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先週および今週の我が国主要経済指標から（№236） 

１．先週の動き概要 

〇先週のコロナ感染の動きは、全体としては、引き続き収束の方向にあり、各国民の経済行動も

大きく戻りつつあるが、この一方で、懸念されていた変異株・リバウンドの拡散は収まらず、期

待のワクチンも各国で副反応の指摘が続き、一時接種を控える動きも見られながらの進展となっ

た。このため、フランスでは、20 日から再び国内 16 地域での活動制限に踏み切るなど、対応

に追われる国も少なくない事態が継続している。この間、我が国では、東京都での新規感染者数

が前週を上回り始めていたこともあって賛否両論あった「緊急事態宣言」の解除が、21 日に予

定通りに実施されている。さらに、20 日には、今夏開催のオリ・パラに関し、海外客の受け入

れ見送りを決定（国内客も 50％を軸に調整中）しており、ともに経済面への影響を懸念する声

が高まっている。この間、中国経済は、コロナで落ち込んだ前年比で見れば急増となってはいる

が、季節調整済み前月比では、2 月「小売売上高」（15 日）が、＋0.56％（同前月‐1.4％）と、

昨年 11～12 月の＋1.3％前後に比較し、明らかに減速が目立ってきている。ただ、同鉱工業生

産（15 日）は、＋0.7％（同前月＋0.7％）と、比較的堅調な伸びを見ているなど、明暗を分け

た格好だ。 

こうした中、日米等主要国での金融政策決定会合が相次いだが、基本的には、いずれも現行の

緩和政策継続の形となった。ただ、米国長期金利は逆に急伸し、つれて株式市況も反落、さらに、

原油相場の強気ムードにも後退が目立ち始めている（ＮＹ先物も、18 日には一時 1 バーレル

60 ドルを割り込んでいる）など、相場は荒れた一週間だった。（なお、詳細は、別添の追補を

参照していただきたい。） 

さらに、「政治・地政学リスク」面でも動きがあり、18～19 日に開催された米中外交トップ

会談では、異例の激しい批判応酬となり、今後に禍根を残す形になった。また、バイデン大統領

が、プーチン大統領を、「人殺し」呼ばわりしたことも、両国の関係を一層悪化させている。さ

らに、ミャンマー情勢も、国軍がさらに強硬姿勢を示し、市民の死者増加が目立つなど、予断を

許さない状況が続いている。 

 

〇この間、米国の経済指標については、まずは、景況関連のものに注目したわけであるが、3 月

「フィラデルフィア連銀製造業景気指数」（18 日、51.8 と、前月 23.1 から急上昇）が、1973

年以来の高水準になったほか、3 月「ＮＹ連銀製造業景気指数」（15 日、同 17.4 と、12.1 か

ら上昇）も、市場予想（14.5）を上回る改善となるなど、基本的には、好調だった。ただ、中
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には、2 月「景気先行指標総合指数」（18 日、同前月比＋0.2％と、＋0.5％から伸び低下）の

ように、ここにきて改善鈍化するものもあり、さらには、毎週注目してきている、第 2 週「新

規失業保険申請件数」（18 日）は、77.0 万件（前週 71.2 万件）と、一段の減少が進むと見て

いた市場予想（70.2 万件）に反し、再び増加に転じている。なお、同「失業保険継続受給者数」

（18 日）は、412.4 万人（前週 414.4 万人）と、順調に減少が進んだ格好だが、要すれば、

景況感には回復先取り姿勢が目立ち、景気実態との間に格差が生じているようにも見えるわけで、

ここは留意が必要と思われる。 

なお、こうした動きは、以下の実体経済指標結果を見るとさらに明らかで、むしろ予想外に冴

えない動きになっていると言えるほどだ。即ち、好調が続くと見られていた、製造業についても、

2 月「鉱工業生産」（16 日、同前月比‐2.2％と、＋1.1％＜速報値＋0.9％から上方修正＞から

マイナス転化）は、伸び継続と見ていた市場予想（＋0.4％）とは裏腹に、マイナスに転じてお

り、2 月「設備稼働率」（16 日、同 73.8％と、75.5％＜速報値 75.6％から下方修正＞から低

下）も、市場予想（75.5％）以上に冴えない結果となっている。さらに、非製造業でも、2 月

「小売売上高」（16 日、同前月比‐3.0％と、＋7.6％＜速報値＋5.3％から上方修正＞からマイ

ナスに転化）が、前月の好調から一転してマイナスに転じている。さらに、2 月「住宅着工件数」

（17 日、同年率換算 142.1 万件と、158.4 万件＜速報値 158.0 万件から若干上方修正＞から

減少）も、市場予想（155.5 万件）をやや大きく上回る減少を記録したほか、2 月「建設許可

件数」（17 日、同 168.2 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）も、慎重な市場予想（175.0 万件）をさらに上回る減少となっている。また、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＋1.6％と、＋2.5％から伸び低下）、

