度合いに大きなバラツキが

みられた。更に、年末にかけては、感染の再拡大を

受けて、景気への影響に一層の注意を必要とする

状況となった。 

（図表 1）わが国の実質 GDPの推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な内訳をみると、輸出に関しては、海外経済が

大きく落ち込んだ状態から持ち直してきたことを

受けて回復の動きが続き、景気全体の持ち直しを

牽引してきた。財別にみると、自動車関連が欧米や

中国での販売回復を受けて大幅に持ち直してきた

ほか、IT 関連でも、データセンター向けやパソコ

ン関連の堅調さに自動車向けの持ち直しも加わり、

全体として持ち直している。また、設備投資関連も、

生産が世界的に持ち直してきたことを受けて、下

げ止まってきている。一方、海外からの入国者数は、

入国制限措置などの解除が一部に制限される下で、

回復の動きに乏しい状態が続いてきた。 

個人消費は、全体としては、徐々に持ち直してき

た（図表 2）。このうち、財消費に関しては、持ち直

しの動きが堅調であり、感染拡大前を上回る水準

にまで戻ってきた。いわゆる「巣ごもり」消費が下

支えする中、耐久財の増加が牽引してきた。一方、

サービス消費についても持ち直しの動きがみられ

てきたが、夏場に感染者が増加した局面で足踏み

がみられたほか、年末にかけては感染再拡大の影

響を受けるなど、改善ペースは緩やかであり、相対

的に遅れが目立った。 

（図表 2-1）国内個人消費の動向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）内閣府 

（注）消費活動指数（旅行収支調整済）は、除くインバウンド

消費・含むアウトバウンド消費（日本銀行スタッフ算

出）。 

（出所）日本銀行、内閣府等 
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（図表 2-2）国内個人消費動向の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備投資は、収益悪化や先行きの不透明感など

を背景に、減少に転じた（図表 3）。特に、建設投資

については、サービス業における新規出店の抑制

などを主因に減少が目立った。 

（図表 3）国内設備投資の動向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この間、雇用・所得環境では、弱い動きが続いた。

雇用面では、失業率や就業者数に改善の動きがみ

られなかったほか、有効求人倍率は低下傾向が続

いた。また、賃金面でも、賞与を中心に下押し圧力

の強い状態が続いた。もっとも、各種の制度支援が

機能する下で、大規模な雇用調整が回避されるな

ど、こうした弱い動きは、経済の大幅な落ち込みに

比べると相対的に低く抑えられてきた。 

（２）高知県経済 

（景気動向・・・秋以降持ち直し） 

 2020 年の高知県経済を振り返ってみると、新型

コロナウイルス感染症の影響を強く受ける下で、

財輸出やインバウンド需要の動向を除くと、全国

と概ね同じ動きで推移した（図表 4）。 

 すなわち、3月頃より感染症の影響が個人消費や

観光でみられ始め、4月には、緊急事態宣言の発令

を受けて、経済活動が大幅に制約された結果、県内

の景気は悪化に転じた。その後、夏場にかけては、

経済活動が再開される下で、一部に持ち直しの動

きはみられたものの、全体としては勢いや持続性

に乏しく、明確な景気回復の実感を得にくい局面

が続いた。 

もっとも、秋以降は、財消費において、家電や乗

用車といった耐久財が堅調な伸びをみせるなど、

消費マインドの落ち着きなどを反映した回復傾向

が明確になってきた。また、観光需要についても、

Go To トラベルキャンペーンの押上げ効果などを

受けて、持ち直しの動きを辿ってきた。そうした下、

県内の景気は、個人消費や観光需要の回復が牽引

する形で持ち直しに転じてきた。 

県内企業の業況感もこのような景気動向を反映

し、春から夏場にかけて大幅に落ち込んだ後、秋以

降は明確な改善がみられた（図表 5）。 

（図表 4-1）県内の景気判断の推移（総括） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）日本銀行 

（注）１．建設工事出来高は、建設工事費デフレーターで実質化。 

２．2020/4Q は、10 月の値。 

（出所）内閣府、経済産業省、国土交通省 

総括判断

20/1 一部に弱めの動きがみられるものの、回復している

2

3
基調としては回復しているものの、足もとでは新型コロナウイルス感染症の影
響がみられている

4
新型コロナウイルス感染症拡大の影響から、このところ弱めの動きとなってい
る

5 新型コロナウイルス感染症拡大の影響から、一段と弱い動きとなっている

6 新型コロナウイルス感染症拡大の影響から、弱い動きが続いている

7

8

9

10 新型コロナウイルス感染症の影響から、弱い動きが続いている

11 新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、持ち直しつつある

12
持ち直しの動きが続いているが、新型コロナウイルス感染症にかかる感染再
拡大の影響が一部でみられている
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（図表 4-2）県内の景気判断の推移（内訳） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図表 5）県内企業の業況判断（日銀短観） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、11 月下旬以降は、先に述べたとおり、

