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先週および今週の我が国主要経済指標から（№234） 

１．先週の動き概要 

〇先週も、引き続き、コロナ感染と経済の行方を注目したが、新規感染者数は、全体としては減

少していることは確かにしても、変異種（特にブラジルで猛威を振るい 1 日 2 千人近い死者発

生）の動きがつかみ切れていない。さらに、期待のコロナワクチン接種も、米国・英国では総じ

て順調に推移しているようでもあるが、全体的には問題山積のままだ。こうした中、我が国の場

合も、5 日には「緊急事態宣言」の 2 週間の再々延長を決定し、課題のオリ・パラ開催につい

ても、観戦者は国内の人に限る方向で調整している模様等、不透明感の残る状況が続いた格好だ。 

ただ、経済面では、景気の早期回復期待がさらに強まったことも事実で、米国の長期金利上昇

傾向も継続した格好だ。即ち、この間、米国パウエルＦＲＢ議長は、4 日の討論会で、金利上昇

を警戒すべき事態としながらも、具体的な抑制策に言及しなかったことから、市場は、これを「金

利上昇容認・現行の緩和政策維持」と捉え、これが、長期金利の更なる急騰（指標となる米国

10 年債利回りが、4 日には 1.5％台に上昇）とともに、株価下落継続、ドル高円安（5 日の東

京市場は 1 ドル 108 円台前半と 9 か月ぶりの安値を記録）、期待インフレ率の上昇（2 月中旬

比＋0.4％程度）、金相場下落（5 日には、心理的節目と言われている 1 トロイオンス 1700 ド

ルを割り込み）を、一段と呼び込む形になった。もっとも、これとて、週末に米国労働指標が予

想以上に好調であったことが伝わると、5 日の米国株式市場は、景気回復を再確認した形になり、

再び急騰、東京市場も、黒田日銀総裁が 5 日の国会答弁で長期金利の誘導策（現状はプラマイ

0.2％程度に抑え込む）の現状維持を示唆したことも加わり、株価は、午後にかけて急速に下げ

渋る形になるなど、気ぜわしく展開した 1 週間だった。 

なお、この間、原油価格も、世界経済が回復方向にあるとして上昇しているが、「ＯＰＥＣプ

ラス（OPEＣ加盟国にロシアやメキシコなどの非加盟主要産油国 10 カ国を加えたグループ）」

は、4 日の会合で、4 月も減産継続することを決め、さらにサウジは大規模な自主減産をも継続

する姿勢を打ち出していることから、ＮＹ原油先物市場は、5 日には、1 バレル 66.09 ドルと、

1 年 10 か月ぶりの高値を付けて取引を終えている。 

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いたわけであるが、2

月「サービス業ＰＭＩ」（3 日、51.5 と、52.0 から低下）についても、結局、市場予想通りに

悪化しており、ここもやや気になるところだ。 
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〇この間、米国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

