
5 国際商品相場  Fluctuation of International Commodity

（1） 景気の変化  Change of the Economic Condition
年  月

Year & Month
CRB先物指数

CRB Index

ロイター指数
The Reuters Commodity Index
（1931.9.18 = 100）

2010 505 ( 23.7 ) 2,552 ( 22.6 )

     11 632 ( 25.1 ) 3,061 ( 20.0 )

     12 564 ( ▲ 10.8 ) 3,004 ( ▲ 1.9 )

     13 529 ( ▲ 6.1 ) 2,777 ( ▲ 7.5 )

     14 521 ( ▲ 1.5 ) 2,525 ( ▲ 9.1 )

     15 412 ( ▲ 20.9 ) 2,328 ( ▲ 7.8 )

     16 406 ( ▲ 1.5 ) 2,329 ( 0.0 )

     17 413 ( 1.8 ) 2,472 ( 6.1 )

     18 418 ( 1.1 ) 2,337 ( ▲ 5.5 )

     19 399 ( ▲ 4.5 ) 2,359 ( 0.9 )

2020 391 ( ▲ 6.5 ) 2,397 ( 2.6 )

1 415 ( ▲ 2.6 ) 2,486 ( 5.1 )

2 399 ( ▲ 6.0 ) 2,409 ( 3.0 )

3 354 ( ▲ 17.2 ) 2,266 ( ▲ 2.3 )

4 334 ( ▲ 21.8 ) 2,150 ( ▲ 5.9 )

5 348 ( ▲ 20.3 ) 2,236 ( ▲ 3.2 )

6 360 ( ▲ 15.8 ) 2,201 ( ▲ 6.6 )

7 377 ( ▲ 8.4 ) 2,280 ( ▲ 0.8 )

8 404 ( 0.3 ) 2,396 ( 2.9 )

9 411 ( 2.0 ) 2,463 ( 7.1 )

10 416 ( 0.3 ) 2,536 ( 6.0 )

11 427 ( 4.0 ) 2,679 ( 12.6 )

12 444 ( 10.8 ) 2,661 ( 12.2 )

Notes : 1. カッコ内は前年（同月）比伸び率：％。
   Figures in parentheses represent an increase or a decrease (▲ ) from the corresponding  

months of the previous year.
 2. 指数は月次および年次平均値。
  The Index is a monthly or yearly average.
Source : 内閣府『海外経済データ 月次アップデート』より作成。
  Compiled from "Kaigai Keizai Data" published by Cabinet Office.

景　気

Business cycle

主な出来事

Incident

実質経済
成長率
（％）

Real GDP 
Growth

消費者
物価指数

（前年比 ％）
Consumer Price 

Index （Change from 
previous year）

公定歩合
（年末値）
（年率％）
Central bank 
discount rate 
（end of year）

1977 昭和 52 4.0 8.1 4.25
78 53 52年 10月～ 55年 2月 5.3 4.2 3.50
79 54 （好  況） 1979.11. 第 2次石油危機 6.5 3.7 6.25

1980 55 1.1 7.7 7.25
81 56 2.9 4.9 5.50
82 57 2.8 2.8 5.50
83 58

58年 2月～ 60年 6月 1.6 1.9 5.00
84 59 （ハイテク景気） 3.1 2.3 5.00
85 60 1985.9. G5プラザ合意 5.1 2.0 5.00
86 61 3.0 0.6 3.00
87 62 3.8 0.1 2.50
88 63 61年 11月～平 3年 2月 6.8 0.7 2.50
89 平成 元 （バブル景気） 5.3 2.3 4.25

1990 2 1990.8. イラクのクウェート侵攻 5.2 3.1 6.00
91 3 1991.1. 湾岸戦争勃発 3.4 3.3 4.50
92 4 1.0 1.6 3.25
93 5 1993.12. ガットウルグアイ・ラウンド交渉妥結 0.2 1.3 1.75
94 6 1.1 0.7 1.75
95 7

5年 10月～ 9年 5月
2.6 ▲ 0.1 0.50

96 8
（カンフル景気）

3.1 0.1 0.50
97 9 1997.7. アジア通貨・金融危機発生 1.0 1.8 0.50
98 10 ▲ 1.3 0.6 0.50
99 11 11年 1月～ 12年 11月 ▲ 0.3 ▲ 0.3 0.50

