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先週および今週の我が国主要経済指標から（№238） 

１．先週の動き概要 

〇先週も、経済復興の動きがさらに強まる一方で、コロナ感染については、むしろ世界中で「第

3・4 波」への懸念が高まった印象の方が強い 1 週間だった。この間、我が国でも、1 日には、

大阪・兵庫・仙台で早々と、「蔓延防止等重点措置」が発令され、東京を上回る新規感染者が続

いている大阪では、聖火リレーを辞退するに至っている。 

ただ、こうした中でも、米国中心の経済復興の動きはむしろ強まっており、特に株式市場は、

3月末の時価総額が約 106兆円（この 1年間で約 6割上昇）と、過去最高値を記録し、ＧＤＰ

総額をも大きく凌駕した格好だ。また、中国の貿易面でのプレゼンが急上昇しており、世界貿易

機関（ＷＴＯ）が、31日公表した 2020年第 4四半期のアジアからの商品輸出は、2015年対

比 3 割も増加しており、1 割程度にとどまる北米・欧州に大きく差をつけた格好だ。また、世

界的には「インフレ圧力」が弱い中で、欧州は、エネルギー価格上昇の影響大きく、3月末の物

価は前年比＋1.3％（ドイツ単独では、＋２％越え）となり、年末には＋２％に達する見通しに

なっている。 

なお、「政治・地政学リスク」でも、ミャンマーの軍事クーデタ―騒ぎが一層混迷化、つれて

経済停滞が進み、日本企業の工場脱出も相次いでいる。さらに、北朝鮮での物資不足が一段と深

刻化しており、中国が支援の手を差し伸べる姿勢を示しており、この面でも米国との対立が深ま

る気配だ。また、コロナ感染対策を放置しているかに見えるブラジルのボルソナロ政権が、閣僚

の大幅刷新に追い込まれるなど、注意すべき動きが数多かった。 

 

〇なお、米国経済指標については、依然、景況・労働関連指標が予想以上に好調の一方で、実体

経済指標は、天候要因があった 2月のものが多いこともあり、不冴えの構図が続いた格好だ。 

即ち、第 4週「新規失業保険申請件数」（1日）については、71.9万人（前週 65.8万件＜速

報値 68.4 万件から下方修正＞）と、減少が続くと見ていた市場予想（68.0 万件）に反し、再

び増加に転じている。（ただし、これには、前週の下方修正分がそのまま上乗せされただけとの

見方も可能。） なお、同「失業保険継続受給者数」（1 日）は、379.4 万人と、前週（384.0

万人＜速報値 387.0万人から下方修正＞）は、引き続き順調に減少している。さらに、その他

の雇用関係指標も、強気の予想をさらに上回る改善を果たしており、例えば、3月「非農業部門

雇用者数変化」（2 日、前月比＋91.6 万人と、前月の＋46.8 万人＜速報値＋37.9 万人から上

方修正＞から大幅増加）は、市場予想（＋63.0 万人）を上回る大幅増加となっている。また、
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3月「ＡＤＰ雇用統計」（31日、同前月比＋51.7万人と、＋17.6万人＜速報値＋11.7万人か

ら上方修正＞から大幅増加）にしても、さすがに市場予想（55.0 万人）ほどではなかったが、

極端な増加を実現している。加えて、3 月「失業率」（2日、同 6.0％と、6.2％から低下）も、

改善している。ただ、こうした中、3月「平均時給」（2日、同前年比＋4.2％と、＋5.2％＜速

報値＋5.3％から下方修正＞から伸び低下）等、逆に悪化しているものもあるわけで、雇用情勢

がこのまま一本調子に改善していくと見るのは早計かもしれない。いずれにしろ、こうした上振

れは、その他の景況関連指標でも目立ち、例えば、もともと強気に見ていた、3月「消費者信頼

感指数」（30 日、同 109.7 と、90.4＜速報値 91.3 から下方修正＞からやや大きく上昇）が、

市場予想（96.5）をさらに上回る改善となったほか、3 月「シカゴ購買部協会景気指数」（31

日、同 66.3と、59.5から上昇）も、改善予想テンポがやや鈍るとの市場予想（60.0）に反し、

大幅改善している。また、横這いと見られていた、3 月「製造業ＰＭＩ」（1 日、同 59.１と、

59.0から若干上昇）も、僅かではあるが改善しているといった具合だ。 

ただ、この一方で、実体経済指標は、引き続き停滞気味の動きが続いており、2月「建設支出」

（1 日、同前月比‐0.8％と、＋1.2％＜速報値＋1.7％から下方修正＞から減少に転化）は、市

場予想（‐1.0％）ほどではないにしろ、マイナスに転じている格好だ。 

 

