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先週および今週の我が国主要経済指標から（№233） 

１．先週の動き概要 

〇先週も、コロナ感染と経済の行方を注目したわけであるが、コロナ感染は、世界的に減少方向

にあり、我が国でも 2月末には、「緊急事態宣言」対象先のうち、6府県（関西圏、中部圏、福

岡県）について先行解除したところだ。ただ、この一方で、変異種の拡大懸念が強まっているほ

か、期待のワクチン接種も、我が国をも含め遅れていることや効果等を不安視する向きが引き続

き目立っており、中には争奪戦の様相さえ濃くしている状況だ。ところが、市場では、ワクチン

接種の進捗期待を一方的に高めており、さらにはこれに、米国ＦＲＢ（連邦準備制度理事会）を

はじめとする各国政府・中銀が、コロナ対策絡みの大規模な金融緩和政策を継続の姿勢（例えば、

26 日開催のＧ２０では、「財政・金融政策の如何なる拙速な撤回も避けなければならない」と

合意したほか、27日には、米国下院が 1兆 9000億ドルのコロナ追加対策案を可決（民主党単

独）したことが加わり、市場には、景気回復と物価上昇が早まるとの見方を呼び込んだ格好だ。

このため、長期金利の上昇が目立ち、例えば、米国では、25日に一時 1.6％と、コロナ危機直

前以来の水準にまで急上昇している。こうした動きは、他の主要国でも同様で、英国・カナダは、

約 1年振り、オーストラリアも 1年 10か月振りの高水準になったほか、フランスでは 8か月

ぶりにプラスに転じたほか、ドイツも水面下ながらも急速にその幅を縮小させている。そして我

が国でも、26日には、0.175％と、米国に比べれば圧倒的に低いとはいえ、日銀がマイナス金

利政策の導入を決めた 2016年 1月以来 5年ぶりの高水準を記録している。もっとも、こうし

た状況はさすがに懸念を高めるところとなり、高騰していた米国株式市場も 25日には急落に転

じ、つれて東京市場も、26日には、前日比‐1202円と、4年 8か月振りの下げ幅となり、3万

円を割り込む形になった。ただ、いずれにしろ、現状は、世界レベルで、政府・中銀、医療現場、

市場が、三者三様の立場でかみ合わせ努力余地を残したまま物事を進めている感が強いわけで、

ここは正直、一段の注視が求められる局面だ。 

こうした中、バイデン米国大統領は、コロナ対策に注力する一方で、サウジに対し、著名ジャ

ーナリスト殺害に実力者のムハンマド皇太子が関与していることを公表のうえ人権や法の支配

を尊重するように求めたり、シリアの親イラク勢力への攻撃を再開したりするなど、トランプ前

大統領との違いを強調する外交政策を採り始めている。なお、ミャンマーでの軍政批判デモも未

だ衰えを見せず、この間、日系企業での業務停止・駐在員引き上げが広範化しているほか、邦人

ジャーナリストが一時拘束されるなど、事態は一段と混迷化している。 

〇この間、米国の経済指標については、引き続き、第３週「新規失業保険申請件数」（25 日）
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に注目したが、73.0 万件（前週 84.1 万件＜速報値 86.1 万件から下方修正＞）と、市場予想

