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先週および今週の我が国主要経済指標から（№231） 

１．先週の動き概要 

〇先週も、コロナ感染と、ワクチン接種の動きはもとより、さらには、13 日夜に、東日本大震

災の 10 年振りの余震まで発生するなど、引き続き、災害関連に明け暮れた感のある 1 週間だっ

た。ただ、世界のコロナ感染は、変異種の広がりが懸念されるほか、ロックダウンを継続する地

域もある一方で、米国中心に減少方向を辿り始めたようにも見えるところだ。この間、我が国は、

「緊急事態宣言」対象となっている残り 10 都府県について解除すべきか否かの協議を重ねてい

たが、結局、12 日には、病床がなおひっ迫していることや、再々度の宣言に追い込まれること

を回避したい、あるいはオリ・パラ開催へ向けての思惑もあり、継続を決定している。なお、コ

ロナワクチン接種については、米国ファイザー社製が 14 日に正式承認され、17 日にも医療従

事者を対象に開始される見込みになっている。さらに、経営難の企業と感染拡大地域の外食産業

などを対象にした雇用調整助成金の特例水準を 6 月末まで維持する方向で最終調整に入ってい

る。 

こうした中、12 日には、英国の 2020 年実質ＧＤＰが公表されたが、前年比‐9.9％（リーマ

ン・ショック後の 2009 年でも、同‐4.1％）で、大寒波に見舞われた 1709 年以来 312 年振り

の過去最大の落ち込みになり、主要 7 か国でも最悪になる見込みとなった模様だ。なお、10～

12 月期ついても、前期比＋1.0％と、前期（同＋16.1％）から急減速している。 

その他の「政治・地政学リスク」についても、ロシアでは、反体制派指導者のナワリヌイ氏を

拘束したことに対する抗議活動が続いている。また、ミャンマーの軍事クーデターについても、

市民側の抵抗は激しさを増す形で拡大、さらに、米国が、国軍を標的にした制裁措置を発動し、

ＥＵもこれに追随の構えを見せるなど、国際的な包囲網が構成されつつあることから、国軍側も

対応に苦慮し始めているようにも見える。また、北朝鮮も、電力不足で炭鉱の生産をストップさ

れるなど、経済統制強化に追い込まれている状況だ。いずれにせよ、市場は、こうした中で、中

国がどう出るかを、一段と注目しているようだ。 

なお、その中国の経済指標については、物価関連指標の動きに注目していたわけであるが、1

月「生産者物価指数」（10 日、前年比＋0.3％と、前月の‐0.4％からプラス転化）が、上昇に転

じているのに対し、同「消費者物価指数」（10 日、同‐0.3％と、＋0.2％からマイナスに転化）

は、政府が、春節時の帰省や旅行の自粛を要請したことによる旅行費の下落幅（同‐8.6％）が

大きく、市場予想（同‐0.1％）を上回る低下に転じるなど、逆の動きが目立っている。いずれ

にしろ、それだけ消費が弱くなっていることを示しているとも考えられるわけで、やや気になる
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ところだ。 

〇この間、米国指標については、引き続き、第 1 週「「新規失業者申請件数」（11 日）に注目し

たが、79.3 万件（前週 81.2 万件＜速報値 77.9 万件から上方修正＞）と、市場の減少予想（77.0

万件）に反し、再び増加に転じている。これは、雇用環境は期待していたほどには改善していな

いということにもなり、事実、パウエルＦＲＢ（連邦準備制度理事会）議長も、10 日の講演で、

「力強い労働市場からはなお非常に遠い状態だ」と指摘している。ただ、同「失業保険継続受給

者数」（11 日）は、454.5 万人（同 469.0 万人＜速報値 459.2 万件＞から上方修正）と、減

少が続いている。 

その他の公表指標は少なく、景況関連の、2 月「ミシガン大学消費者態度指数」（12 日、76.2

と、前月の 79.0 から低下）も、改善すると見ていた市場予想（80.9）とは逆に、悪化に転じ

ている。さらに、実体経済指標でも、1 月「消費者物価指数・コア＜除く食料品・エネルギー＞」

（10 日、同前年比＋1.4％と、＋1.6％から伸び低下）は、予想通り、伸び悩む形になった。な

お、これを前月比で見ても、僅か＋0.03％にとどまることから市場もやや当惑しているように

も見える。さらに、12 月「卸売在庫」（10 日、同前月比＋0.3％と、0.0％から伸び上昇）も、

予想（＋0.1％）以上に積み上がっているなど、市場の期待に反し、悪い動きが目立っており、

ここは、やや気になるところだ。 

 