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あったが、

製造業・非製造業、大企業・中小企業との格差を伴ないつつも、総じては景気回復の方向を示し

た格好だ。ただ、先行きについては、依然慎重姿勢が目立ち、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かった。（詳細は、後日動画で詳細解説するので、参考にしていた

だきたい） 

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

が、52.7（前々月 49.8→前月 51.4）と、市場の横ばい予想に反し、僅かながらも改善の形と

なった。 

さらに、消費動向は、2月「商業動態統計」（30日、経産省）で確認したが、小売売上高前年

比‐1.5％（同‐0.3→‐2.4％）と、4 か月連続でのマイナスとはなったが、その幅は、市場の拡

大予想（‐6.5％）に反し、大きく縮小した。これは、「緊急事態宣言」延長に伴う悪影響も、懸

念されていたほどの市民の自粛行動は結局なかったということだ。なお、3 月「新車登録台数」

（1 日、自販連）も公表されたが、前年比＋2.4％（同＋6.8→‐2.2％）と、再びプラスに転じ

ており、業界は、決算月でもあり、安堵の表情だ。ただ、2020年度通しての登録台数は、前年

比‐7.6％と、10年ぶりの低水準を余儀なくされた格好だ。 

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）も公表されたが、前者は、2.9％（同 3.0→2.9％）と、市場予想通りの横ばいであったが、

後者は、1.09倍（同 1.05→1.10倍）と、ともに横ばいになると見ていた市場予想（1.10倍）

に反し、小幅とはいえ、5 か月ぶりに低下した格好だ。これは、要するに、「緊急事態宣言」が

発令された影響は相応に顕現化したものの、労働市場自体は底堅く推移しているとの理解だが、

完全失業者数自体は、194 万人と 13 か月連続で前年を上回り続けているわけで、さらに、有

効求人倍率も、地域によってのばらつきは大きく、最高の福井県（1.64倍）と、最低の沖縄県
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（0.75倍）とでは、0.89倍も違う状況から、市場の中には、「今後の行方は不透明」とする向

きもあることには留意しておく必要もありそうだ。 

次に注目したのは、2月「鉱工業生産」（31日）だったが、季節調整済み前月比‐2.1％（同‐

1.0→＋4.3％）と、横這いと見ていた市場予想（0.0％）に反し、再びやや大きくマイナスに沈

んだ格好だ。これには、自動車に半導体不足の影響が出たことや、中国景気の緩やかな鈍化、そ

して、2月 13日の福島県沖地震の影響もそれなりにあるとの見方だ。ただ、基調自体は、堅調

な世界需要の下で引き続き回復方向にあるとの見方も根強く、事実、経産省は、基調判断を「持

ち直している」に据え置いている。 

最後は、設備投資動向を、2月「住宅着工統計」（31日、国交省）で確認したが、前年比‐3.7％

（同‐9.0→‐3.1％）と、慎重な市場予想（‐2.5％）をも上回る減少となり、結局、1 年以上続

くマイナス傾向が持続する形となった。なお、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、事実、持ち家は、同＋4.3％（同＋2.4→＋6.4％）と、4か月

連続でのプラス基調が続いているが、分譲住宅が、同‐14.6％（同‐18.4→＋6.9％）と、再び

大きくマイナスに沈んだ影響が大きい。なお、これまで大幅増加が目立っていた給与住宅も、同

‐23.4％（同＋15.2→＋21.3％）と、7か月振りの大幅減少となっている。 

 

２．今週の動き予想 

〇今週も、引き続き、コロナ感染と経済復興の動きが注目されるわけであるが、我が国では、沖

縄、山形、愛媛が「蔓延防止等重点措置」への追加指定が取りざたされる事態にもなっており、

先行きが懸念される状況だ。また、経済面でも、米国バイデン政権が、1 兆 9000 億ドルのコ

ロナ関連追加予算の執行に加え、新たに 8年間で 2兆ドルにものぼるインフラ投資計画を議会

に提出するなど、「大きな政府」への傾斜をさらに強めており、野党との議論が一段と伯仲する

ことが予想される状況になっている。さらには、ワクチン接種で勝ち組になったと見られた英国

でも、ＥＵ離脱後 3 か月となり、貿易面等での障害が一段と深刻化し、予想外の打撃を受けて

いるなど、問題山積だ。加えて、中国が、中東・東欧・周辺アジアとの関係強化に一段と注力し

ていることも、米国との摩擦がさらに高まる可能性が高いだけに気掛かりだ。また、ミャンマー

情勢もますます混迷の度を深めており、この行方にも留意が必要だ。 

 