（82.3 万件）をさらに大きく上回る減少となった。つれて、同「失業保険継続受給者数」（25

日）も、441.9万人（前週 449.4万人）と、減少継続の格好だ。なお、景況についても、上振

れが目立ち、例えば、2月「消費者信頼感指数」（23日、91.3と、前月 88.9＜速報値 89.3か

ら下方修正＞から上昇）は、市場予想（90.0）以上の改善を果たしたほか、1 月「景気先行指

標総合指数」（22日、同前月比＋0.5％と、＋0.4％＜速報値＋0.3％から上方修正＞から伸び上

昇）も改善進捗となった。また、2月「ミシガン大学消費者態度指数確報値」（26日、同 76.8

と、76.2からやや上昇）も、若干ではあるが上方修正されている。ただ、この一方で、2月「シ

カゴ購買部協会景気指数」（26 日、同 59.5 と、63.8 から低下）は、慎重な市場予想（61.0）

をさらに下回る悪化となっており、改善一方のみの動きではないことにも留意が必要だ。 

なお、実体経済指標でも、強気が目立っていた事前予想をさらに上回った格好だ。即ち、1月

「個人所得」（26 日、同前月比＋10.0％と、＋0.6％から伸び大幅上昇）は、強気の市場予想

（＋9.5％）をさらに上回る高い伸びとなったほか、1 月「個人消費支出」（26 日、同＋2.4％

と、‐0.4％＜速報値‐0.2％から下方修正＞からプラスに転化）も、水面下からの浮上を果たし

ている。また、1月「新築住宅販売件数」（24日、同年率換算 92.3万件と、84.2万件から増

加）も、市場予想（86.0万件）を大きく上回る増加となったほか、1月「耐久財受注」（25日、

同前月比＋3.4％と、＋1.2％＜速報値＋0.2％から上方修正＞から伸び上昇）も、市場予想（＋

1.1％）を大きく上回る増加となっている。さらには、慎重に見ていた物価についても、1月「個

人消費支出デフレーター＜食品・エネルギーを除く＞」（26 日、同前年比＋1.5％と、＋1.4％

＜速報値＋1.5％から下方修正＞から伸び上昇）のように、市場の伸び横ばい予想から、僅かと

いえ伸び増加している。また、第 4四半期「ＧＤＰ改定値」（25日、同前期比年率＋4.1％と、

速報値＋4.0％から伸び上昇）についても、若干ながらも上方修正されているといった具合だ。 

 

〇こうした中、我が国の経済指標については、まずは、気掛かりな消費動向を、1月「商業動態

統計」（26日、経産省）で確認したが、小売業販売額前年比‐2.4％（同前々月＋0.6→前月‐0.5％）

と、市場予想（‐3.3％）ほどではなかったが、百貨店やコンビニ中心に 2 か月連続でのマイナ

スとなった。ただ、前回の「緊急事態宣言」時の落ち込み（2020年 4月同‐13.9％、5月‐12.5％）

と比較すると、その幅は縮小しており、消費者の対応には変化（あるいは慣れ）も見られるとこ

ろだ。なお、経産省の基調判断は、引き続き「弱含み傾向にある」としている。 

この間、物価動向については、世界レベルでは上昇傾向に転じていると見る向きと「一時的」

との見方が交錯しているわけであるが、これを、2月「東京都区部消費者物価指数」（26日、総

務省）で確認すると、コア（除く生鮮食品・エネルギー）が、前年比＋0.2％（同‐0.4→＋0.2％）

と、2か月連続でのプラス継続になり、しかも僅かではあるが市場予想（＋0.1％）を上回って

いる。これも、「緊急事態宣言」による行動制限再強化に対し、販売側が「消費者と折り合いを

つける術をそれなりに発揮した結果」と見られる。この間、内訳を見ても、教育（前月‐1.8→

当月‐1.9％）、教養娯楽（同＋0.2→＋0.1％）を除くすべての項目で、小幅ながらも、上昇幅拡

大ないし下落幅縮小となっており、その中では、光熱・水道（同‐8.5→‐8.0％）の下げ止まり

が目立っている。なお、生鮮食品（同‐1.9→＋0.1％）は、プラスに転じ、ガソリン（同‐9.8→‐

5.2％）も、大きくマイナス幅を縮小している。こうした中、1月「企業サービス物価指数」（22



 

3 

 

先週および今週の我が国主要経済指標から（№233） 2021.03.01 

日、日銀）も公表されたが、これは、前年比‐0.5％（同前々月‐0.5→前月‐0.3％＜速報値‐0.4％

から上方修正＞）と、逆にマイナス幅を拡大した格好だ。なお、内訳では、広告（同前月‐1.5→

当月‐3.8％）でのマイナス幅拡大が目立っている。 

また、生産動向については、1月「鉱工業生産」（26日、経産省）で確認したが、季節調整済

み前月比＋4.2％（同前々月‐0.5→前月‐1.0％）と、これも、3か月連続でのマイナスになると

の市場予想（‐0.5％）に反し、逆にやや大幅なプラスに転じている。内訳を見ても、汎用・業

務用機械工業（＋11.7％）、電子部品・デバイス工業（＋10.5％）、電気・情報機械工業（＋7.5％）

での大幅増加が目立っている。 

最後は、設備投資関連の 1 月「住宅着工件数」（26 日、国交省）だ。これは、前年比‐3.1％

（同‐3.7→‐9.0％）と、市場予想（‐2.5％）を上回るマイナスにとどまった形だ。要するに、「緊

急事態宣言」の再発令や所得環境の悪化で先行きの不確実性が強いことを映じていると見られ、

中でも、貸家が、同‐18.0％（同‐8.1→‐11.5％）と、唯一のマイナス継続となり、しかもその

幅を大きく拡大しているのが目立つ。 

 