〇こうした中、我が国の経済指標については、まずは、景気動向を、1 月「景気ウオッチャー調

査」（8 日、内閣府）で確認したが、季節調整済み現状判断ＤＩは、31.2（同前々月 43.8→前

月 34.3）と、低下が続いた格好だ。なお、これには、それでも慎重な市場予想（27.5）ほどに

は悪化しなかったことから、1 月に発令・延長された「緊急事態宣言」の影響も危惧したほどに

は大きくないとの見方がある一方で、2 番底が鮮明になったと見る向きもあり、判断が分かれる

ところだ。なお、内訳を見ても、サービス関連（同前々月 45.7→前月 27.1→当月 22.8）の悪

化は大きいが、すでに極端に悪化している飲食関連（同 34.6→16.1→15.1）は、さすがに小

幅悪化にとどまっているなど、微妙な動きになっている。ただし、地域ごとに見ると、東京都（同

43.8→33.7→29.5）は、北関東（同 39.8→34.2→27.0）、九州（同 50.9→38.0→31.2）に

次いで、悪化幅が大きく、ここは要注意と見るべきだろう。なお、先行き判断ＤＩ（同

35.0→36.1→39.9）については、改善予想になっており、中でも、東京都（同33.7→34.9→42.7）

に至っては、大幅改善見込みとなっているわけで、ここは、正直、やや先走り感なしともしない

ところだ。 

なお、消費周辺指標として、12 月「毎月勤労統計」（9 日、厚労省）も公表されたが、現金給

与総額が、前年比‐3.2％（同‐0.7→‐1.8％）と、慎重な市場予想（‐2.5％）をさらに上回る形

でマイナス幅を拡大している。これは、とくに「所定外給与」が、同‐8.9％（同‐12.0→‐10.8）

と、感染拡大に因る Go To トラベルの一時停止や、サービス業の営業時間短縮の影響から、大

幅減少が継続しているほか、「特別給与」も、同‐5.4％（同‐9.0→‐12.8％）と、減少継続の形

になっていることが主因と考えられる。いずれにせよ、消費には、先行きも含めてマイナス要因

になるということだ。 

また、物価動向については、1 月「企業物価指数」（10 日、日銀）で確認したが、国内企業物
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価が、前年比‐1.6％（同‐2.3→‐2.0％）と、ほぼ市場予想（‐1.7％）通りに、マイナス局面が