感染が再拡大する中で、全国では、Go To トラベル

キャンペーンの運用を制限・停止する措置がとら

れた。また、県内では、飲食店などに営業時間の短

縮を要請する措置が実施された。そうした下、当県

では、宴会や宿泊のキャンセルがみられるなど、景

気の先行きに不透明感を抱えつつ年末を迎えるこ

ととなった。 

（サービス消費＜観光以外＞・・・低水準続く） 

個人消費のうち、観光以外のサービス消費に関

しては、4～5 月に大きく落ち込んだ後、感染症へ

の根強い警戒感を背景に低水準で推移した。そう

した下、年末にかけては、感染再拡大の影響により、

宴会のキャンセルがみられるなど、酒類を伴う飲

食への需要が更にやや弱めの動きとなった。 

 この点に関して、サービス消費に対する足もと

の支出スタンスを年齢別にみると、高齢世帯では、

他の年齢層よりも落ち込みが大きく、その後の回

復ペースも緩慢になっている（図表 6）。高齢化が

相対的に進んでいる当県では、全国平均と比べて、

こうした高齢層の消極的な消費スタンスがサービ

ス消費全体を下押しする方向により強く働いた可

能性もある。 

（図表 6-1）年代別のサービス消費動向（外食） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図表 6-2）年代別のサービス消費動向（旅行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）日本銀行高知支店 

（注）二人以上の世帯ベース（世帯主の年齢階級別）。学校給

食を除く。 

（出所）総務省 

（注）二人以上の世帯ベース（世帯主の年齢階級別）。宿泊料

とパック旅行費の合計。 

（出所）総務省 

（出所）日本銀行高知支店 
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（％ポイント）

（年）

「良い」超

「悪い」超

個人消費 観光 設備投資

20/1

消費税率引上げに伴う駆け込
み需要の反動がみられているも
のの、基調としては持ち直して
いる

横ばい圏内で推移している
高めの水準ながら、足もとにか
けては弱めの動きがみられてい
る

2

消費税率引上げに伴う駆け込
み需要の反動がみられているも
のの、基調としては持ち直して
いる

3
一部に弱めの動きがみられるも
のの、基調としては持ち直して
いる

新型コロナウイルス感染症の影
響から足もと弱めの動きがみら
れている

4
新型コロナウイルス感染症の影
響から、弱めの動きとなっている

新型コロナウイルス感染症の影
響から、減少している

横ばい圏内の動きとなっている

5
新型コロナウイルス感染症の影
響から、減少している

新型コロナウイルス感染症の影
響から、大幅に減少している

6

7
一部に持ち直しの動きがみられ
るものの、新型コロナウイルス
感染症の影響から減少している

横ばい圏内で推移しているもの
の、非製造業を中心に慎重化の
動きがみられている

8

持ち直しや下げ止まりの動きが
みられるものの、新型コロナウイ
ルス感染症の影響から、弱い動
きが続いている

下げ止まりの兆しもみられるも
のの、新型コロナウイルス感染
症の影響から、弱い動きとなっ
ている

9

持ち直しなどの動きが引き続き
みられるものの、新型コロナウイ
ルス感染症の影響から、弱い動
きが続いている。

底打ち感がみられるものの、新
型コロナウイルス感染症の影響
から、弱い動きが続いている

10
新型コロナウイルス感染症の影
響を受けながらも、財消費を中
心に徐々に持ち直しつつある

基調として弱い動きが続いてい
る

弱めの動きがみられている

11
財消費を中心に徐々に持ち直し
ている

持ち直しつつある 弱めの動きが続いている

12

財消費を中心に徐々に持ち直す
動きが続いているが、新型コロ
ナウイルス感染症にかかる感染
再拡大の影響がサービス消費
で一部みられている

徐々に持ち直す動きが続いてい
るが、新型コロナウイルス感染
症にかかる感染再拡大の影響
が一部みられている
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（雇用・所得・・・大幅な悪化は回避） 

この間、県内の雇用・所得環境は、全国と同様、

需要減少の影響から下押し圧力のかかる弱い動き

が春以降続いた。もっとも、そうした下においても

雇用は比較的底堅く維持され、大きく悪化する事

態は回避されてきた。 

雇用動向に関して、県内では、雇用を調整する動

きはいまのところ目立っていない。むしろ、企業の

間では、当県の趨勢的な人口減の進行を見越して、

雇用をできる限り維持していこうとするスタンス

が現時点では根強いように窺われる。そうした下、

求人・求職バランスについても、4～5 月に大幅に

悪化した後は底堅く推移してきた（図表 7）。 

賃金面をみると、一人当たり名目賃金は、残業時

間の減少や賞与の引下げを主因に前年比マイナス

の状態が続いてきたが、これまでのところ、所定内

給与を削減する動きが県内企業の間で拡がる状況

には至っていない（図表 8）。 

（図表 7）県内の有効求人倍率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図表 8）県内の一人当たり名目賃金の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（企業の資金繰り・・・各種の制度支援が下支え） 

