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先週および今週の我が国主要経済指標から（№239） 

１．先週の動き概要 

〇先週も、コロナ感染の再感染の広がりが注目された 1 週間だった。ワクチン接種の進展もあ

って、経済復興著しい米国でも、コロナ感染が再び広がり、1 日当たりの感染者数は、3 月中旬

比 2 割も増加している。さらに、我が国でも、週末には、大阪、兵庫、宮城に続いて、結局、

東京、京都、沖縄が、「蔓延防止等重点措置」への追加指定を受けることになった。なお、その

期間も基本的には、5 月 5 日とされたが、東京だけは、連休期間をすべて含む 11 日までとされ、

また、これまでの「時短」に加え、「催事の入場者数制限」、「都道府県をまたぐ移動自粛」要請

が強調されたことから、経済面への影響が懸念される事態になってきている。また、米国報道官

が、2022 年の北京冬季オリンピックへの不参加をも議論していると述べたことから、騒ぎにな

っている。 

なお、この間、米国長期金利は、週初は、景気回復の強さを市場が許容し始めたこともあり、

リスク資産に資金が戻り始め、落ち着いた動きに戻ったかに見えたが、結局、週末にかけては、

インフレ懸念が再燃、金利も低下傾向を辿り、ドル売り・円買いが進むなど、あわただしい 1

週間だった。なお、こうした中でも、株価は、ＮＹ市場が、週末にかけて続伸し、つれて、東京

市場も反発しての週越えとなった。なお、原油価格も、コロナ感染再拡大に伴うガソリン需要の

頭打ちもあって、7 日には、ＮＹ先物市場が節目の 1 バレル 60 ドルを割り込むなど、軟化の気

配だ。また、米国バイデン政権は、先般の 8 年間で 2 兆ドルにものぼるインフラ投資計画に続

き、その財源として、15 年間の法人増税（現行の 21％を 28％に引き上げる）による、約 2.5

兆円を充当するとの見通しを明らかにして、インフレ懸念に反論を仕掛けた格好だが、与野党の

議論は激しくなっている。 

 

○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っていたわけで

あるが、第 5 週「新規失業保険申請件数」（8 日）は、74.4 万件（前週 72.8 万件＜速報値 71.9

万件から上方修正＞）と、順調に減少するとの市場予想（68.0 万件）に反し、再び増加に転じ

ている。ただ、同「失業保険継続受給者数」（8 日）は、373.4 万人（前週 375.0 万人＜速報

値 379.4 万人から下方修正＞）と、減少継続の形になっているほか、2 月「雇用動態調査」（6

日）での非農業部門の季節調整済み求人件数も、736.7 万件（前月 709.9 万件）と、2 ヶ月連

続での増加となり、2019 年 1 月以来 2 年 1 か月振りの高水準になっていることから、市場は、

基本的に雇用改善状況は継続しているとの見方だ。 
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なお、その他の景況関連指標を見ても、3 月「サービス業ＰＭＩ」（5 日、60.4 と、前回の 60.0

から上昇）は、市場予想（60.2）通り小幅改善となり、しかも過去最高を記録している。また、

3 月「ＩＳＭ非製造業景況指数」（5 日、同 63.7 と、55.3 から上昇）も、市場予想（58.5）を

上回る改善が進んだ格好だ。 

ただ、その他実体経済指標では、タイムラグの関係で天候要因が残ったためか、2 月「製造業

新規受注」（5 日、同前月比‐0.8％と、＋2.7％＜速報値＋2.6％から上方修正＞からマイナスに

転化）、2 月「卸売在庫」（9 日、同＋0.6％と、＋1.3％から伸び低下）とも、やや大きく伸び

鈍化し、さらに、2 月「貿易収支」（7 日、同‐711 億ドルと、‐678 億ドル＜速報値‐682 億ド

ルから上方修正＞から赤字幅拡大）も、引き続き冴えない動きが続いている。ただし、物価関連

では、3 月「卸売物価指数・コア＜食品・エネルギーを除く＞」（9 日、同前年比＋3.1％と、＋

2.5％から伸び上昇）は、市場予想（同＋2.7％）を上回る伸び増加となっている。なお、こう

した物価上昇は世界的な傾向で、例えば、中国の 3 月「消費者物価指数」（9 日、同前年比＋0.4％

と、‐0.2％からプラスに転化）、3 月「生産者物価指数」（9 日、同＋4.4％と、＋1.7％から伸

びやや大きく上昇）は、ともに、上昇傾向が目立っているといった具合だ。 

 

