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先週および今週の我が国主要経済指標から（№237） 

１．先週の動き概要 

〇今週コロナ感染の動きは、総じて見れば引き続き収束の方向にあるものの、ワクチン接種の進

み具合で先行する米英等と、遅れが目立つ欧州・新興国等での明暗がさらに広がり、経済回復テ

ンポにも差が生じているようだ。即ち、独・仏・イタリア等では、逆に、ここにきてロックダウ

ンの再延長等に踏み切っている。また、我が国でも、「緊急事態宣言」は解除され、聖火リレー

も予定通りに２５日にはスタートしているが、この一方で、新規感染者は、仙台、山形、愛媛、

沖縄等、地方を含め、むしろ増加方向に転じており、第４次感染拡大を懸念する向きも出てきて

いる状況になっている。こうした中、経済状況は、回復の目立っていた米国でも、景気関連指標

は改善が目立つが、実体経済指標は、タイムラグもあって天候不順影響（高温持続：西部地域で

は気温の一日の日較差の急激化：33.3℃⇒-1℃等）を引き続き強く受けており、冴えない動き

が続いている。また、一人勝ちが目立つ中国も、輸出は好調ながら、内需は春節時の行動規制も

あって減速気味だ。このためもあって、中国政府は、地方の金融リスクへの警戒感を強めており、

「隠れ不良資産隠し」に注力していると見る向きもあるところだ。 

さらに、「政治・地政学リスク」についても、米中・米ロの対立が、これまでとはやや異なる

形で激化の方向にある一方で、中国・イランが急接近（25 年の経済・安全保障協定締結）し、

中東情勢が一段と混迷化するリスクを内包している格好だ。さらに、ミャンマー（国軍記念日に、

軍・市民が激しく衝突、死者最大規模になるなど泥沼化の気配）、北朝鮮（弾道ミサイル発射再

開）、韓国（文大統領が周辺の不正疑惑から更なる窮地に）と、目が離せない状況が続いている。

なお、こうした中、市況にも大きな動きがあり、米国長期金利は予想以上に加速したのに対し、

我が国は逆に低下し、ドル高円安も定着の方向だ。（詳細は、別添の追補参照。） 

 

〇なお、米国の経済指標については、前述のように、かなり天候要因に影響された形となってい

る。即ち、直近の指標である、第 3週「新規失業保険申請件数」（25日）は、68.4万件（前週

78.1万件＜速報値 77.0万件から上方修正＞）、同「失業保険継続受給者数」（25日）も、387.0

万人（前週 413.4万人＜速報値 412.4万人から上方修正＞）と、ともに市場予想（各 73.8万

件、403.0 万人）をさらにやや大きく回る水準まで低下したほか、景況関連指数の、3 月「ミ

シガン大学消費者態度指数・確報値」（26日、84.9と、速報値 83.0から上昇）、3月「リッチ

モンド連銀製造業指数」（23日、同 17と、前月 14から上昇）も、市場予想（各 83.6、１５）

を上回る改善を果たしている。さらには、3月「製造業ＰＭＩ」（24日、同 59.0と、58.6か
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ら上昇）、3 月「サービス業ＰＭＩ」（24 日、同 60.0 と、59.8 から上昇）と、市場予想（各

59.5、60.1）ほどではないにしろ、順調に改善している。 

ところが、実体経済指標は、2 月「個人所得」（26 日、同前月比‐7.1％と、＋10.1％＜速報

値＋10.0％から上方修正＞から大幅マイナスに転化）、2月「個人消費支出」（26日、同‐1.0％

と、＋3.4％＜速報値＋2.4％から上方修正＞からマイナスに転化）が、大幅悪化に転じている

ほか、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＋1.4％と、＋1.5％から伸び低下）と冴えない。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 77.5万件と、92.3万件から大幅減少）、2月「中

古住宅販売件数」（22日、同 622万件と、666万件＜速報値 669万件から下方修正＞から減

少）ともに、慎重な市場予想（各 87.6 万件、650 万件）をさらに下回る水準まで減速してい

るのが実情だ。さらには、設備投資関連の、2 月「耐久財受注」（24 日、同前月比‐1.1％と、

＋3.5％＜速報値＋3.4％から上方修正＞からマイナスに転化）に至っては、プラスにとどまる

と期待していた市場予想（＋0.8％）とは裏腹に、減少を余儀なくされているのが実情だ。 

 