県内企業の資金繰りは、売上・収益の悪化を受け

て厳しい状況に直面した。もっとも、国や県などに

よる各種の支援策の奏効もあり、これまでのとこ

ろ、資金繰りの逼迫が広範に発生する事態は回避

されている（図表 9、10、11）。 

企業の資金繰りがこのように総体的に落ち着い

ている状況は、先に述べた、雇用・所得環境の底堅

さや消費マインドの落ち着きなどをもたらしてき

た要因の一つになっていると考えられる。 

（図表 9）県内企業の資金繰り判断（日銀短観） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図表 10）県内の預金・貸出金残高の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図表 11）県内倒産件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）日本銀行高知支店 
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（注）直近は 20/10 月。 

（出所）厚生労働省「一般職業紹介状況」 
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（注）１．共通事業所（前年同月及び当月ともに集計対象とな

った調査対象事業所）の現金給与総額。 

２．20/9 月は速報値。 

（出所）高知県「毎月勤労統計調査地方調査」 

（注）国内銀行（ゆうちょ銀行を除く）、信用金庫および信用

組合の高知県内店舗ベース。実質預金は、預金から切手

手形を控除したもの。 

（出所）日本銀行高知支店 
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（注）負債額 1,000 万円以上。 

（出所）東京商工リサーチ 
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２．2021年の展望 

（中心的な見通し） 

わが国、高知県ともに、2021 年の経済動向は、

新型コロナウイルス感染症の帰趨によって大きく

変わり得るが、現状、この点については、依然とし

て不確実性が高い。すなわち、感染症に有効な治療

薬やワクチンがいつ・どのような形で抑止効果を

発揮するのかといった点や、それまでの間、感染症

の流行がどのように展開していくのかといった点

などが不透明であり、こうした状況が先行きの経

済動向に関する見通しを非常に難しくしている。 

 そうした下、仮に感染症の影響が収束に向けて

先行き徐々に和らいでいくことを前提とすると、

①当面の間は、感染リスクへの警戒感が続く中で

緩やかなペースを余儀なくされるが、資金繰り支

援をはじめとする各種政策などの支えも受けつつ、

景気は持ち直し続ける、②その後は、内外において

経済活動への制約が更に緩和されていくにつれて、

輸出や個人消費がよりしっかりとした回復基調を

辿っていく、③そのような状況において、企業収益

の改善に伴い、設備投資が増加基調に復していく

ほか、雇用・所得環境も改善していく、といった見

通しが中心となる（図表 12）。 

（図表 12）主要国・地域の経済成長率の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（リスク要因） 

一方、感染症の影響が収束するまでの間は、以下

の 3つの下振れリスクに注意を要する。 

 第 1 は、感染症拡大のもたらすマイナスの影響

の大きさである。特に、極めて厳格な感染防止措置

が実施される場合や、人々が感染への警戒から行

動を極端に自粛する場合には、経済活動が大幅に

下押しされる可能性がある。また、そのような下押

し圧力が急激に強まることがあると、企業の資金

繰りや雇用・所得環境が大幅に悪化し、経済が更に

深みに嵌っていくリスクが高まる可能性もある。 

 第 2 は、企業や家計の中長期的な成長期待の低

下である。感染症による経済への大幅な下押しに

より、企業や家計の中長期的な成長期待が低下す

る場合には、その後の支出意欲が高まりにくくな

り、経済の回復の勢いを弱める方向に作用するリ

スクがある。例えば、感染症の収束に長い時間がか

かると見込まれる場合に、企業の間で、「with コロ

ナ下で対応できる水準」まで雇用者の数を絞り込

む動きが拡がり、雇用・所得環境の悪化や消費マイ

ンドの低下を通じて、消費需要に下押し圧力をか

ける可能性がある。 

 第 3は、金融システムの安定性の低下である。現

在、県内を含め、わが国の金融機関は資本・流動性

の両面で相応に強いストレス耐性を備えている。

そうした下、金融システムは全体として安定性を

維持しており、金融仲介機能は円滑に発揮されて

いる。ただし、感染症の影響が想定以上に大きくな

った場合には、実体経済の悪化が金融システムの

安定性に影響を及ぼし、それが実体経済への更な

る下押し圧力として作用するリスクがある。 

以上のとおり、わが国および高知県における本

年の経済動向に関しては、現状、新型コロナウイル

ス感染症の帰趨やその影響が不透明な中で、不確

実性が極めて高く、再び下方に向かうリスクにも

相応に注意を要すると考えられる。 

日本銀行高知支店では、このような不確実性や

リスク要因に十分目配りしつつ、本年も当県の経

済情勢を引き続き丁寧に調査・分析していきたい

と考えている。 

以  上 

（出所）国際通貨基金（IMF）・2020/10 月見通し 

（前年比、％）
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