2000 12 （IT景気） 2.8 ▲ 0.7 0.50
01 13 2001.9. 米国同時多発テロ事件発生 0.4 ▲ 0.7 0.10
02 14 0.0 ▲ 0.9 0.10
03 15 2003.3. イラク戦争 1.5 ▲ 0.3 0.10
04 16 14年 2月～ 19年 10月 2.2 0.0 0.10
05 17 （いざなみ景気） 1.8 ▲ 0.3 0.10
06 18 2006.7. 日銀、ゼロ金利解除 1.4 0.3 0.40
07 19 2007.8. 米国サブプライムローン危機勃発 1.5 0.0 0.75
08 20 2008.9. リーマン・ショック ▲ 1.2 1.4 0.30
09 21 2009.10. 欧州債務危機勃発 ▲ 5.7 ▲ 1.4 0.30

2010 22 4.1 ▲ 0.7 0.30
11 23 2011.3. 東日本大震災 0.0 ▲ 0.3 0.30
12 24 1.4 0.0 0.30
13 25 2.0 0.4 0.30
14 26 2014.3. ロシア、ウクライナ南部クリミアを編入 0.3 2.7 0.30
15 27 1.6 0.8 0.30
16 28 2016.6. 英国、国民投票で EU離脱を決定 0.8 ▲ 0.1 0.30
17 29 2017.3. 英国、EUに離脱を正式通知 1.7 0.5 0.30
18 30 2018.6～ 7. 平成 30年 7月豪雨 0.6 1.0 0.30
19 令和 元 2019.5. 「令和」に改元 0.3 0.5 0.30
20 2 2020.3. WHO、新型コロナ「パンデミック」と表明 ▲ 4.8 0.0 0.30

Notes : 1.  実質経済成長率は、80年までは 68SNA・90暦年基準、81年以降は 93SNA・95暦年基準、1995年以降は内閣府 2017年
2月 13日公表の連鎖方式による。

   Real GDP growth was calculated by the SNA68 on the 1990 calendar-year basis until 1980; by the SNA93 on the 1995 
calendar-year basis in 1981 and thereafter; and by the chain method released on 13th Feb. 2017 by Cabinet Office in 1995 
and thereafter. 

 2. 消費者物価指数は、総務省の各暦年基準に基づく。
   Consumer Price Index was compiled from the CPI data on a calendar year basis published by Ministry of Internal Affairs and 

Communications (MOIAC).
Source :  内閣府 資料（旧経済企画庁『国民経済計算年報』、旧総務庁『消費者物価指数年報』含む）、日本銀行『物価指数月報』『経

済統計年報』などより作成。
   Compiled from data available from Cabinet Office (including the ex-Economic Planning Agency's "Annual Report on National 

Accounts" and the ex-Management and Coordination Agency's "Annual Report on the Consumer Price Index"), BOJ's "Price 
Indexes Monthly" and "Economic Statistics Annual", etc.
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（2） 基調判断の変化  Assessment of the Current State of the Japanese Economy

報告月
Reporting 

month

該当月
Corre-

sponding
month

基調判断
Assessment of the current state of

the Japanese economy

輸出
Exports

輸入
Imports

2019年
1月
Jan.

2018年
11月
Nov.

景気は、緩やかに回復している。
The Japanese economy is recovering at a 
moderate pace.

このところ弱含んでいる。
Exports are in a weak tone 
recently.

おおむね横ばいとなっている。
Imports are almost flat.

2月
Feb.

12月
Dec.

景気は、緩やかに回復している。
The Japanese economy is recovering at a 
moderate pace.

このところ弱含んでいる。
Exports are in a weak tone 
recently.

おおむね横ばいとなっている。
Imports are almost flat.

3月
Mar.

2019年
1月
Jan.

景気は、このところ輸出や生産の一部に弱
さもみられるが、緩やかに回復している。
The Japanese economy is recovering at a 
moderate pace while weakness is seen 
recently in exports and industrial production in 
some sectors.

このところ弱含んでいる。
Exports are in a weak tone 
recently.

おおむね横ばいとなっている。
Imports are almost flat.

4月
Apr.

2月
Feb.

景気は、このところ輸出や生産の一部に弱
さもみられるが、緩やかに回復している。
The Japanese economy is recovering at a 
moderate pace while weakness is seen 
recently in exports and industrial production in 
some sectors.