視したわけであるが、74.5 万件（前週 73.6 万件＜速報値 73.0 万件から上方修正＞）と、市

場予想（75.0 万件）ほどではなかったにせよ、再び増加に転じているが、同「失業保険継続受

給者数」（4 日）については、429.5 万人（同 441.9 万人）と、減少が続いている形だ。 

ただし、この一方で、2 月「非農業部門雇用者数」（5 日、同前月比＋37.9 万人と、前月＋

16.6 万人＜速報値＋4.9 万人から大幅上方修正＞から急増）は、強気の市場予想（＋18.2 万人）

をも大きく上回る増加となったほか、2 月「失業率」（5 日、同 6.2％と、6.3％から低下）も、

上昇すると見ていた市場予想（6.4％）とは裏腹に、僅かながらも低下に転じたことから景況感

を一気に上昇させる要因となった格好だ。例えば、2 月「製造業・サービス業ＰＭＩ改定値」（各々

1、3 日、前者は 58.6 と、58.5 から若干ながらも上昇、後者も 59.8 と、58.9 から上昇）は、

市場の慎重な横ばい予想（各 58.5、58.9）に反し、ともに改善を果たしているといった具合だ。

また、実体経済指標の、1 月「建設支出」（1 日、同前月比＋1.7％と、＋1.1％＜速報値＋1.0％

から上方修正＞から伸び上昇）も、市場の伸び鈍化予想（＋0.8％）とは逆に改善した格好だ。

さらに、第 4 四半期「非農業部門労働生産性・改定値」（4 日、同前期比‐4.2％と、速報値‐4.8％

から上方修正）でも、水面下が続いてはいるが、改善方向を辿っているほか、1 月「製造業新規

受注」（4 日、同＋2.6％と、＋1.1％から伸び上昇）も、伸び鈍化と見ていた市場予想（＋1.0％）

とは逆に、伸びを高めている。 

もっとも、この間、2 月「平均時給」（5 日、同前年比＋5.3％と、＋5.3％＜速報値＋5.4％

から下方修正＞伸び横ばい）には、さしたる変化はなく、1 月「貿易収支」（5 日、同‐682 億ド

ルと、‐670 億ドル＜速報値と、‐666 億ドルから下方修正＞から赤字拡大）も、市場予想（‐675

億ドル）を上回る赤字幅拡大を余儀なくされるなど、必ずしも景気回復一辺倒の動きでもないわ

けで、ここは留意する必要がある。 

 

〇こうした中、我が国の経済指標でも、市場予想に比べ、概して、やや急速に改善が進んだ格好

だ。例えば、2 月「製造業・サービス業ＰＭＩ」（各 1、3 日、Markit Economics）が公表され

たが、前者は、51.4（前月 49.8）と、市場予想（50.6）を上回る改善となり、後者も、46.3

（同 46.1）と、市場の悪化予想（45.8）とは逆に改善を果たしているといった具合だ。さらに、

消費動向についても、2 月「消費動向調査」（4 日、内閣府）で確認すると、消費者態度指数が、

33.8（同 31.8→29.6）と、市場予想（32.0）を上回る形で再び上昇に転じ、前月の低下を十

分取り戻す格好になっている。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

染者数の減少傾向が見られ、これが消費者マインドにも好影響を与えた結果とも思われる。なお、

内訳を見てもすべての項目で改善しており、なかでも、雇用環境（前々月 23.6→前月 21.1→

当月 27.5）、資産価値（同 35.6→34.7→40.2）での反転上昇が目立っている。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）も公表された

が、前者が、2.9％（同 3.0→3.0％）と上昇に転じ、後者が、1.10 倍と、（同 1.06→1.05 倍）

と、共に市場の悪化予想（各 3.1％、1.04 倍）に反し、2 か月ぶりの改善となった。ただし、

失業率低下も、専ら（モッパラ）正規従業員の増加（＋36 万人）によるものとも言えるわけで、

さらに、完全失業者数自体も 12 か月連続の増加（＋38 万人）となっている等、雇用環境自体

は必ずしも改善一辺倒ではないことにも留意が必要だ。なお、回復が窺える消費動向にしても、
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1 月「消費活動指数」（5 日、日銀）は、実質季節調整済み前月比‐2.9％（同＋0.7→＋0.3％）

と、むしろ減少に転じており、2 月「新車登録台数」（1 日、自販連）についても、前年比‐2.2％

（同＋7.4→＋6.8％）と、多少その幅を縮小してもプラス基調が続くと期待していた市場予想

に反し、結局半導体の不足による減産及び生産停止が発生しマイナスに転じている。さらには、

注目していた、第 4 四半期「法人企業統計調査」（2 日、財務省）にしても、当然タイムラグの

関係があるにしても、やや期待外れであった。即ち、特に気掛かりであった設備投資が、前年比

‐4.8％（同前々四半期‐11.3→前四半期‐10.6％）と、慎重な市場予想（‐2.0％）をも大きく上

回るマイナスとなっている。要すれば、資本財の出荷と機械受注は足元強めに回復してはいるが、

これが設備投資には期待しているほどには結び付かなかったということだ。なお、売上高は、同

‐4.5％（同‐17.7→‐11.5％）、経常利益も、同‐0.7％（同‐46.6→‐28.4％）と、設備投資同

様にマイナス幅を大きく縮小はしているものの、依然水面下にとどまっている。ただし、製造業・

経常利益だけは、同＋21.9（同‐48.7→‐27.1％）と、輸送用機械（同＋68.1％）、生産用機械

（同＋71.7％）中心に、大きくプラスに転化しており、回復ぶりが顕著になっている。 

 