続くが、その幅は縮小している。これは、原油価格の改善による押し上げ効果が働いたものと見

られる。 

次は、輸出動向だ。これを、12 月「国際収支」（8 日、財務省・日銀）で確認すると、輸出は、

季節調整済み前月比‐2.0％（同前月＋4.3％）と、自動車関連中心に減少に転じたが、この一方

で、輸入は、同＋0.1％（同＋0.3％）と、原油価格の改善もあって小幅上昇を続けたことから、

結局、貿易収支は、＋0.86 兆円（同＋0.99 兆円）と、再び黒字幅を縮小する結果となった。

つれて、経常収支も、＋2.27 兆円（同＋1.98→＋2.33 兆円）と、市場予想（＋1.89 兆円）を

上回る形で、黒字幅を縮小している。 

最後は、金融機関貸出の行方だ。これは、1 月「貸出預金動向」（8 日、日銀）で、確認した

が、総貸出平残前年比＋6.1％（同前々月＋6.2→前月＋6.2％）と、結局、小幅ながら伸び縮小

となった。これは、「緊急事態宣言」長期化の流れの中で、再び伸び上昇に転じるか否かが注目

されていた、都銀等が、同＋6.5％（同＋6.9→＋7.1％）と、結局、大きく伸びを低下させたこ

とに因るものだ。なお、この間、地銀・地銀Ⅱは、同＋5.1％（同＋5.2→＋4.9％）、と再び伸

びを増加させ、信金も、同＋8.3％（同＋8.3→＋8.3％）と、横ばい継続となるなど、対照的に

健闘している。なお、預金については、同＋9.8％（同＋9.0→＋9.3％）と、消費手控えに加え、

政府の新たな支援金交付もあることから、予想通りにさらに伸びを高めている。もっとも、こう

した中、地銀 78 行の 2020 年 4～12 月期決算が出そろったが、連結最終損益ベースで、前年

比‐18％の減益（うち 2 行・グループが赤字）を余儀なくされた模様だ。 

 

２．今週の動き予想 

〇今週も、まずはコロナ関連の動きが気になるところだが、我が国でも、前述のように、17 日

にも、米国ファイザー社製ワクチンの医療従事者への接種が始まるわけで、この行方には注目し

たい。さらに、延長継続とされた「緊急事態宣言」についても、政府は、医療現場のひっ迫が収

まれば、期限を待たずに終了させる構えでもあり、ここも注視が必要だ。ただし、この場合でも、

13 日に施行される改正特措法等に盛り込まれた、「蔓延防止等重点措置」により、各自治体は、

罰則付きの営業時間制限を講じることが可能となっていることから、経済面への悪影響は当面続

くと見たほうが賢明と思われる。 

この間、9 日に、実質的審理が始まったトランプ前大統領の弾劾裁判も、与野党ともに、早期

終結を望んでいる模様から、13 日には結審し、週内には判決（無罪となる可能性大）が出そう

な雰囲気だ。いずれにしても、経済面への影響は軽微と、市場は見ている。なお、バイデン大統

領が、「民主党単独でも、速やかに行動する」と言明していた、1.9 兆ドル規模のコロナ経済追

加対策も、結局は、当該弾劾裁判決着後となる模様だ。この間、中国については、基本的に、市

場は、春節休場になるが、こうした中で、出生数の減少に歯止めがかからず、2020 年の新生児

も、前年比‐１５％減少したとの報道もあり（新型コロナウイルス禍の家計所得打撃により、将

来不安から出産をためらう動きが広がった可能性がある模様）、ここは気になるところだ。 

 

〇こうした中、米国経済指標については、公表予定のものが盛りだくさんであり、注意が必要だ。
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まずは、第２週「新規失業保険申請件数」（18 日）に注目したいが、市場は、76.5 万件（79.3

万件）と、再び低下傾向に戻ると見ている。なお、同「失業保険継続受給者数」（18 日）は、

前週（454.5 万人）に続き減少すると見込んでいる。 

ただ、景況関連指標は、2 月「ＮＹ連銀製造業景気指数」（16 日、市場は、6.3 と、前月の

3.5 から大幅上昇予想）と、改善を見込んでいるものがある一方で、2 月「フィラデルフィア連

銀製造業景気指数」（18 日、市場は、20.0 と、前月の 26.5 から低下予想）のように悪化を見

込んでいるものもあるなど、地域によって、見方が大きくかい離しているのが特徴だ。これは、

コロナ感染とワクチン接種状況の差を映じているのかもしれない。なお、2 月「製造業・サービ

ス業ＰＭＩ」（ともに 19 日）も公表されるが、これは、前者（同 58.5 と、59.2 から低下予想）、

後者（57.5 と、58.3 から低下予想）ともに悪化見通しになっている。 

さらに実体経済指標では、1 月「設備稼働率」（17 日、同 74.9 と、74.5 から若干上昇予想）、

1 月「小売売上高」（17 日、同前月比＋0.9％と、‐0.7％からプラス転化予想）など、改善が見

込まれている指標もないではないが、肝心の 1 月「鉱工業生産」（17 日、同前月比＋0.4 と、

＋1.6％から伸び低下予想）や、1 月「建設許可件数」（18 日、同年率換算 167.0 万件と、170.4

万件＜速報値 170.9 万件から下方修正＞から減少予想）、1 月「中古住宅販売件数」（19 日、同

年率換算 663 万件と、676 万件から減少予想）、1 月「住宅着工件数」（18 日、同年率換算 165.8

万件と、166.9 万件から減少予想）等、悪化方向の指標の方が目立っているようにも見えると

ころだ。 

 