このところ弱含んでいる。
Exports are in a weak tone 
recently.

おおむね横ばいとなっている。
Imports are almost flat.

5月
May

3月
Mar.

景気は、輸出や生産の弱さが続いているも
のの、緩やかに回復している。
The Japanese economy is recovering at a 
moderate pace while weakness in exports 
and industrial production continues.

弱含んでいる。
Exports are in a weak tone.

おおむね横ばいとなっている。
Imports are almost flat.

6月
Jun.

4月
Apr.

景気は、輸出や生産の弱さが続いているも
のの、緩やかに回復している。
The Japanese economy is recovering at a 
moderate pace while weakness in exports 
and industrial production continues.

弱含んでいる。
Exports are in a weak tone.

おおむね横ばいとなっている。
Imports are almost flat.

7月
Jul.

5月
May

景気は、輸出を中心に弱さが続いているも
のの、緩やかに回復している。
The Japanese economy is recovering at a 
moderate pace while weakness continuing 
mainly in exports.

弱含んでいる。
Exports are in a weak tone.

おおむね横ばいとなっている。
Imports are almost flat.

8月
Aug.

6月
Jun.

景気は、輸出を中心に弱さが続いているも
のの、緩やかに回復している。
The Japanese economy is recovering at a 
moderate pace while weakness continuing 
mainly in exports.

弱含んでいる。
Exports are in a weak tone.

おおむね横ばいとなっている。
Imports are almost flat.

9月
Sep.

7月
Jul.
景気は、輸出を中心に弱さが続いているも
のの、緩やかに回復している。
The Japanese economy is recovering at a 
moderate pace while weakness continuing 
mainly in exports.

弱含んでいる。
Exports are in a weak tone.

おおむね横ばいとなっている。
Imports are almost flat.

10月
Oct.

8月
Aug.

景気は、輸出を中心に弱さが長引いている
ものの、緩やかに回復している。
The Japanese economy is recovering at a 
moderate pace while weakness lasting longer 
mainly in exports.

弱含んでいる。
Exports are in a weak tone.

おおむね横ばいとなっている。
Imports are almost flat.

11月
Nov.

9月
Sep.

景気は、輸出を中心に弱さが長引いている
ものの、緩やかに回復している。
The Japanese economy is recovering at a 
moderate pace while weakness lasting longer 
mainly in exports.

弱含んでいる。
Exports are in a weak tone.

おおむね横ばいとなっている。
Imports are almost flat.

12月
Dec.

10月
Oct.

景気は、輸出が引き続き弱含むなかで、製
造業を中心に弱さが一段と増しているもの
の、緩やかに回復している。
The Japanese economy is recovering at a 
moderate pace, while weakness mainly 
among manufacturers is increasing further, as 
exports are continuing in a weak tone.

弱含んでいる。
Exports are in a weak tone.

おおむね横ばいとなっている。
Imports are almost flat.

2020年
1月
Jan.

11月
Nov.

景気は、輸出が引き続き弱含むなかで、製
造業を中心に弱さが一段と増しているもの
の、緩やかに回復している。
The Japanese economy is recovering at a 
moderate pace, while weakness mainly 
among manufacturers is increasing further, as 
exports are continuing in a weak tone.

弱含んでいる。
Exports are in a weak tone.

おおむね横ばいとなっている。
Imports are almost flat.

報告月
Reporting 

month

該当月
Corre-

sponding
month

基調判断
Assessment of the current state of

the Japanese economy

輸出
Exports

輸入
Imports

2月
Feb.

12月
Dec.

景気は、輸出が弱含むなかで、製造業を中
心に弱さが一段と増した状態が続いている
ものの、緩やかに回復している。
The Japanese economy is recovering at a 
moderate pace, while increased weakness 
mainly among manufacturers is continuing, as 
exports remain in a weak tone.

弱含んでいる。
Exports are in a weak tone.

このところ弱含んでいる。
Imports are in a weak tone recently. 

3月
Mar.

2020年
1月
Jan.

景気は、新型コロナウイルス感染症の影響
により、足下で大幅に下押しされており、
厳しい状況にある。
The Japanese economy is in severe situation, 
extremly depressed by the Novel Coronavirus.