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）に注目したが、前者については、52.0（前々月

49.8→前月 51.4）と、好調な世界の需要増に支えられて、予想通りに順調な改善が進んだ格好

だ。ただ、後者については、46.5（同 46.1→46.3）と、「緊急事態宣言」解除効果もあって改

善はしているものの、市場予想（47.8）を下回る結果となった。 

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）

で確認したが、コア（除く生鮮食品・エネルギー）が、前年比＋0.3％（同‐0.2→＋0.2％）と、

僅かではあるが伸び増加した。これは、3 月は、「緊急事態宣言」が続いていたわけであるが、

経済の回復効果もそれなりに寄与したと見られている。なお、内訳を見ると、光熱・水道（同前

月‐8.0→当月‐7.1％）、教養娯楽（同＋0.1→＋0.9％）、家具・家事用品（同＋2.9→＋3.6％）

での改善が目立っている。ただ、意外だったのは、通信大手の携帯電話通信料引き下げの影響が

出始めると見ていた、交通・通信（同‐0.6→‐0.2％）が、逆にマイナス幅を縮小していること

だ。こうした中、生鮮食品（同＋0.1→‐1.7％）は、再びマイナスに転じた一方で、ガソリン（同

‐5.2→＋2.1％）は、逆にここにきてプラスに転じている。この間、2月「企業サービス価格指

数」（24 日、日銀）は、同‐0.1％（同前々月‐0.2→‐0.4％）と、5 か月連続でマイナス傾向が

継続されるが、市場期待通りに、その幅を大きく縮小している。 

 

２．今週の動き予想 

〇今週も、まずはコロナ感染の行方が気掛かりであるが、とくに前週に新規感染者が、1月以来

の高水準になった欧州や、医療崩壊が深刻で、かつ過去最多を更新しているブラジルをはじめと

する中南米を中心に、むしろ、世界中で「第 4 波」への懸念が高まっているわけで、ここは一

段の留意が必要だ。なお、我が国でも、２８都道府県で新規感染者が前週比で増えているほか、

桜の開花等も加わり、各地の人出も急増していることから、中には、再々度の「緊急事態宣言」

発令も全く考えられないわけでもないとする向きも出てきており、経済復興との兼ね合いがさら
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に難しい局面に入っていることも確かだ。 

こうした中、米国では、1 兆 9000 億ドルの追加予算の執行が始まっているほか、我が国で

も、過去最大の 106兆円（うち公債金依存が 43.5兆円にも上る格好）の 2021年度予算案が

議決されたわけで、この行方についても注視が必要だ。 

更には、前述の「政治・地政学リスク」も、さらに深刻化する可能性がある。また、米国が、

英国等と共同で中国の「一帯一路」（※１参照）に類似の構想を立ち上げようとしている一方で、

中国が、北朝鮮との貿易を再開する構えとの報道もあり、いずれにせよ、こうしたことにも一段

の目配りが必要と思われる。 

※１「一帯一路」・・・中国が推進する、同国とヨーロッパにかけての広域経済圏構想。インフラ投資

計画としては史上最大規模で、建国 100周年に当たる 2049年までの完成を掲げている。アジアイン

フラ投資銀行（AIIB）や中国・ユーラシア経済協力基金、シルクロード基金などでインフラ投資を拡

大させ、また発展途上国への経済援助を通じ、人民元の国際準備通貨化による中国を中心とした世界

経済圏の確立を目指すとされる。 

 

