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先週および今週の我が国主要経済指標から（№235） 

１．先週の動き概要 

〇先週のコロナ感染の行方については、収束の方向にあるとの期待が強まる一方で、ＥＵ主要国

では感染再拡大が強まっており、例えば、イタリア政府は 12 日、国内の主要都市を含む過半数

の都市で、15 日からロックダウンを行うことを決定している。さらに、ブラジルでは、変異種

の拡散が深刻な状況になっており、1日当たりの新規感染者数も8.5万人超（うち死者数も2216

人と世界最大に）にもなっている。また、これまで比較的落ち着いていた韓国でも再び感染が広

がり、この間、我が国にしても、再延長された「緊急事態宣言」の期限（21 日）が近づいてい

るが、新規感染者数が明らかに減少底打ち状況を見せ始め、さらには変異種の拡散が一段と懸念

される状況になるなど、予断を許さない状況になってきている。なお、こうした中、政府は、今

夏のオリ・パラ開催については、外国からの観客を認めず、さらに入場者もある程度制限する方

向で検討しているようでもあるが、バッハＩＯＣ会長が、11 日に突然、2022 年の北京冬季五

輪と合わせ、中国製のワクチン接種を選手に施す旨言い始めるなど、やや混乱し始めているよう

にも見える。 

また、「政治・地政学リスク」分野でも、中国が、5 日に始まった全人代で、終了日の 11 日

には香港の選挙制度見直し法案（民主派議員を全面排除する狙い）を採択しており、ウイグル族

弾圧を含めて国際的批判が高まっており、これに中国が激しく反発するといった事態が続いてい

る。さらに、ミャンマーでの軍事クーデターについて、11 日には国連が「治安部隊がこれまで

70 人を殺害している」と報告、制裁姿勢を強めており、ミャンマー国軍がさらに反発するとい

った状況が続いている。なお、トランプ元大統領に関しても、1 日にサルコジ元仏大統領に、汚

職罪で禁固 3 年の実刑判決が下されたことから、「次はトランプ」と見る向きもあり、注視が必

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したが、ＮＹ株式市場は、連日既

往最高値を更新する状況となった。ただ、一方で、これが過熱警戒感をさらに強める原因にもな

っている。なお、東京株式市場については、気迷い気味の動きを続けたわけであるが、市場はこ

れも、米国金利急騰のマイナスの影響を取り込んだためで、早晩（ソウバン：遅かれ早かれ）、

相場は上昇基調を取り戻すと見ているようだ。ただ、その場合でも、あくまで個別株物色狙いが

中心になると見られているわけで、ここは留意すべき点だ。この間、円安は加速し、一時 1 ド

ル 109 円台と、2020 年 6 月以来の安値を記録している。 

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、
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この行方を注目したが、バイデン大統領のウイルス追加対策法案は、上院で一部修正（現金給付

の支給対象者から高所得者を外す）のうえ下院に差し戻されていたが、10 日には、修正案通り

に再可決（ただし、民主党が多数決で決着の格好）、１１日には、バイデン大統領が即署名し成

立した。このため、市場には期待感が高まっていることも確かだが、この一方で、経済過熱や物

価・金利上昇で市場が混乱する可能性を指摘する声（ローレンス・サマーズ：有力な経済学者兼

民主党元財務長官等）も強く、ここも注意深くウオッチしていく必要がある。 

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、

71.2 万件（前週 75.4 万件＜速報値 74.5 万件から上方修正＞）と、市場予想（72.5 万件）さ

え下回る低下に転じた格好だ。なお、同「失業保険継続受給者数」は、414.4 万人（前週 433.7

万人＜速報値 429.5 万人から上方修正＞）と、順調に減少が続いた形だ。 

この他、景気指標として、3 月「ミシガン大学消費者態度指数」（12 日、市場は、83.0 と、

前月の 76.8 から大幅上昇）が公表されたが、強気の市場予想（78.5）をも大きく上回る改善

となっている。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、しか

も景況感に比べ冴えない動きだ。即ち、2 月「卸売物価指数・コア＜除く食品・エネルギー＞」

（12 日、同＋2.5％と、＋2.0％から伸び上昇）も、伸び増加はしたが、市場予想（＋2.6％）

を下回る伸びにとどまっている。さらに、2 月「消費者物価指数・同」（10 日、同前年比＋1.3％

と、＋1.4％から伸び低下）に至っては、市場の伸び横ばい予想に反し、結局、僅かではあるが

伸びが鈍化している。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）は、市場予想通りに大きく積み上がっている。当然、これも前向きな動きとは言えない。 