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

内閣府）に注目したが、季節調整済み現状判断ＤＩが、49.0（同前々月 31.2→前月 41.3）と、

市場予想（46.0）を上回る改善が進んだ格好だ。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ものと

見られ、内訳を見ても、飲食関連（前々月 15.1→前月 31.6→当月 43.8）、小売り関連（同

30.8→40.8→49.7）、サービス関連（同 22.8→35.7→43.3）での急改善が目立っている。た

だし、先行き判断（同 39.9→51.3→49.8）は、逆に 4 か月振りに悪化の方向にあり、ここは

注意が必要だ。この間、東京都の現状判断（同 29.5→43.9→50.9）は、全国と同様に改善、

同先行き判断（同 42.7→53.4→53.5）も僅かではあれ、4 か月連続での改善予想となってお

り、これは、全国の動きとは異なるところだ。なお、こうした中、沖縄（同 38.0→62.2→53.8）、

東北（同 40.5→49.0→43.8）、近畿（同 38.4→51.6→46.9）での先行き判断が、やや極端に

悪化しており、これは、コロナ感染状況が影響していると見られる。さらに、3 月「サービス業

ＰＭＩ最終」（5 日、Markit Economics）も公表されたが、48.3（前月 46.3→当月速報 46.5）

と、更に改善している。 

また、消費動向については、3 月「消費動向調査」（8 日、内閣府）で確認したが、季節調整

済み消費者態度指数ＤＩは、36.1（同 29.9→33.9）と、これも市場予想（35.5）を上回るテ

ンポで改善が進み、2020 年 2 月以来の高水準になった格好だ。これも、「緊急事態宣言」の解

除を見込んだ経済活動の活発化が消費者心理を押し上げたことに因るものと見られるが、足元の

コロナ感染再拡大の動きを見ると、先行きの動きが正直気掛かりだ。なお、その他にも、２月「消

費活動指数」（7 日、日銀）も公表され、季節調整済み前月比＋1.2％（同＋0.2→‐4.0％）は、

プラス復帰を果たしているが、この一方で、2 月「家計調査報告」（6 日、総務省）での二人以

上世帯の実質消費支出は、前年比‐6.6％（同‐0.6→‐6.1％）と、3 か月前続で、しかもやや大

幅な減少を余儀なくされているなど、区々（マチマチ）の動きになっている。 
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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）も公表されたが、現金給

与総額が、前年比‐0.2％（同‐3.0→‐1.3％＜速報値‐0.8％から下方修正＞）と、市場予想（‐0.5％）

比若干縮小はされたとしても、マイナス傾向が続いている。なお、「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ぶと見ていた、「所定外給与」は、同‐9.3％（同‐8.6→‐

6.6％）と逆にマイナス幅を拡大し、この一方で、基本給を示す、「所定内給与」が、同＋0.4％

（同‐0.1→＋0.2％）と、2 か月連続でのプラスとなっている。 

最後は、輸出動向だ。これは、2 月「国際収支」（8 日、財務省・日銀）で確認したが、輸出

は、季節調整済み前月比＋0.2％（同前月＋3.4％）と、中でもコロナ禍における春節の影響も

あって中国向けが伸び率を低め、この一方で、輸入は、同＋12.5％（同＋6.8％）と、原油価格

上昇や堅調な内需の影響から大きく伸びを高めたことから、貿易収支は、‐0.01 兆円（同＋

0.81→＋0.66 兆円）と、とうとう赤字に転落した格好だ。ただし、同経常収支は、＋1.79 兆

円（同＋2.19→＋1.49 兆円）と、黒字幅を縮小するとの市場予想（＋1.24 兆円）とは逆に、

黒字幅を拡大している。これは、第一次所得収支が、同＋2.24 兆円（同前月＋1.48 兆円％）

と、予想以上の黒字拡大となったためだ。 

  