〇なお、米国経済指標については、依然、景況関連が好調の一方で、天候要因が重なった実体経

済指標は不冴えの構図が続く見通しだ。即ち、第 4週「新規失業保険申請件数」（1日）につい

て、市場は、68.0万件（前週 68.4万件）と、減少が続き、同「失業保険継続受給者数」（1日）

も、前週（387.0 万人）から順調に減少すると予想している。なお、その他の雇用関係指標に

ついても大幅改善を予想するものが多く、例えば、3 月「非農業部門雇用者数変化」（2 日、市

場は、前月比＋63.0万人と、前月の＋37.9万人から大幅増加を予想）、3月「ＡＤＰ雇用統計」

（※２参照）（31日、同 55.0万人と、11.7万人から大幅増加予想）、3月「失業率」（2日、同

6.0％と、6.2％から低下予想）といった具合だ。ただ、景況関連指標は、3 月「消費者信頼感

指数」（30日、同 96.5と、91.3からやや大きく上昇予想）といった指標もあるが、総じて小

幅改善にとどまる見込みで、3月「製造業ＰＭＩ」（1日、同 59.0と、前月 59.0から横ばい予

想）、3月「シカゴ購買部協会景気指数」（31日、同 60.0と、59.5から小幅上昇予想）と、改

善予想テンポがやや鈍る指標が目立っている。 

なお、実体経済指標は、引き続き停滞が目立ち、3月「平均時給」（2日、同前年比＋4.5％と、

＋5.3％から伸び低下予想）、2 月「建設支出」（1 日、同前月比‐1.0％と、＋1.7％からマイナ

スに転じるとの予想）といった予想になっている。 

※２「ADP雇用統計」・・・米国の大手給与計算アウトソーシング会社である ADP（Automatic Data 

Processing社）が算出・公表する雇用に関する指標。ADPは、約50万社の顧客（U.S. business clients）

を対象に毎月雇用者数の動向を調査したもので、2006 年から行われている。ADP 雇用統計は、毎月

の米雇用統計の非農業部門雇用者数が発表される二営業日前に公表されため、本指標を非農業部門雇

用者数の先行指標として注目される指標。 

 

〇この間、我が国の経済指標については、まずは日銀短観（1日）の行方が気掛かりではあるが、

市場は、製造業と非製造業との格差を伴ないつつも、総じては景気回復の展望を鮮明化させるの
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ではないかと期待し、いずれにせよ、政府・日銀の政策対応を要する内容にはならないと見てい

るようだ。（詳細は、別添追補参照） 

なお、景況関連指標としては、2月「製造業ＰＭＩ」（1日、Markit Economics）に注目した

いが、市場は、52.0（前々月 51.4→前月 52.0）と、とりあえず横ばい予想だ。 

また、消費動向は、2月「商業動態統計」（30日、経産省）で確認するが、市場は、小売売上

高前年比‐6.5％（同‐0.4→‐2.4％）と、4 か月連続、しかもその幅を大きく拡大する形でのマ

イナスになると見ている。これは、「緊急事態宣言」延長に伴い、従来から不振だった百貨店の

みならず、ドラックストアなどでも大きく落ち込むと見ているためだ。さらに、3月「新車登録

台数」（1 日、自販連）も公表されるが、市場は、前月（同＋6.8→‐2.2％）に 5 か月ぶりのマ

イナスに転じてはいるが、この間、貨物車（同＋0.1→＋2.2％）はプラスを維持しており、決

算月の 3月には、全体でも何とかプラスに復帰することを期待している。 

その他、消費周辺指標として、2 月「失業率・有効求人倍率」（ともに 30 日、総務省、厚労

省）も公表されるが、市場は、前者が、2.9％（同 3.0→2.9％）、後者が、1.10倍（同 1.05→1.10

倍）と、ともに横ばいになると見ている。ただ、これは、「緊急事態宣言」が発令された 1月に

改善した動きが継続するわけであることから、労働市場自体は底堅いとの見方をしているという

ことであり、ここは留意が必要だ。 

次に注目するのは、2 月「鉱工業生産」（31 日）だが、市場は、前月比 0.0％（同‐0.1→＋

4.3％）と、堅調な世界需要の下での大幅増加の後、中国景気の緩やかな鈍化を映じて、一時的

にせよ足踏み状態になると見ているようだ。 

最後は、設備投資動向を、2月「住宅着工統計」（31日、国交省）で確認するが、市場は、前

年比‐2.5％（同‐9.0→‐3.1％）と、小幅化しても、1 年以上続くマイナス傾向が持続すると見

ている。ただ、一部には、住宅市場は弱いものの、底入れの兆しが出始めているとの見方もあり、

留意すべきところだ。 

 

３．来週の公表予定経済指標 

〇来週も、経済は重要な節目が続くと見られるほか、以下のように重要な指標の公表が相次ぐの

で、一段と注意深いウオッチが肝要だ。 

 

・景況関連；３月「景気ウオッチャー調査」（８日） 

       ２月「サービス業ＰＭＩ最終」（５日） 

・消費関連；２月「消費活動指数」（７日） 

       ３月「消費動向調査」（８日） 

・消費周辺；２月「毎月勤労統計」（６日） 

．輸出関連；２月「国際収支」（８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(No237－追補) 