〇こうした中、米国経済指標については、まずは、雇用関連指標の動きが気になるところだが、

第 5 週「新規失業保険申請件数」（8 日）について、市場は、65.0 万件と、前週（71.9 万件）

からの順調な減少を予想しており、同「失業保険継続受給者数」（8日）も、前週（379.4万人）

から同様に減少すると見ている。なお、その他の景況関連指標では、3 月「サービス業ＰＭＩ」

（5 日、市場は、60.2 と、前回の 60.0 から若干上昇予想）、3 月「ＩＳＭ非製造業景況指数」

（5日、同 58.5と、55.3から上昇予想）が公表されるが、いずれも改善が進むとの見方だ。 

その他実体経済指標では、天候要因が残る、2 月「製造業新規受注」（5日、同前月比‐0.5％

と、＋2.6％からマイナスに転化予想）、2月「卸売在庫」（9日、同前月比＋0.5％と、＋1.3％

から伸び低下予想）、および 2月「貿易収支」（7日、同‐705億ドルと、‐682億ドルから赤字

拡大予想）と、引き続き冴えない動きが続くと見られている。ただし、物価関連では、3月「卸
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売物価指数・コア＜食品・エネルギーを除く＞」（9日、同＋2.7％と、＋2.5％から伸び若干上

昇予想）では、多少動きがあると見ているようだ。 

 

〇この間、我が国の経済指標では、まずは、景況関連の３月「景気ウオッチャー調査」（8 日、

内閣府）に注目したいが、市場は、季節調整済み現状判断ＤＩが、46.0（同前々月 31.2→前月

41.3）と、順調に改善が進むと見ている。これは、3月中は、「緊急事態宣言」が延長されては

いたが、感染者減少と、自粛疲れが重なり、人の移動が大幅に増えていたことに伴う事態との判

断だ。さらに、２月「サービス業ＰＭＩ最終」（5 日、Markit Economics も公表されるが、市

場は、とりあえず 46.5（前月 46.3→当月速報 46.5）と、前回比横ばいを予想している。 

また、消費動向については、３月「消費動向調査」（8 日、内閣府）で確認するが、市場は、

季節調整済み消費者態度指数ＤＩが、35.5（同 29.6→33.8）と、これも改善が進み、2020

年 2 月以来の高水準になると見ている。これは、延長された「緊急事態宣言」も解除の目途が

立ち始めたとして、経済活動が先回りして活発化していたことが消費者心理をも押し上げたと見

ているためだ。なお、その他にも、２月「消費活動指数」（7 日、日銀）も公表予定だが、市場

は、タイムラグもあり、前月（同前年比＋0.3→‐2.9％）でのマイナス転落からの浮上は、その

幅を縮小させたとしても難しいと見ているようだ。 

この他、消費周辺指標である、２月「毎月勤労統計」（６日、厚労省）も公表されるが、市場

は、現金給与総額が、前年比‐0.5％（同‐3.0→‐0.8％）と、マイナス傾向が続くものの、「緊

急事態宣言」下にあっても、経済活動が活発化している影響が及び、「所定外給与」（同‐8.6→‐

6.6％）中心に、その幅をさらに縮小すると見ている。 

最後は、輸出動向だ。これは、２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、輸出については、春節の影響もあって、減少が続くと見ている。ただ、この一方

で、輸入は原油価格上昇や堅調な内需の影響から大きく増加したと見られることから、季節調整

済み貿易収支（同＋0.81→＋0.66兆円）の黒字幅はさらに縮小するとの予想だ。つれて、同経

常収支も、＋1.24兆円（同＋2.07→1.49兆円）と、黒字幅を縮小すると見込んでいる。 

 

３．来週の公表予定経済指標 

○来週は、以下のように、公表予定指標は少ないが、経済状況は引き続き難しい状況にあるわけ

で、注意してウオッチしていきたい。 

 

・景況関連；4月「ロイター短観」（16日） 

・物価関連；3月「企業物価指数」（12日） 

・設備関連；2月「機械受注」（14日） 

・貸出関連；3月「貸出預金動向」（12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(No238－追補) 

―― コロナ感染拡大の先行き見通し、および先般の金融決定会合後の株式市場の変化

について 

 