２．今週の動き予想 

〇今週も、引き続きコロナ感染が続く中で、米中中心に経済復興の動きが一段と強まる気配にあ

り、この行方に注目したい。（この点に関しては、別添の追補も参照いただきたい） なお、中

国については、主要経済指標が集中する週に当たるが、市場は、第 1 四半期「ＧＤＰ」（15 日、

市場は、前年比＋18.2％と、前期のプラス 6.5％から大幅な伸び増加を予想）、3 月「貿易収支」

（13 日、同＋520.0 億ドルと、＋378.8 億ドルから大幅に黒字拡大予想）については、大きく

改善するものと見ているが、この一方で、3 月「小売売上高」（16 日、同前年比＋28.0％と、

＋33.8％から伸び低下予想）、3 月「鉱工業生産指数」（10 日、同＋18.0 と、＋35.1％から伸

び低下予想）等、伸びが大きく鈍化すると予想されているものもあり、ここは注意が必要だ。い

ずれにせよ、中国に関しては、景気改善が進む中で、金融機関の不良債権が急増しているとの報

道もあり、注意深くウオッチする必要がありそうだ。さらには、世界的な規模で、高リスク資産

への集中が膨らみ、例えば、「低格付け債券」（※１参照） の発行が急増、その残高が 2 兆ドルに

も達しているとの市場試算もあるわけで、懸念を強めている向きもあることも確かだ。 

※１ 低格付け債は、「ジャンク債」や「ハイイールド債」とも呼ばれ、低格付けのデフォルトリスク

（元本償還や利払いの不能リスク）の高い債券。これは、スタンダード・アンド・プアーズ社（S&P）

の格付けで「BB」、ムーディーズ社（Moody's）の格付けで「Ba」、もしくはそれ以下の低格付債券の

ことを指す（他の格付会社も同様）。一般に低格付け債は、利回りが高い反面、デフォルトリスク（信

用リスク）も高いため、その投資は、ハイリスク・ハイリターンとなっている。また、債券市場（マ

ーケット）においては、投資適格債に比べて、信用リスクが高い分、リスクプレミアム（利回り）も

高い一方、その価格は、デフォルト率などを考慮した理論価格よりも安くなる傾向がある。 

 

さらには、「政治・地政学リスク」についても、米国が中国包囲網を強める（例えば、8 日に

は、上院外交委員会が中国対抗のための「戦略的競争法案」を公表し、9 日には国務省がこれま
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で自粛していた米台交流を大きく広げることを発表等）動きを示し、中国が対抗措置を講じるな

ど、混迷を深めている。さらにミャンマーの動きも激しさを増し、経済面でも、極端なインフレ

傾向も強まっているようだ。また、世界の出生率が、コロナ感染の影響で、多くの国で前年比

10～20％もの急減に見舞われているとの報道もあり、こうしたことも、先行きの経済成長に暗

い影を投げかけている。また、市況面でも、米国長期金利、株式、為替、原油相場は、やや複雑

な動きを見せており、この点にも注意深いウオッチが必要だ。 

 