２．今週の動き予想 

〇今週も、コロナ感染の行方には、変異種の広がりやワクチン接種の進捗状況等、引き続き注目

すべき観点は数多い。特に我が国の場合は、「緊急事態宣言」の 2 週間の再々延長に伴う経済的

打撃の動向や本当にこれで宣言打ち止めになるか否かを含めて注目していく必要がある。さらに

は、今夏のオリ・パラ開催をどうするかについても決定すべき期限が迫ってきているわけで、こ

こにも注目していく必要がある。なお、オリ・パラを制限付きで開催した場合や中止した場合で

も、経済的利益損失は、関連施設はほぼ完成していることもあり、たかが知れているとの試算も

あるようで、ここは冷徹（レイテツ：感情に左右されることなく、冷静に物事を見通すこと）な

判断をすべきのようにも思えるところだ。 

さらに、「政治・地政学リスク」についても、ミャンマーの混乱がさらに激化しているようで、

気掛かりだ。また、中国でも、国際的批判が高まっている、「海警法制定」や、「ウイグル弾圧」、

「香港選挙制度見直し」の正当化に懸命の構えで、さらには、5 日に始まった全人代で「１人当

たりＧＤＰを 2035 年には中等先進国の水準にする」目標（このためには、年 6％を超す成長

率を 2035 年まで続ける必要があり、仮にこれが達成されれば、対米比率は、現状の 16％＜ち

なみに我が国は６１％＞から 85％を超す勘定にもなる）を公表しており、この行方も注視する

必要がある。なお、トランプ元大統領に関しては、引続き意気軒高であるようだが、この一方で、

民主党下院議員による、議会襲撃事件に絡んでの 2 件目の提訴がなされており、ここも引き続

き目配りが必要だ。 

また、市況についても、値動きの激しい日米株価動向を注視することはもとより、この間、日

米金利差がさらに拡大すると見られていることからドルの先高気配が強まっている（中には「1

ドル 110 円台定着」も視野に入ってきたと主張する向きも出始めている状況）。なお、これは、

我が国企業にとっては好都合と見られてはいるが、ただ、これとて、米国経済の未だ確定してい

ない経済回復を前提にした先食い的要素もあるわけで、ここは無防備に追随するのは賢明でない

ようにも見えるところだ。いずれにせよ、引き続ききめ細かくウオッチしていく必要があると思
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われる。 

 

〇なお、米国経済については、予想を上回る回復傾向を辿っているとも言われていることもあり、

この行方が大いに気掛かりであるが、バイデン大統領のウイルス追加対策法案は、下院通過の後、

6 日には一部修正（現金給付の支給対象者から高所得者を外す）のうえ上院にて可決され下院に

差し戻されており、14 日までには成立する公算が高い。さらに、経済指標でも、まずは、第 1

週「新規失業保険申請件数」（11 日）に着目したが、市場は、72.5 万件（前週 74.5 万件）と、

今度こそ低下に転じると予想している。なお、同「失業保険継続受給者数」は、419.1 万人（前

週 429.5 万人）と、順調に減少が続くとの見方だ。 

この他、景気指標としては、3 月「ミシガン大学消費者態度指数」（12 日、市場は、78.0 と、

前月の 76.8 から上昇予想）が公表されるが、これも、順調に改善が進むと見られている。ただ、

実体経済指標としては、物価関連以外のものはさしたるものはなく、2 月「卸売物価指数・同」

（12 日、同＋2.6％と、＋2.0％から伸び上昇予想）については、伸び増加予想となっているが、

2 月「消費者物価指数・コア＜除く食品・エネルギー＞」（10 日、同前年比＋1.4％と、＋1.4％

から伸び横ばい予想）は伸び悩む見込みだ。なお、1 月「卸売在庫」（8 日、同前月比＋1.3％と、

＋0.3％から伸び上昇予想）は、積み上がると見られており、これも前向きな動きとは思えない。 

 

