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宮嶋 貴之

日本の1～3月期ＧＤＰ：米国より回復が遅れる一因はリモートワーク対応
 2021年1～3月期の日本のＧＤＰ成長率は、前期比年率▲5.1％と3期ぶりのマイナス成長。昨年末から新型
コロナ感染が再拡大して緊急事態宣言が再発令され、外出が一定程度抑制されたことで個人消費が減少
 先行きは、コロナ感染の状況次第で不確実性は高いものの、現時点では緩やかな景気回復を予想。輸出
主導で製造業の生産は増勢を維持。サービス業も、年後半からワクチン接種に伴い底打ちへ
 米国よりも日本の景気回復が遅れている項目は個人消費だけではなく、民間企業設備投資と民間住宅投
資においても米国対比で弱い動きが顕著。リモートワーク対応が相対的に遅れていることが一因
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ＧＤＰ成長率は3期ぶりのマイナスに
2020年後半から底打ちしていた日本経済だが、2021年初は
再び低迷した。1～3月期の実質ＧＤＰ成長率は、前期比年
率▲5.1％と3期ぶりのマイナスに転化した。
マイナス成長の主因は、個人消費だ（図表1）。2020年末か
ら新型コロナウイルスの感染が拡大したことで、2021年初か
ら、政府は緊急事態宣言を再発令した。これにより、飲食店
の時短営業など一部の対人サービス業の営業が制限され
たため、サービスを中心に個人消費は3期ぶりに落ち込んだ。
その他の需要項目をみると、設備投資や政府消費がマイナ
スに寄与した。設備投資は、2020年後半に底打ちしたもの
の、コロナ感染の再拡大により、先送りや中断の動きが強
まって増加が一服した格好だ。政府消費は、GoToトラベル
キャンペーンの停止やコロナ感染以外の病状による医療給
付が減少したことが要因とみられる。
ただし、マイナス成長に陥ったとはいえ、2020年4～6月期の
緊急事態宣言時ほどの落ち込み（前期比年率▲28.6％）に
は至らなかった。その要因として、まず2021年初の緊急事態
宣言では飲食店等に絞って営業を制限したため、2020年の
宣言時よりも経済活動の落ち込みは限定的だった。その結
果、百貨店など小売店舗の営業は続き、巣籠もり需要の後

図表1：GDP成長率・需要項目別寄与度分解
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4～6月期以降の景気は、コロナ感染次第のため不確実性
は大きいが、高齢者を中心にワクチン接種が徐々に進展し
て行動制約が緩和に向かい、サービス業の底打ちに沿って
緩やかに回復すると予想する。4～6月期については、政府
が緊急事態宣言の再々発令・延長を決定したため、サービ
ス業の大きな改善は見込みにくい。条件付きで大型商業施
設の営業やスポーツ・イベントの実施も認められたため、足
下の外出抑制は限定的で、第一回目の宣言時ほど景気下
押し圧力は大きくならないが、5月下旬にかけて、変異株に
よる感染拡大が続き、外出は相応に抑制されると予想する。
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以上のように、サービス消費の減少を主因にサービス部門
が低調となった一方、輸出の増加が下支え要因となり、1～3
月期の景気は大幅な悪化を回避した。財部門（製造業）の
底堅さが続く一方、サービス部門（非製造業）が落ち込むと
いう“Ｋ”字型の様相が再び強まった格好だ。

図表2：日本と米国のGDP・個人消費比較
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押しもあって、財消費は大幅減を回避した。加えて、製造業
の生産は中断せず、米国の景気拡大や世界的なＩＴ需要の
増加が押し上げ要因となり、財輸出は増勢を維持した。無論、
出入国制限の継続によりインバウンドなどサービス輸出は
低迷したままだが、輸出全体はプラス成長となった。
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一方、米国・中国の景気拡大が続き、欧州も年後半からの景
気持ち直しが見込まれ、輸出主導で製造業が景気を押し上
げる構図が続くと予想する。半導体などの電子部品やノート
PCなどのIT関連財が引き続き好調であり、その波及により半
導体製造装置など資本財生産も押し上げられている。ただし、
車載向け半導体不足により自動車の輸出は低調となろう。製
造業の中でも、好調な資本財・IT関連と低調な自動車とい
う”K”字型の構図となる公算だ。