〇この間、我が国の経済指標については、まずは、第 4 四半期「ＧＤＰ第 1 次速報」（15 日、

内閣府）に注目したい。市場は、前期比年率＋7.0％（同前々期‐29.2→前期＋22.9％）と、伸

びは大きく鈍化するが、堅調な成長を見込んでいる。これは、感染者数の増加とともに経済活動

も鈍化はしたが、政府の補助金などに支えられて消費がそれなりに反発し、外需も好調に回復し

ていると見ているためだ。さらに、景況関連では、2 月「製造業・サービス業ＰＭＩ」（ともに

19 日、Markit Economics）も公表されるが、市場は、前者については、50.0（同 50.5→49.8）

と、自動車の半導体絡みの生産調整が続くと見られる一方で、世界需要自体は回復方向にあるこ

とから、極く僅かであれ、回復に転じると見ている。ただ、この一方で、後者は、46.0（同

47.7→46.1）と、「緊急事態宣言」の延長を映じて、僅かながらも悪化が続くと見ているよう

だ。なお、2 月「ロイター短観」（17 日）も、公表されるが、製造業の業況判断ＤＩは、＋5（同

‐9→‐1）と、堅調な内外需要に支えられて、プラスに転じると見ている。 

さらに、物価動向は、1 月「全国消費者物価指数」（19 日、総務省）で確認することになるが、

市場は、コア（除く生鮮食品・エネルギー）が、前年比‐0.1％（同‐0.3→‐0.4％）と、水面下

にとどまるにしても、その幅を縮小すると見ている。ただ、これは、Go To トラベルの一時停

止に伴い宿泊料への下押し効果が剥落（ハクラク）することに因るものと見ているわけで、物価

の基調自体は引き続き弱いとの判断に変化はない。 

また、設備投資動向については、12 月「機械受注」（17 日、内閣府）で確認するが、市場は、

基調となるコア（船舶・電力を除く民需）が、前月比‐5.0％（同＋17.1→＋1.5％）と、再び

マイナスに転じると見ている。これは、10～11 月時点では、輸出も改善方向にあり、生産活動



 

5 

 

先週および今週の我が国主要経済指標から（№231） 2021.02.15 

が順調に改善していたことから、受注も堅調であったわけであるが、さすがに 12 月は、この反

動も出ると見ているためだ。従って、当該マイナスも一時的と見ているようであり、先行きにつ

いては、再びプラスに転じる公算大と期待しているようだ。さらに、12 月「建設総合統計」（17

日、）も公表されるが、市場は、前月（同前年比‐1.2→‐1.6％）まで続くマイナス基調は、公共

（同＋6.2→＋6.0％）の増加基調が続いても、民間住宅（同‐8.0→‐6.7％）が、反転しない限

り、ここは、望み薄と見ているようだ。 

なお、ここで注目される輸出動向については、1 月「貿易統計」（17 日、財務省・日銀）で確

認することになるが、市場は、季節調整済み輸出が、前月比‐1.3％（同‐0.3→‐0.1％）と、年

明け後の海外経済の伸び鈍化を映じて減少幅を再び拡大すると見ている。ただ、この一方で、輸

入も、同‐7.9％（同‐3.6→＋1.3％）と、内需の弱さや半導体供給不足などから、再びマイナス

に転じ、しかもその幅が輸出を大きく上回ると見ていることから、貿易収支自体は、＋0.83 兆

円（同＋0.54→＋0.47 兆円）と、黒字幅拡大に転じると見ているようだ。 

 

３．来週の公表予定経済指標 

〇来週も、コロナ感染と経済の行方が気掛かりだが、公表予定の経済指標も以下のように数少な

いが、重要なものなので、注視したい。 

 

・消費関連；1 月「商業動態統計」（26 日） 

・物価関連；2 月「東京都区部消費者物価指数」（26 日） 

       1 月「企業サービス物価指数」（22 日） 

・設備関連；1 月「住宅着工件数」（26 日） 

 

以 上 
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