〇コロナ感染拡大が収束を見せない一方で、株式市場は、いわば異常な高騰を続けているが、こ

の間、金融市場には、この点での興味深い主張が見られ始めている。 

最初に、コロナ感染の行方についての見解だ。 

―― 要するに、当該見解では、コロナ感染に関する世界の現状は、以下のように 2 分され始

めているということになる。 

1－1） ワクチン接種が急速に進展している国々（米国、英国、イスラエル等）では、人の

移動が上向いても、新規感染者数は減少している。 

 1－2） それ以外の地域（ワクチン接種のペースや変異株の拡大に比べて、人の移動が多す

ぎる国、例えば、欧州、我が国、その他新興・途上国等）では、新規感染者は増加

している。 

―― そして、この違いは、コロナの「実効再生産数」（1 人の感染者が次に平均で何人にうつ

すか）の違いで説明可能としている。さらに、コロナ感染は、経済面との両立を図るうえでは、

完全にゼロにすることは不可能であることから、当然の帰結として、「実効再生産数」を、如何

に 1 以下にし得るかにかかってくるとも言える。そして、この実現如何は、以下の 3点にかか

ることになる。 

 2－1） 1 日当たりの接触回数の引き下げ（ロックダウンはもとより、その他の人の移動制

限策の実行等） 

 2－2） 感染可能人口の減少（感染者の早期回復はもとより、ワクチン接種による免疫獲得

者の増加等） 

 2－3） 変異株の拡大阻止（二次感染の抑制策励行等＜結局は、新ワクチンの早期開発も必

要だが、上記 2方策の徹底が肝要＞） 

―― 要すれば、上記 3 点を施策として、いかに効率的に組み合わせて、実行し得るかにかか

っているとも言えるわけだが、我が国の場合は、残念ながら、現状のところは、すべての点で、

不徹底と言わざるを得ない。従って、現状、我が国で、「第 4波」の襲来が懸念されているのも、

ある意味当然で、ここは、上記 3点での新たな実効性のある方策が講じられない限り、当面は、

コロナ感染拡大が繰り返されることを覚悟する必要があるということになる。さらには、企業経

営も、場合に因っては、これを前提にしたものに舵を切り替える方が賢明と言えるかもしれない

ということだ。 

なお、この間、中国が、ワクチン外交を強めているとのマスコミ報道（中国は、3月末で、2

億 3000万回分のワクチンを生産し、うち 1億 1500万回分を新興・途上国向け中心に輸出す

るとともに、いわゆる「ワクチンパスポート」の導入でも先手を打っている。これに対し、ＥＵ
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の輸出は、自国接種を優先しており、輸出は 5800 万回分にとどまっている）もあるが、上記

に照らせば、これはかなり時機に適った、有効な施策を展開しているとも言えるわけで、ここは、

注意深くウオッチする必要があるということになる。 

 

○次は、コロナ禍にかかわらず、高騰を続ける株式市場（別紙の本論で指摘したように、3月末

の世界の株式時価総額は、約 106兆円＜この 1年間で約 6割上昇＞と、過去最高値を記録し、

ＧＤＰ総額をも大きく凌駕）に関するものだ。 

―― 要するに、3月 25日に実行された、日銀政策決定会合でのある決定が、市場に波紋を投

げかけているということで、ここにも注意が必要ということだ。 

即ち、同会合では、ＥＴＦ（上場投資信託）の購入方法の変更（年 6 兆円のＥＴＦ購入額の

目途を撤廃）が決定されたわけであるが、これを、市場の中には、テーパリング（量的緩和策の

縮小：量的緩和策による金融資産の新規買い入れ額を順次減らしていくことを示す。出口戦略と

も呼ばれ、雇用統計などの指標の改善に一定の成果が上がった時点で量的緩和策を縮小していく

ことを示す用語として使われる。）に向けての第一歩と見る向きがあるほか、同時に公表された、

購入ＥＴＦの対象制限（これまでは、「日経平均連動型」と、「ＴＯＰＩＸ連動型」双方を対象に

していたが、後者に一本化）が、個別株価に大きな影響を及ぼしかねないと見る向きがあるとい

うことだ。 

というのは、「日経平均」（225社の単純平均）が、時価総額を無視して、単純に 1株当たり

の値段が高いものに左右されがちなのに対し、「ＴＯＰＩＸ」（東証株価指数：約 2200 社の加

重平均）は、大型株（時価総額と流動性が高い上位 100銘柄）に影響されやすいという特徴の

違いがあることに着目したもので、今後は、「日経平均」に採用されていない大型株（旧大阪証

券取引所で取引されていたものに多い）を、日銀が買い進める（支える）可能性が高いので、こ

れに狙いをつけて投資するのが得策とする向きが出始めているという指摘だ。 

―― なお、このところの株価の動きを見ると、この理論に肯けるものがあることも確かだ。た

だ、この一方で、当然、そうでないものもあるわけで、いずれにせよ、ここは、別途の冷静な判

断が合わせ求められているということかもしれない。 

以 上 
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