２．今週の動き予想 

〇今週も、引き続き、コロナ感染と経済の行方を注目したいが、ここにきてロックダウンを再発

令するケース（27日、ニュージーランド・オークランド）があるほか、やや難航しているよう

にも見えるコロナワクチン接種の動きも、中国・ロシアのワクチン外交活発化の行方や経済復興

の動きと絡んで、引続き重要なビューポイントになると思われる。さらに、我が国では、1都 3

県も 7 日には「緊急事態宣言」が解除される予定だが、有力マスコミの世論調査によれば、再

延長を求める回答が 8 割を超えた模様であり、予断を許さない状況が続いていると考えるべき

かもしれない。そしてさらに注目すべきは、急展開している長期金利を中心とした市況の動きだ。

なお、市場の中には、先週末の長期金利の急落はこれまで前提としてきた金融緩和と超低金利の

両輪が崩れた証左（ショウサ：証拠）であり、今後は、これまでの「すべての資産が上昇してき

た局面が変わり（事実、足元下落が目立つ株式は成長期待に過度に偏ったものや低配当ものが目

立つ）、先行きは金利のつかない金やビットコインが下落する可能性大と見る向きと、金利低下

は行き過ぎ（事実、一時 1.6％程度にまで急騰していた米国 10年物国債も、週末には 1.4％前

半にまで落ち着いてきている）であり、やがて反転すると見る向きとが交錯している状況で、こ

こにも格段の注意が必要だ。なお、こうした中、我が国では、日銀が 3 月には金融政策の点検

結果を公表するとしており、市場はこの結果を、多いに気にしている。中には、株価下支え策と

も見られているＥＦＴ（上場投資信託）の購入方法の弾力化や長期金利許容幅の拡大等に踏み切

るのではないかと見る向きもあるようだ。さらに、3月末には、ロンドン市場銀行間平均貸出取

引金利（ＬＩＢＯＲ）の、不適切公表の実体発覚に伴う廃止が予定通りに実行されるわけで、市

場では、これに代わる信頼性の高い指標探しに懸命になっており、この行方も気掛かりだ。 

なお、バイデン米国大統領の、コロナ対策はもとより、中近東・中国中心に急展開している外

交の行方も注目する必要があるが、トランプ前大統領についても、刑事・民事および税務での訴

訟リスクが進行しているようでもあり、今後ともウオッチする必要がありそうだ。さらに、ミャ

ンマー情勢についても、国軍側の武力行使が激化（28日には 18名が死亡した模様）しており、
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目が離せない状況だ。また、気掛かりな中国景況については、2 月「製造業ＰＭＩ」（28 日、

50.6 と、前月 51.3 から低下）が、春節の影響もあり、3 か月連続での悪化を余儀なくされて

おり、市場は、2月「サービス業ＰＭＩ」（3日、51.4と、52.0から低下予想）についても、

慎重な見方をしている。 

 