〇こうした中、米国の経済指標については、引き続き、第 2 週「新規失業保険申請件数」（15

日）に注目したいが、市場は、70.0 万件（前週 74.4 万件）と、再び減少に転じるとの見方だ。

つれて、同「失業保険継続申請件数」（15 日）は、順調に減少継続すると見ている。その他の

景況関連としては、4 月「ＮＹ連銀製造業景気指数」（15 日、市場は、18.5 と、前月の 17.4

から上昇予想）、4 月「ミシガン大学消費者態度指数」（16 日、同 89.0 と、84.9 から上昇予想）

と、基本的には改善が続く予想となっているが、中には、4 月「フィラデルフィア連銀製造業景

気指数」（15 日、同 40.0 と 51.8 から、やや大きく低下予想）のように、悪化予想のものもあ

るなど、地域によって差があることには留意が必要だ。 

なお、実体経済指標は、3 月「小売売上高」（15 日、同前月比＋5.5％と、‐3.0％から大幅プ

ラス転化予想）、3 月「鉱工業生産」（15 日、同＋2.6％と、‐2.2％からプラス転化予想）と、

プラス復帰するものが目立っているほか、3 月「設備稼働率」（15 日、同 75.6 と、73.8 方上

昇予想）、3 月「住宅着工件数」（16 日、同年率換算 160.2 万件、142.1 万件から増加予想）

等、総じて好調な動きを予想するものが目立ち始めており、かなり様変わりの様相だ。なお、世

界的に上昇傾向にある物価についても、3 月「消費者物価指数・コア＜除く食料品・エネルギー

＞」（13 日、同前年比＋1.5％と、＋1.3％から伸び上昇予想）は上昇が続くと見られているが、

この一方で、貿易関連の、3 月「輸出物価指数」（14 日、同前月比＋1.0％と、＋1.6％から伸

び低下予想）、同「輸入物価指数」（14 日、同＋0.9％と、＋1.3％から伸び低下予想）ともに、

為替の影響もあってか、伸び鈍化予想となっており、ここは注意が必要だ。 

 

〇この間、我が国経済指標としては、まずは、景況関連の 4 月「ロイター短観」（16 日、ロイ

ター通信）に着目したい。市場は、製造業が、9（前々月 3→6）と、一部産業（自動車等）で

足元の供給制約が足枷にはなっているものの、総じては、順調に改善が進むと見ている。ただ、

非製造業については、‐1（同‐7→‐5）と、「緊急事態宣言」解除に伴い、改善方向を辿るにして

も、水面下からの脱出は不可能と見ているようだ。さらに先行きについては、コロナ感染もあり、

再び悪化に転じることもありそうだ。 

次は、物価動向であるが、これは、3 月「企業物価指数」（12 日、日銀）で確認したい。市場

は、国内物価指数が、前年比＋0.5％（同‐1.5→‐0.7％）と、原油価格とドル円相場の上昇を反

映して、約 1 年振りのプラスに転じると予想している。ただ、我が国の場合は、他の主要国に

比べ、インフレ期待は弱いと言わざるを得ない（この点の詳細は、別添の追補参照いただきたい）。 

さらに、設備投資関連では、2 月「機械受注」（14 日、内閣府）が公表されるが、市場は、コ

ア民需（船舶・電力を除く）が、前月比＋1.0％（同＋5.3→‐4.5％）と、再び増加に転じると
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見ている。これは、前月にやや大きくマイナスに転じた反動もあるが、基本的には、企業の設備

投資意欲は、2 度目の「緊急事態宣言」にもかかわらず、比較的堅調に推移していると見ている

ためだ。 

最後は、貸出動向を、3 月「貸出預金動向」（12 日、日銀）で確認したいが、市場は、総貸出

平残は、前月（同＋6.0→＋6.2％）に、全業態が総じて伸びを伸ばした勢いが、当月も、「緊急

事態宣言」継続に伴う資金需要増もあり、継続するものと見ている。なお、預金平残（同＋9.8→

＋10.0％）も、同様に伸び継続との見方だ。 

 

３．来週の公表予定経済指標 

〇来週も、公表予定指標は、以下の通りに少ないが、我が国の経済状況は、引続き微妙な状況に

あり、一段と注意深くウオッチして臨みたい。 

 

・景況関連；4 月「製造業・サービス業ＰＭＩ（ともに 23 日） 

・物価関連；3 月「全国消費者物価指数」（23 日） 

・消費周辺；2 月「毎月勤労統計最終」（23 日） 

・輸出関連；3 月「国際収支」（19 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(No239－追補) 

―― 国際通貨基金（ＩＭＦ）の 2021 年経済成長率見通し 

および我が国のインフレ期待が弱い背景等 

 