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）で確認したが、季節調整済み現状判断ＤＩは、41.3（同前々月 34.3→前月

31.2）と、強気の市場予想（34.0）をも上回る大幅な改善に転じた格好だ。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、結局、人の移動は予想以上に増加

し、つれて経済活動も上向き始めたということで、事実、内訳を見ても、落ち込みが懸念されて

いた飲食関連（同前々月16.1→前月15.1→当月31.6）、サービス業関連（同27.1→22.8→35.7）

での急回復が目立った形となっている。さらに、先行き判断ＤＩ（同 36.1→39.9→51.3）に

至っては、分かれ目となる 50 をも上回る改善になるとの見通しだ。なお、地域的に見ても、東

京都（同 33.7→29.5→43.9）の足元の回復テンポが群を抜いた形になっている（もっとも、

先行き判断は、さすがに「緊急事態宣言」継続の影響があってか、他地域比見劣り）。ただ、い

ずれにしろ、この改善テンポはやや行き過ぎで、むしろコロナ対策からしても問題ありと見られ

る可能性もあり、ここは注意が必要と思われる。事実、第 4 四半期「法人企業景気予測調査」（12

日、内閣府・財務省）で公表された大企業の景況判断指数は、‐4.5（同前々々四半期‐47.6→

前々四半期＋2.0→前四半期＋11.6）と、3 四半期ぶりに再びマイナスに転じている。ただし、

2021 年度の設備投資については、前年比＋7.6％としていることから、期待する向きもあると

ころだ。 

なお、その他に、第 4 四半期「ＧＤＰ第 2 次速報」（9 日、内閣府）も公表されたが、実質前

期比年率＋11.7％（同前々四半期‐29.3→前四半期＋22.8→当四半期第 1 次速報＋12.7％）と、

ほぼ市場予想（＋11.9％）通りの伸び減速となった。これは、期待の民間設備投資が、結局、
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前期比＋4.3％（同‐5.9→‐2.4→＋4.5％）と、小幅回復にとどまったうえ、民間住宅も、同 0.0％