2 月「輸入物価指数」（16 日、同＋1.3％と、＋1.4％から伸び若干低下）ともに、市場予想（各

＋0.9、＋1.1％）ほどではないにしろ、伸び鈍化しているといった具合だ。 

 

〇こうした中、我が国の経済指標としては、景況関連；3 月「ロイター短観」（17 日、ロイター

通信）に注目していたが、製造業業況判断ＤＩは、＋６（同前々月‐1→前月＋3）と、市場予

想（＋8）ほどではなかったにせよ、堅調な外需に支えられて改善がさらに進む格好となってお

り、ここもやや期待先行の感があるところだ。 

事実、こうしたマインド回復も物価上昇にはさほど結び付いておらず、2 月「全国消費者物価

指数」（19 日、総務省）は、コア（除く生鮮食品・エネルギー）が、前年比＋0.2％（同‐0.4→

＋0.1％）と、極く僅かな伸び上昇にとどまった。ただ、内訳を見ると、伸び鈍化したのは、「被

服及び履物」（同前月＋1.1→当月＋0.9％）程度で、後は、伸び上昇、低下幅縮小となっており、

なかでも、光熱・水道（同‐6.3→‐5.8％）、交通・通信（同‐1.8→‐1.3％）、諸雑費（同＋0.9→

＋1.5）での改善が目立っている。なお、生鮮食品（同‐0.3→0.0％）は、マイナスから脱却、

エネルギー（同‐8.6→‐7.2％）も順調に低下幅縮小が続いている。 

次に気掛かりなのは、設備投資動向だったが、1 月「機械受注」（15 日、内閣府）でのコア（船

舶・電力を除く民需）は、前月比‐4.5％（同＋1.1→＋5.3％）と、もともと大きく伸び鈍化す

ると見ていた市場予想（0.0％）をさらに下回って、マイナスに転じた形だ。また、同時公表さ

れた、第 1 四半期見通しも、前期比‐6.0％（同前々期‐0.3→前期＋12.9％）と、再びしかも大
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きくマイナスに沈む見通しになっている。なお、内閣府は、こうした中でも、基調判断を「持ち

直している」と据え置いており、当該基調が今後も保ち得るか否かは正直微妙で、一段の留意が

必要とも思えるところだ。また、1 月「建設総合統計」（18 日、国交省）も公表されたが、前年

比‐0.5％（同‐1.2→‐0.1％）と、そろそろプラスに転じるのではないかとの市場期待に反し、

マイナス基調を継続した格好となった。 

最後は、輸出動向だ。これは、2 月「貿易収支」（17 日、財務省・日銀）で確認したが、輸出

は、季節調整済み前月比‐4.7％（同＋0.3→＋4.4％）と、前月の反動や春節の影響もあって減

少に転じると見ていた市場予想（‐1.6％）をさらに下回る水準にまで減少を余儀なくされてい

る。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＋4.7％（同＋1.8→

＋6.9％）と、ほぼ市場予想（＋4.6％）通りにプラス継続となっている。この結果、貿易収支

は、‐0.03 兆円（同＋0.51→＋0.39 兆円）と、黒字を何とか確保すると見ていた市場予想（＋

0.01 兆円）に反し、結局、3 か月ぶりの赤字転落となった。なお、国別に見ると、米国向け輸

出は、前年比‐14.0％（同‐0.7→‐4.8％）と、4 か月連続で、しかもやや大幅な減少となった。

この一方で、同中国向けは、＋3.4（同＋10.2→＋37.5％）と、その幅を縮小してはいるが、8

か月連続での増加基調が続いており、対照的だ。 

 