〇この間、我が国の経済指標については、まずは、景気動向を、2 月「景気ウオッチャー調査」

（8 日、内閣府）で確認したいが、市場は、季節調整済み現状判断ＤＩを 34.0（同前々月 34.3→

前月 31.2）と、改善に転じると見ているようだ。これは、「緊急事態宣言」は、2 月中も解除さ

れずに継続されたわけであるが、感染者数の減少から人の移動も徐々に増加し始めており、つれ

て経済活動も上向き始め、これが事業者のセンチメント（心理・感情）を僅かながらも改善させ

ていると見ているためだ。その他に、第 4 四半期「ＧＤＰ第 2 次速報」（9 日、内閣府）も公表

されるが、市場は、実質前年四半期比年率＋11.9％（同前々四半期‐29.3→前四半期＋22.7→

当四半期第 1 次速報＋12.7％）と、下方修正されると見ている。これは、前述の法人企業統計

から、需要サイドの設備投資が前期比マイナスになったことが確認されたことが反映され、内訳

の民間設備投資を、同＋13.9％（同‐21.5→‐9.2→＋19.4％）と、やや大きく下方修正させた

ことに因るものと思われる。 

なお、この他、消費周辺指標の 1 月「毎月勤労統計」（9 日、厚労省）も公表されるが、市場

は、現金給与総額が、前年比‐2.2％（同前々月‐1.8→前月‐3.0％）と、その幅をやや縮小はす

るが、引き続き水面下にとどまると見ている。これは、先月のような冬季ボーナス減少による「特

別給与」（同‐12.8→‐5.1％）へのマイナス影響は少なくなったものの、「緊急事態宣言」による

時短営業による「所定外給与」（同‐10.8→‐8.6％）へのマイナス影響が大きいと見ていること

に因るものだ。 

さらに、物価動向については、2 月「企業物価指数」（11 日、日銀）で確認することになるが、

市場は、前年比‐0.6％（同‐2.0→‐1.6％）と、これもその幅を縮小させるにしても、依然水面

下にとどまるとの見方だ。これは、原油価格とドル円相場の上昇により、マイナス幅を大きく縮

小させても、水面上に浮上させるほどの力はないと見ているためだ。 



 

5 

 

先週および今週の我が国主要経済指標から（№234） 2021.03.08 

また、輸出動向については、1 月「国際収支」（8 日、財務省・日銀）で確認することになるが、

市場は、輸出・輸入ともに増加すると見ているが、特に原油価格の上昇もあり輸入の方の伸びが

高いと見られることから、貿易収支は、黒字縮小が続くと見ているようだ。この結果、季節調整

済み経常収支は、2.10 兆円（同 2.33→2.27 兆円）と、更に黒字縮小が進むと予想している。 

最後は、気掛かりな、貸出・預金の動きであるが、これは、2 月「貸出預金動向」（8 日、日

銀）で確認したい。市場は、総貸出平残が、前月（同前年比前々月＋6.2→＋6.1％）には、地

銀・地銀Ⅱ（同＋4.9→＋5.1％）が伸びを高め、信金（同＋8.3→＋8．3％）も、伸び横ばい

としたにもかかわらず、都銀等（同＋7.1→＋6.5％）が伸びを低め、これが全体の足を引いた

形になったわけであるが、結局、この姿が、継続するのではないかと見ているようだ。もっとも、

預金平残（同＋9.3→＋9.8）については、逆に、都銀（同 10.3→11.0％）中心に、全体の伸

びが高められているわけであり、この傾向も持続すると見られている。 

 

３．来週の公表予定経済指標 

〇来週については、まずは、日銀がこれまでの金融政策の点検結果を公表するとしている、18

～19 日開催の日銀政策決定会合の行方を注視したい。なお、経済指標は、以下のものが注目さ

れる。 

 

・景況関連；3 月「ロイター短観」（17 日） 

・物価関連；2 月「全国消費者物価指数」（19 日） 

・設備関連；1 月「機械受注」（15 日） 

 1 月「建設総合統計」（18 日） 

・輸出関連；2 月「貿易収支」（17 日） 

以 上 
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