〇まず最初に注目したいのは、6 日に改定されたＩＭＦの世界経済見通しだが、2021 年の成長

率を、6.0％（前回 1 月時点では、5.5％、前年実績は、‐3.3％）と、さらに引き上げている。

仮にこれが実現すれば、コロナ禍以前には 3％台で終始していた世界の成長率は、突然、現行の

ＩＭＦ統計で遡れる１９８０年以降で最高水準となるわけで、これは正直異常な事態になるとも

言えるところだ。このため、市場には、好感する向きがあることは確かだが、この一方で、逆に、

一時的にせよ景気過熱を懸念する声も出始めているわけで、ここは留意が必要だ。 

なお、こうした世界景気回復の牽引車としては、米国と中国が突出した格好だ。特に米国経済

は、国内でのワクチン接種の加速に加え、バイデン政権下での巨額の財政出動を背景に、急回復

しているわけだが、ただ、例えば、3 月に決めた 1.9 兆ドルの追加支援のうち、1 兆ドルが家計

支援に充当され、この結果、家計が抱える過剰貯蓄は所得 1 か月分の、1 兆～2 兆ドルに上ると

の指摘もあるわけで、仮にこれが、一気に消費に回れば、当然、既に半導体分野で生じてもいる

ことでもあるが、供給が追い付かず、結局、物価高騰（インフレ）になる蓋然性（ガイゼンセイ：

ある事柄が起こる確実性や、ある事柄が真実として認められる確実性の度合い。確からしさ。）

が高いということにもなりかねないと、懸念する向きも少ないないということだ 

さらに問題なのは、各国間の格差拡大だ。即ち、以下のように、我が国、ＥＵ、途上国等でも、

成長率見通しは上方修正されてはいるが、米国と比較すればかなり低い。市場には、これには、

とくにワクチン接種の遅れ如何が大いに影響していると主張する向きもあるが、いずれにしても、

ＩＭＦとしては、このままの状況が続くとは見ておらず、来年は、米国、中国を含め、ある程度、

成長率にブレーキがかかるとの慎重な見方（あるいは警告）を示しており、ここは、注意深くウ

オッチし続ける必要がありそうだ。 

 

世界の成長率比較（ＩＭＦ発表） 

 2021 年 （修正率） 2022 年 （修正率） 

世界全体 6.0％ (0.5 ﾎﾟｲﾝﾄ） 4.4％ （0.2 ﾎﾟｲﾝﾄ） 

米国 6.4 （1.3） 3.5 （1.0） 

中国 8.4 （0.3） 5.6 （0.0） 

日本 3.3 （0.2） 2.5 （0.1） 

ＥＵ 4.4 （0.2） 3.8 （0.2） 

ブラジル 3.7 （0.1） 2.6 （0.0） 
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〇次は、世界レベルでは、上昇傾向に転じつつあるようにも見える（特に米国では、前述のよう

にインフレ観測が再燃の兆しまである状況）中で、我が国の物価基調の弱さが目立つ背景だ。 

これについて、市場の中には、4 月 1 日からの商品・サービス価格表示が、原則として消費

税込みの総額となることが、消費者に値上げと錯覚される危惧がある一方で、引き続き、政府の

諸施策が価格体系を歪めていることが、引き続き、実勢以上に消費者のインフレマインドを弱め

続ける可能性があると見る向きがあるようだ。 

即ち、我が国のコア（生鮮食品・エネルギーを除く）消費者物価基調はもともと弱く、2020

年初でも、前年比＋0.8％程度だったが、これが、コロナ禍の進展に伴い、8 月にはマイナス圏

に突入し、12 月には、同‐0.4％にまで低下するなど、インフレ期待の低下がさらに目立ってい

た格好だ。ただ、市場は、この背景として、コロナに伴う需要ショックよりも、良し悪しはとも

かくとして、次の 3 点の政府施策等の影響の方が大きいと主張しているのだ。 

① 消費増税対策としての教育無償化（消費増税による押し上げ＋0.9 ポイントの 3 分の 2 が

相殺） 

② Go To トラベルキャンペーン（0.5 ポイント引き下げ、なお本年 1 月以降の一時停止に伴

いこれは解消） 

③ 携帯電話通信料の引き下げ（0.2 ポイント程度押し下げ予想） 

こうした、価格を操作する政府施策は、相応の必要性があっての実施であることは確かであろ

うが、この一方で、我が国の人々のインフレ期待を、先行き予想を含め、実体以上に低下させて

しまっている（日銀の検証に因れば、インフレ期待のうち実際の物価上昇率で説明される割合は、

70％にとどまる）ことも事実であり、マインド的にデフレに戻る可能性は、すでに極めて低い

と見ているようだ。 

要するに、人々は、こうした政策が終了した後も、低い価格設定をいたずらに期待する可能性

が高いということであり、しかも、これは、インフレ率の基調実体を、統計的にも把握しにくく

している。従って、物価目標をあくまでも堅持するのであれば、Go To トラベルの復活等の政

府施策の展開に当たっては、こうした消費者マインドへの配慮（例えば、物価押し上げ効果に繋

がりやすい補助金支給を優先する等）を合わせ講じることが必要ということになるとの主張だ。 

 

以 上 
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