２．今週の動き予想 

〇今週も、欧米・新興国のコロナ感染関連の行方が気になるところだが、まずは、我が国の変異

株の広がりとワクチン接種の進捗状況に注目したい。さらに、21 日に解除された「緊急事態宣

言」のその後の経済面への影響も大いに気になるところだ。また、この観点からは、25 日に開

始される予定の聖火リレーがどうなるかも気掛かりだ。 

なお、「政治・地政学リスク」についても、米中・米ロの対立激化の行方が気になるところで

あるほか、ミャンマー、北朝鮮、韓国（文大統領周辺にまで及びつつある不正疑惑）と、注目す

べき事項は、引き続き多い。 

 

〇なお、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）に

注目したいが、市場は、73.8 万件（前週 77.0 万件）と、今度は減少するだろうと見ている。

なお、同「失業保険継続受給者数」（25 日）については、403.0 万人（前週 412.4 万人）と順

調に減少が続くとの見方だ。 

この間、強気の景況関連指標と慎重な実体経済指標との格差は継続しており、例えば、3 月「ミ

シガン大学消費者態度指数・確報値」（26 日、市場は 83.6 と、速報値 83.0 から上昇予想）、3

月「リッチモンド連銀製造業指数」（23 日、同 15 と、前月 14 から上昇予想）はもとより、3

月「製造業ＰＭＩ」（24 日、同 59.5 と、58.6 から上昇予想）、3 月「サービス業ＰＭＩ」（24

日、同 60.1 と、59.8 から上昇予想）も強気の改善予想となっている。ただ、この一方で、実

体経済指標では、2 月「個人所得」（26 日、同前月比‐7.0％と、＋10.0％から大幅マイナスに

転じる予想）が大幅悪化に転化すると見られており、つれて、2 月「個人消費支出」（26 日、同

前月比‐0.7％と、＋2.4％からマイナスに転じる予想）も冴えず、注目の物価も、2 月「個人消

費支出・コア＜食品・エネルギー除く＞デフレーター」（26 日、同前年比＋1.5％と、＋1.5％
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から伸び横ばい予想）も動きに乏しい見込みだ。さらに、住宅関連についても、2 月「新築住宅

販売件数」（23 日、同年率換算 87.6 万件と、92.3 万件から減少予想）、2 月「中古住宅販売件

数」（22 日、同 650 万件と、669 万件から減少予想）と、ややブレーキがかかってくるように

も見えるところだ。また、設備投資関連の、2 月「耐久財受注」（24 日、同前月比＋0.8％と、

＋3.4％から大幅伸び低下予想）も、伸び悩む見通しとなっている。 

 

〇こうした中、我が国の経済指標については、まずは、景況関連の、2 月「製造業・サービス業

ＰＭＩ」（ともに 24 日、Markit Economics）に注目したいが、市場は、前者については、52.0

（前々月 49.8→前月 51.4）と、順調に改善が進むと見ている。これは、好調な世界の需要増

に支えられて製造業活動がさらに回復が進むと見ているためだ。さらに、後者についても、47.8

（同 46.1→46.3）と、「緊急事態宣言」解除効果もあり、改善を期待しているところだ。 

さらに、気掛かりな物価動向については、3 月「東京都区部消費者物価指数」（26 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＋0.2％（同

＋0.2→＋0.2％）と、伸び横ばいにとどまると見ている。これは、経済が回復方向にあるにし

ても、3 月は、「緊急事態宣言」が続いていたわけであり、これに、通信大手の携帯電話通信料

引き下げの影響が出始めると見ているためだ。なお、2 月「企業サービス価格指数」（24 日、日

銀）も公表されるが、市場は、前月（前年比 11 月：‐0.5→12 月：‐0.3→1 月：‐0.5％）まで

4 か月連続でのマイナス傾向が継続するにしても、その幅をいくらかでも縮小することを期待し

ているようだ。 

 

３．来週の公表予定経済指標 

〇来週は、まずは、日銀短観（1 日）に注目したいが、その他にも以下のように数多く公表予定

指標があるので、注意深くウオッチしたい。 

 

・景況関連；第 1 四半期「日銀短観」（1 日） 

       2 月「製造業ＰＭＩ」（1 日） 

・消費関連；2 月「商業動態統計」（29 日） 

       3 月「新車登録台数」（1 日） 

・消費周辺；2 月「有効求人倍率」（30 日） 

       2 月「失業率」（30 日） 

・設備関連；2 月「住宅着工統計」（31 日） 

以 上 
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先週および今週の我が国主要経済指標から (No236－追補) 

――日米金融政策決定会合の結果とその影響 

 