（同＋0.5→‐5.7→＋0.1％）と水面上への浮上ならず、家計最終消費支出も、同＋2.2％（同‐

8.7→＋5.1→＋2.2％）と伸び鈍化したことに因るものだ。 

この間、消費周辺指標の 1 月「毎月勤労統計」（9 日、厚労省）にしても、現金給与総額が、

前年比‐0.8％（同前々月‐1.8→前月‐3.0％）と、市場予想（‐2.2％）ほどではなかったものの、

10 か月連続でのマイナスとなっている。なお、これは、専ら、「緊急事態宣言」による残業代

の減少が、「所定外給与」を、同‐6.6％（同‐10.8→‐8.6％）と、引き続き水面下に留め置いた

ことによる面が大きい。 

さらに、物価動向については、2 月「企業物価指数」（11 日、日銀）で確認したが、国内企業

物価指数は、前年比‐0.7％（同‐2.0→‐1.5％＜速報値‐1.6％から上方修正＞）と、慎重な市場

予想（‐0.6％）をさらに下回る形で、12 か月連続でのマイナスとなっている。 

また、輸出動向については、1 月「国際収支」（8 日、財務省・日銀）で確認したが、輸出は、

季節調整済み前月比＋3.5％（同前月‐1.4％）と、プラス回帰したが、この一方で、輸入が、同

＋6.9％（同＋0.3％）と、原油価格の上昇もあり、それを上回る伸びとなったことから、結局、

貿易収支は、＋0.66 兆円（同＋0.81 兆円）と、黒字幅を縮小している。つれて、経常収支も、

＋1.49 兆円（同＋2.22→＋2.07 兆円）と、さらに大きく黒字縮小が進んだ格好だ。 

最後は、気掛かりな、貸出・預金の動きだ。これを、2 月「貸出預金動向」（8 日、日銀）で

確認すると、総貸出平残は、前年比＋6.2％（同前年比前々月＋6.2→＋6.0％＜速報値＋6.1％

から下方修正＞）と、再び伸びを上昇させている。これには、地銀・地銀Ⅱが、同＋5.1％（同

＋4.9→＋5.0％＜速報値＋5.1％から下方修正＞）、信金が、同＋8.5％（同＋8.3→＋8.3％）

と、伸びを高めたことも影響しているが、何といっても、都銀等が、同＋6.7％（同＋7.1→＋

6.5％）と、再び伸び増加に転じていることが大きく貢献した格好だ。ただ、問題は、この資金

内容如何であり、仮にこれが、前向き資金需要の現れであればともかく、「緊急事態宣言」再々

延長に伴う後ろ向き資金が太宗（タイソウ：大部分・大半）を占めるとすれば、それはそれで問

題だ。この間、預金平残も、同＋10.0％（同＋9.3→＋9.8）と、伸び増加基調が続いている。

なお、都銀は、同＋11.1％（同 10.3→11.0％）と、前月急伸の後、小幅ながらもさらに伸び

を高めており、地銀・地銀Ⅱも、同＋8.7％（同＋8.2→＋8.4％＜速報値＋8.5％から下方修正

＞）と、順調に増加している。 

２．今週の動き予想 

〇今週についても、引き続き、コロナ感染と経済復興の動きが気になるところではあるが、この

ところ両者の動きの乖離が一段と目立ち始めており、ここは注意が必要だ。なお、米国では、1

兆 9000 億ドル規模のコロナ追加対策法案が成立したが、市場には、消費者は必要以上に消費

に慎重になっていることから、この効果を過大評価すべきではないとの見方もある一方で、米国

議会予算局（ＣＢＯ）では、当該法案に因る 10 年累積の財政赤字への影響も 1.85 兆ドルに上

るとの試算を公表していることから、前述のように、むしろ米国経済は懸念すべき事態に陥る可

能性（市場に大量のマネーを供給した場合、それに見合った成果を実現できない限り、最終的に

は物価で調整されることになり、仮に、この結果、予想以上にインフレが進めば、急激な金利上

昇となり、株価が下落し、リセッション（※１参照）を引き起こしかねない。）ありと主張する向
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きもあるところだ。いずれにせよ、米国には、「政局は終わり、次は経済」との気風が強まって

いるようでもあり、ここはさらなる注意が必要だ。なお、こうした中、我が国でも、18～19 日

開催の日銀政策決定会合の行方が、「政策点検結果公表」とあわせ、注目されているわけである

が、市場は、このところ日銀が上場投資信託（ＥＴＦ）の買い入れを大幅に減らしていることも

あり、現行の年 6 兆円の購入目安を削除するとか、長期金利の変動許容幅を拡大（黒田総裁は

否定）するのではないかと見ているようだ。また、中国では、全人代で、マクロ経済の正常化を

強調し、過剰債務企業の整理を急ぐなど、経済混乱を未然に防ぐ構えを強めている。これはこれ

で好ましいことではあるが、この一方で、民間企業への介入姿勢を強化しているわけで、市場は、

監視姿勢を強めている。 

なお、市況は、株高方向が続き、金利の日米金利差がさらに開き、円安ドル高圧力が一段と高

まると見られている。さらに、「政治・地政学リスク」面でも、特に中国やミャンマーの動きに

ついては、注意深いウオッチが必要だろう。 

（※１）リセッション 

景気後退：景気循環の一局面で、景気が拡張過程の終局点である景気の山から反転し緩やかな収縮

過程に入りながら、景気の谷が浅くて不況にまでは至らないような現象。この過程は経済が均衡状態

に達するまで続く。この均衡状態を通り越した場合がデプレッション（不景気）とされる。 

〇米国経済については、市場は、まずは、17 日のＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）終了後の政