―― 日米金融政策決定会合の市場への影響および日銀短観予想 

 

〇まずは、米国の動きであるが、ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）の後、頭打ちするかに見えた

長期金利上昇は、「ＦＲＢ（連邦準備制度理事会）が金融緩和継続→市場が景気過熱を警戒→金

利上昇」との思惑に繋がり、逆に加速する形となった。この結果、3か月で約＋0.9％も上昇し、

2％越えが最大の焦点にもなりつつある状況だ。ただ、この一方で、我が国の場合は、日銀の示

した長期金利の変動許容幅拡大が、逆に「金利の大幅上昇を容認しない姿勢を改めて示したもの」

と受け止められ（事実、金利の大幅な上昇を抑制する強力なオペを同時に導入している）、長期

金利に下げ圧力がかかる結果を招来している。このため、内外金利差はむしろ拡大し、つれて為

替相場も、円安が進み、かつての「1 ドル 110～115円」レンジでの定着も視野に入るとの見

方も出てきているところだ。なお、株価も、米国では続伸しての週越えになったが、我が国の場

合は、日銀が、上場投資信託（ＥＴＦ）の購入方法を変更したことに加え、ＦＲＢが大手銀行の

資本規制の緩和措置を予定通りに 3 月末には終了すると発表したこと等を受けて、むしろ下落

している。 

いずれにせよ、市況の動きは、複雑かつ上下に大きいことから、過去の経験知に必ずしも拘る

ことなく、注意深くウオッチしていくことが肝要だ。 

 

〇次は、今週 1 日には公表される日銀短観だが、前回は、製造業中心に予想以上の大幅回復を

見た後、今回は総じて減速する予想であった。ところが今回は、市場の見方に変化が生じ、非製

造業は、「緊急事態宣言」の影響で横ばい見通しにとどまる一方で、製造業は、世界需要の回復

を映じてさらに大きく回復し、先行きも強めの回復が示唆されるとの市場の見方だ。いずれにせ

よ、製造業はコロナ禍と消費増税前の水準にまで戻るが、非製造業はコロナ禍前まで戻らず、業

況格差が一段と明確になると見られている。 

即ち、大企業製造業の業況判断ＤＩ（前回現状‐10→先行き‐8→今回現状見通し＋2→同先

行き＋9）は、水面上に復帰するが、同非製造業（同‐5→‐6→‐5→＋2）は、依然、水面下に沈

んだままになるなど明暗をかなりはっきり分かれた形での予想になっている。なお、中小企業も、

同じ基調になると見られてはいるが、総じて慎重で、同製造業（同‐27→‐26→‐21→‐17）、同

非製造業（同‐12→‐20→‐12→‐10）とも、先行きを含め、水面下での小幅改善ないし横ばい

にとどまる見通しだ。 

さらにその他の指標についても、市場が注目しているのは、設備投資がどの程度の強さで打ち

出されてくるかだ。そこで、まずは、その前提となる、経常利益計画を見ると、市場は、2020

年度については、大企業で、前年比‐28.5％（同前回‐34.6％）、中小企業で、同‐26.9％（同‐

37.6％）と、ともにその幅を縮小はしても、引き続き大幅マイナスにとどまるとの見方だ。た

だし、2021年度については、それぞれ、同＋14.6％、＋19.8％と、大幅にプラス復帰すると

予想している。従って、2020 年度の設備投資計画は、大企業で、同‐2.2％（同‐1.2％）、中

小企業で、‐11.8％（‐13.9％）と大きな変化はないが、2021 年度については、大企業で、同

＋5.3％と、年度初にしては強い出だしになると市場は見ている。なお、これには、コロナ禍対
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応のＩＴ関連需要やビジネスモデル変更に伴うものの増加が相応に寄与するとの見方だ。ただし、

中小企業が、前年を上回るマイナスになると見ているのは、通常、この時点では計画が定まらず、

前年比大幅マイナスで始まるのが常であることを斟酌した結果であり、あまり参考にはならない。

この間、この他にも気掛かりなのは、ゼロ金利の長期化に苦しむ一方で、コロナ対応に追われる

金融機関の動向であり、ここにも、一段の注視が必要だ。 

いずれにせよ、市場としては、今回短観結果は、政府・日銀に新たな政策対応を求める内容に

はならないと見ているようだ。 

以 上 
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