回復の遅れが顕著な設備・住宅投資
1～3月期のGDP成長率が3期ぶりのマイナスに転じ、米国と
比べて景気回復の遅れは顕著だ（図表2）。昨年の新型コロ
ナウイルスの感染状況は、日本以上に米国の方が深刻で
あったが、2021年入り後は米国でワクチン接種により感染者
数が着実にピークアウトしていく中、経済活動の再開が進捗
し、ついに米国は1～3月期にコロナ危機前の水準を取り戻し
た。一方で、日本では昨年末から、米国ほどの規模ではない
ものの感染者数が再び増加傾向に転じ、景気が下振れした。
ワクチン接種の遅れによって、景気回復力の差異が生じる項
目として真っ先に思い浮かぶのは、行動制約の影響を受け
やすい個人消費だろう。実際、米国、日本の個人消費とも昨
年4～6月期は同程度落ち込んだが、その後は米国の回復が
先行し、2021年1～3月期に米国はコロナ危機前の水準を取
り戻した（図表2）。この要因は、米国の方が直接給付や失業
給付による家計の所得補償が大規模に行われたことに加え
て、2021年初からのワクチン接種の早期進捗が挙げられる。
しかし、消費以外にも回復力の差異が顕著な項目がある。①
設備投資と②住宅投資だ（図表3）。①については、米国は昨
年4～6月期に日本と同程度に落ち込んだものの、その後は
持ち直し、コロナ危機前を超える水準まで回復した。内訳をみ
ると機械設備と無形資産の回復が顕著で、前者はコンピュー
ター関連機器、後者はソフトウェアの投資が大きく増加した。
②については、米国は昨年4～6月期に大きく落ち込んだが、
7～9月期以降は一戸建てを中心にコロナ危機前の水準を大
幅に上回る水準まで増加した。一方、日本は①、②とも、コロ
ナ危機前の水準以下で低迷が続く。

図表3：日本と米国の設備投資、住宅投資の比較
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リモートワーク対応が進む米国、遅れる日本
米国と比べて、日本の設備投資の回復が遅れる主因は期待
成長率の低迷により、先行きへの慎重姿勢が根強いことが
挙げられる。コロナ危機のような経済ショックに直面すると、
日本企業は慎重姿勢を強めて設備投資を抑制し、その結果、
特に環境変化への適応に向けた投資が遅れる。その顕著な
例がリモートワーク対応だ。Google社の職場モビリティデータ
を日米で比較すると、日本の場合、2021年年始から5月の大
型連休前の期間の職場モビリティは平常時対比・平均
▲14％程度だが、米国の同期間の平均は▲27％で、日本よ
りも落ち込みが倍ぐらい大きい（図表4）。つまり、米国では現
状の職場復帰はコロナ危機前と比べて70％程度抑制されて
いることを意味し、日本よりもリモートワークが定着している可
能性がみてとれる。米国では感染の急拡大を受けてリモート
ワーク環境の整備が進み、企業はノートPCや通信設備、社
内システムに投資をし、家計はリモートワークに適した住宅を
購入した。これは、GDP上では設備・住宅投資の押し上げとし
て反映される。今後、米国でも感染が収束に向かう中で、オ
フィス勤務への揺り戻しの動きが出てくるとみられるが、最近
の研究*では、アフターコロナにおいても企業は20％強（週1回
以上）のリモートワークを継続する方針で、労働者も45％（週2
～3回）程度の実施を希望するとの結果が出ている。感染収
束後もリモートワークシフトは相応に続きそうであり、より快適
な環境構築に向けた設備・住宅への投資が、今ほどの規模
ではないにせよ、続く公算が大きいとみてよさそうだ。研究で
は、リモートワークによって労働者の生産性が改善すると指
摘され、潜在成長率の底上げにつながる期待もある。
一方、日本の場合、前述の企業の慎重姿勢に加え、雇用慣
行が米国と大きく異なり、リモートワーク導入には課題も多く、
環境整備の進捗は緩やかにとどまるだろう。そのため、それ
に伴う投資押し上げ効果が早期に大きくなる期待は小さい。
また、リモートワークの遅れが生産性向上、ひいては日本経
済の潜在成長率上昇の阻害要因となれば、ますます設備投
資が下押しされる悪循環に陥ることになりかねない。
* Jose Maria Barrero, Nicholas Bloom, and Steven J. Davis, “Why Working
from Home Will Stick”, NBER Working Paper, No. 28731, April 2021参照
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 本レポートに関するお問い合わせは、お客様に本レポートを提供した当社グループ会社の担当までお願いいたします。

ソニーフィナンシャルグループ

100%出資

100%出資

100%出資

100%出資

⽣命保険事業

損害保険事業

銀⾏事業

介護事業

100%出資

（ベンチャーキャピタル事業)
 ソニーフィナンシャルホールディングスは、ソニー生命保険株式会社、ソニー損害保険株式会社、ソニー銀行株式会社の３社を中核とする金融持株会社です。
 当社グループの各事業は、独自性のある事業モデルを構築し、合理的かつ利便性の高い商品・サービスを個人のお客さまに提供しています。
 当社グループの基本情報、グループ各社の事業内容などにつきましては、当社ホームページでご覧いただけます。
https://www.sonyfh.co.jp