策変更（特に金利）発表を注視しており、今週は、ここが重要だ。なお、経済指標としては、引

き続き、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、70.2 万件（前週

71.2 万件）と、さらに減少が進むと見ている。つれて、同「失業保険継続受給者数」（18 日）

も、前週（414.4 万人）から順調に減少するとの予想だ。 

その他の景況関連指標としては、3 月「ＮＹ連銀製造業景気指数」（15 日、市場は、14.5 と、

前月の 12.1 から上昇予想）に注目したいが、改善するにしてもどの程度になるかは気掛かりだ。

さらに、2 月「景気先行指標総合指数」（18 日、同前月比＋0.3％と、＋0.5％から伸び低下予

想）も公表されるが、こちらは改善鈍化予想だ。さらに実体経済指標については、市場の慎重な

見方が目立ち、製造業は、2 月「鉱工業生産」（16 日、同前月比＋0.4％と、＋0.9％から伸び

低下予想）、2 月「設備稼働率」（16 日、同 75.5％と、75.6％からやや低下予想）と、冴えな

い見通しになっているほか、非製造業でも、2 月「住宅着工件数」（17 日、同年率換算 155.5

万件と、158.0 万件から減少予想）、2 月「建設許可件数」（17 日、同 175.0 万件と、188.6

万件＜速報値 188.1 万件から上方修正＞から減少予想）等、伸び低下予想だ。さらに物価関連

でも同様の動きで、2 月「輸出物価指数」（16 日、同前月比＋0.9％と、＋2.5％から伸び低下

予想）、2 月「輸入物価指数」（16 日、同＋1.1％と、＋1.4％から伸び低下予想）といった具合

だ。 

〇こうした中、我が国経済としては、まずは、１８～１９日開催の日銀金融政策決定会合の中で

の、政策点検結果が気になるところだが、市場は、日銀が現在の緩和政策が適切でこれを長期化

させることが望ましいと結論付けると見ているようだ。ただこれが事実としても、日銀としては、

否応なくそう判断せざるを得ない立場に置かれている面もあるようにも思えるほか、仮に、上記

結論に至った場合でも、当然副作用も懸念されるわけで、ここは留意が必要だ。 
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なお、経済指標としては、景況関連；3 月「ロイター短観」（17 日、ロイター通信）が気にな

るところであるが、市場は、製造業業況判断ＤＩが、＋8（同前々月‐1→前月＋3）、非製造業が、

‐2（同‐11→‐7）と、ともに改善がさらに進むと予想している。これは、堅調な外需に支えられ

て製造業が好調持続となるほか、サービス業も、首都圏の「緊急事態宣言」は再延長されても、

国内経済活動は感染者数減少に伴い回復基調が目立ち始め、これが後押しすると見ているようだ。 

もっとも、こうしたマインド回復も物価上昇には結び付かず、2 月「全国消費者物価指数」（19

日、総務省）について、市場は、コア（除く生鮮食品・エネルギー）が、前年比＋0.1％（同‐

0.4→＋0.1％）と、伸び横ばいにとどまると見ている。要するに、食品や耐久財は底堅く推移

するとしても、サービス価格は、「緊急事態宣言」下での鈍化を余儀なくされて、これを打ち消

すと見ているためだ。この間、エネルギーは、引き続き水面下にとどまるにしても、その幅をさ

らに縮小すると見ている。 

次に気掛かりなのは、設備投資動向だ。これは、1 月「機械受注」（15 日、内閣府）で確認す

ることになるが、市場は、コア（船舶・電力を除く民需）が、前月比 0.0％（同＋1.5→＋5.2％）

と、大きく伸び鈍化すると見ている。ただ、これも、内閣府公表の昨年 12 月時点での「第 1

四半期の大幅減少予想」と比較すれば、堅調に推移しているとの見方もあるようだ。また、1 月

「建設総合統計」（18 日、国交省）も公表されるが、市場は、前月（同‐1.2→‐0.1％）まで続

く減少基調から、そろそろプラスに転じるのではないかと期待している。 

最後は、輸出動向だ。これは、2 月「貿易収支」（17 日、財務省・日銀）で確認することにな

るが、市場は、輸出が、季節調整済み前月比‐1.6％（同＋0.3→＋4.4％）と、前月の反動や春

節の影響もあって減少に転じると予想しており、この一方で、輸入は、比較的堅調な内需と輸入

価格の上昇もあり、同＋4.6％（同＋1.8→＋6.9％）と、２か月連続のプラスになると見ている

ことから、貿易収支は、＋0.01 兆円（同 0.51→0.39 兆円）と、赤字転落スレスレにまで黒字

幅を縮小すると見ている。 

３．来週の公表予定経済指標 

〇来週の公表予定指数は、以下のように少ないが、景気判断が難しい時期に来ているので、一段

ときめ細かなウオッチが求められている。 

・景況関連；2 月「製造業・サービス業ＰＭＩ」（ともに 24 日） 

・物価関連；3 月「東京都区部消費者物価指数」（26 日） 

       2 月「企業サービス価格指数」（24 日） 

以 上 
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