〇この間、米国経済については、まずは、4日のパウエルＦＲＢ（連邦準備制度理事会）議長の

発言に注目したいが、市場には、コロナ対策として追加される 1 兆 9000 億ドルが名目ＧＤＰ

の９％分にも該当し、これが米国潜在成長率（2％弱）はもとより、ＦＲＢ（連邦準備制度理事

会）の 2021 年経済成長率見通し（６％）をも大きく上回ることから、景気過熱を呼び起こし

かねないと懸念する向きも出始めているわけで、ここにも注意が必要だ。なお、ＮＹ連銀によれ

ば、これまで個人へ現金給付された約 1800ドルのうち消費に回ったのは 26％に過ぎず、残り

は貯蓄に回ったとの試算もあり、ここも目逃せないところだ。 

こうした中、経済指標については、引き続き、第 4週「新規失業保険申請件数」（4日）を注

視したい。市場は、79.3 万件（前週 73.0 万件）と、再び増加に転じると見ているが、同「失

業保険継続受給者数」（4 日）については、前週（441.9 万人）からの減少が続くとの見方だ。

ただし、2月「非農業部門雇用者数変化」（5日、市場は、前月比＋15.0万人と、前月の＋4.9

万人から大幅増加すると予想）は、強気の予想となっている。もっとも、この一方で、2月「失

業率」（5日、同 6.4％と、6.3％から上昇予想）、2月「平均時給」（5日、同前年比＋5.3％と、

＋5.4％から伸び鈍化予想）等では、慎重な見方をするなど、気迷い気味の観測が目立っている。 

さらに、その他の指標では、まずは、景況関連の 2月「製造業・サービス業ＰＭＩ改定値」（各々

1、3 日、前者は 58.5 と、後者は 58.9 と、ともに横ばい予想）に注目したいが、市場は、先

週から一転して、慎重な見方が増え始めているようにも見える。なお、これは、実体経済指標に

も言えることで、1月「建設支出」（1日、同前月比＋0.8％と、＋1.0％から伸び鈍化予想）、1

月「製造業新規受注」（4 日、同＋1.0％と、＋1.1％から伸び鈍化予想）、1 月「貿易収支」（5

日、‐675億ドルと、‐666億ドルから赤字拡大予想）、第 4四半期「非農業部門労働生産性」（4

日、同前期比‐4.8％と、‐4.8％から横ばい予想）といった具合だ。 

 

〇こうした中、我が国の経済指標では、まずは、第 4 四半期「法人企業統計」（2 日、財務省）

に注目したいが、市場は、特に気掛かりな設備投資が、前年四半期比‐2.0％（同前々四半期‐

11.3→前四半期‐10.6％）と、水面下が続くとしても、資本財（将来の利益が期待できる生産

の資本となるような財、流動資本財：原材料・仕掛品・製品在庫等、固定資産財：工場等不動産・

生産に使用する機械・運搬に使用する車両等）の出荷と機械受注は足元強めに回復していること

から、マイナス幅を大きく縮小すると予想している。また、2 月「製造業・サービス業ＰＭＩ」

（各 1、3日、Markit Economics）も公表されるが、市場は、速報ベースと同様、前者は、50.6

（前月 49.8）と改善が進むとしても、後者は、45.8（同 46.1）と悪化すると見ているようだ。 

なお、消費動向については、2 月「消費動向調査」（4 日、内閣府）で確認するが、市場は、

消費者態度指数が、32.0（同 31.8→29.6）と、再び上昇に転じ、前月の低下を十分取り戻す

と予想している。これは、「緊急事態宣言」は延長されたものの、1 月末以降は感染者数の減少
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傾向が見られてきたことで経済活動正常化への期待も高まり、これが消費者マインドにも好影響

を与えていると見ているためだ。また、2 月「消費活動指数」（5 日、日銀）も公表されるが、

市場は、前月（同前月比＋0.9→‐0.6％）にマイナス転化が、「緊急事態宣言」継続効果から、

更にその幅を拡大して続くと見ているようだ。ただ、2 月「新車登録台数」（1 日、自販連）に

ついては、市場は、前月（前年比前々月＋7.4→前月＋6.8％）まで続くプラス基調が、多少そ

の幅を縮小しても、継続する勢いがあるものと期待している。 

また、消費周辺指標でもある、1月「失業率・有効求人倍率」（ともに 2日、総務省・厚労省）

も公表されるが、市場は、前者が、3.1％（同 2.9→2.9％）と、上昇に転じ、後者も、1.04倍

（同 1.06→1.06 倍）と低下に転じるなど、この時点でのコロナ感染再拡大を映じて、ともに

悪化を余儀なくされると見ている。 

 

３．来週の公表予定経済指標 

〇来週も、経済状況は、一段と微妙な状況に差し掛かっている様にも見えるわけで、以下の経済

指標も含め、一段と注視姿勢を強めたい。 

 

・景況関連；2月「景気ウオッチャー調査」（8日） 

       第 4四半期「ＧＤＰ第 2次」（9日） 

・消費周辺；1月「毎月勤労統計」（9日） 

・物価関連；2月「企業物価指数」（11日） 

・輸出関連；1月「国際収支」（8日） 

・貸出関連；2月「貸出預金動向」（8日） 

以 上 
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