弱含んでいる。
Exports are in a weak tone.

感染症の影響により、このところ減
少している。
Imports are on a decline recently due 
to the influence of the infectious 
disease.

4月
Apr.

2月
Feb.

景気は、新型コロナウイルス感染症の影響
により、急速に悪化しており、極めて厳し
い状況にある。
The Japanese economy is getting worse 
rapidly in an extremely severe situation, due to 
the Novel Coronavirus.

感染症の影響により、このと
ころ減少している。
Exports are on a decline 
recently, due to the influence of 
the infectious disease.

感染症の影響により、このところ減
少している。
Imports are on a decline recently due 
to the influence of the infectious 
disease. 

5月
May

3月
Mar.

景気は、新型コロナウイルス感染症の影響
により、急速な悪化が続いており、極めて
厳しい状況にある。
The Japanese economy is worsening rapidly 
in an extremely severe situation, due to the 
Novel Coronavirus.

感染症の影響により、急速に
減少している。
Exports are decreasing rapidly, 
due to the influence of the 
infectious disease.

感染症の影響は残るものの、このと
ころ下げ止まりつつある。
Imports are bottoming out, although 
the influence of the infectious disease 
remains. 

6月
Jun.

4月
Apr.

景気は、新型コロナウイルス感染症の影響
により、極めて厳しい状況にあるが、下げ
止まりつつある。
The Japanese economy is still in an extremely 
severe situation due to the Novel Coronavirus, 
but it almost stopped deteriorating.

感染症の影響により、急速に
減少している。
Exports are decreasing rapidly, 
due to the influence of the 
infectious disease.

感染症の影響は残るものの、このと
ころ下げ止まりつつある。
Imports are bottoming out, although 
the influence of the infectious disease 
remains. 

7月
Jul.

5月
May

景気は、新型コロナウイルス感染症の影響
により、依然として厳しい状況にあるが、
このところ持ち直しの動きがみられる。
The Japanese economy is still in a severe 
situation due to the Novel Coronavirus, but it 
is showing movements of picking up recently.

感染症の影響は残るものの、
下げ止まりつつある。
Exports are bottoming out, 
although the influence of the 
infectious disease remains.

このところ下げ止まっている。
Imports bottom out recently.

8月
Aug.

6月
Jun.

景気は、新型コロナウイルス感染症の影響
により、依然として厳しい状況にあるが、
このところ持ち直しの動きがみられる。
The Japanese economy is still in a severe 
situation due to the Novel Coronavirus, but it 
is showing movements of picking up recently.

持ち直しの動きがみられる。
Exports show movements of 
picking up.

このところ下げ止まっている。
Imports bottom out recently.

9月
Sep.

7月
Jul.
景気は、新型コロナウイルス感染症の影響
により、依然として厳しい状況にあるが、
このところ持ち直しの動きがみられる。
The Japanese economy is still in a severe 
situation due to the Novel Coronavirus, but it 
is showing movements of picking up recently.

持ち直している。
Exports are picking up.

おおむね横ばいとなっている。
Imports level off. 

10月
Oct.

8月
Aug.

景気は、新型コロナウイルス感染症の影響
により、依然として厳しい状況にあるが、
持ち直しの動きがみられる。
The Japanese economy is still in a severe 
situation due to the Novel Coronavirus, but it 
is showing movements of picking up.

持ち直している。
Exports are picking up.

このところ弱含んでいる。
Imports are in a weak tone recently. 

11月
Nov.

9月
Sep.

景気は、新型コロナウイルス感染症の影響
により、依然として厳しい状況にあるが、
持ち直しの動きがみられる。
The Japanese economy is still in a severe 
situation due to the Novel Coronavirus, but it 
is showing movements of picking up.

持ち直している。
Exports are picking up.

このところ弱含んでいる。
Imports are in a weak tone recently. 

12月
Dec.

10月
Oct.

景気は、新型コロナウイルス感染症の影響
により、依然として厳しい状況にあるが、
持ち直しの動きがみられる。
The Japanese economy is still in a severe 
situation due to the Novel Coronavirus, but it 
is showing movements of picking up.

増加している。
Exports are increasing.

おおむね横ばいとなっている。
Imports are leveling off.

Source : 内閣府『月例経済報告』より作成。
  Compiled from Cabinet Office's "Monthly Economic Report".
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