〇先週は、日米で金融政策決定会合が開催されたが、経済状況はもとより置かれた立場に違いはあっ

ても、結局、いずれも、これまでの金融緩和姿勢を一部修正しながら当面継続することを表明した格好に

なった。 

なお、こうした決定は、政策当局が、「仮に、この結果、金利や物価の一時的な上昇はあっても、ここは

あくまでも景気の下支えを優先する」姿勢を示したことになるわけで、市場は、本来、前向きに受けとると

見られたが、現実的には、政策内容に対する警戒感が先行し、長期金利は上昇、つれて株価は反落、ド

ル高進展の形になった。さらには、これが、コロナ対策に苦しむ新興国を不本意な利上げに追い込む結

果ともなっている。 

従って、いずれにしても、先行きの景気実態への影響を注意深くウオッチする必要がある。 

 

〇即ち、米国ＦＲＢ（連邦準備制度理事会）は、2021年の経済成長率予測を、＋6.5％（同前回 12月＋

4.2％）と、1984 年以来の高成長率に上方修正したほか、インフレ率も一時的にせよ年内に＋2％を上

回る見通し（第 4 四半期に＋2.4％、前回は＋1.8％）を示すなど、景気回復基調を認める一方で、現行

のゼロ金利政策については、少なくとも今後 3 年間は続ける方針を示し、とりあえず市場の緩和縮小観

測を退けた格好だ。 

要すれば、パウエルＦＲＢ議長としては、景気の一時過熱を容認しても、「経済回復は一様ではなく、サ

ービス業ではなお大きな雇用損失の打撃を受けている」状況下、低所得層の雇用回復までは緩和を続

ける構えを示した格好だ。ただ、同時に、今月末に期限を迎える米銀の投融資に関する特例措置（昨年

4 月にコロナ対策の一環として設定）を予定通りに解除する方針を示している。なお、このためもあって、

足元の債券相場は上昇、緩和政策継続を確認して一時低下していた長期金利も、結局、上昇に転じ、株

価は反落する格好になっている。 

こうした中、市場には、改めて、1 兆 9000 億ドルのコロナ追加対策資金投入が、「消費ブーム」を呼

び、下手をすればインフレを惹起（ジャッキ：事件や問題を引き起こす）させかねないとの懸念を強める向

きもあり、今後の展開を一段と注意深くウオッチしていく必要がある。 

 

〇次は、日銀だ。もともと今回会合で、長らく継続してきていた金融緩和策の総点検を行うと言明してい

たこともあり、市場は、その結果を注目していたわけであるが、基本的には、現行の金融緩和政策を継続

することで、景気回復を長く続ける体制を作ることを優先した格好だ。 

ただし、これまでの政策で金融機関の収益悪化や過度な資産価格の上昇を呼び込んでいたことも事

実であり、この対策も含め、以下の 3点を新たに取り入れた。 

 

① 長期金利の誘導幅を、現行のプラスマイナス 0.2％程度から 0.25％程度に広げる。ただし、市場に

は、多少の金利変動を認める効果がどれほどあるかは疑問との声もあることは事実。 
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② 上場投資信託（ＥＴＦ）の買い入れ目安の変更（現行年6兆円を廃止、ただし上限の12兆円は維持）

し、株価の急落等必要な場合のみ買い入れできるようにし、バブルの助長を回避。もっとも、黒田総裁は、

同時に「出口論を考えているわけではない」と言明するなど、「緩和政策の後退」と捉えられることをけん

制しており、やや中途半端な印象。 

③ マイナス金利深堀を容易にすべく、金融機関の日銀当座預金に上乗せ金利を払う。ただ、これにもさ

したる効果がないとの声があることも事実だが、銀行株自体は急騰している。 

 

なお、問題の物価については、黒田総裁は、あくまで「２％目標」にこだわる姿勢を見せたことから、市

場には、逆に日銀政策の本気度を疑いかねない声もあるところで、ここは注意が必要だ。なお、市場には、

「もともと日銀には採り得る政策手段が限られている」との見方がくすぶり続けているほか、今回の金融

緩和策継続も主目的は物価上昇ではなく、市場の安定にあるとの見方を強めているのも事実だ。 

いずれにしろ、これまでの広範囲な金融緩和が生んだ歴史的な株高とデフレ懸念の不均衡の広がり

を懸念する向きも少なくないわけで、ここも留意が必要だ。 

 

 以 上 
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