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先週および今週の我が国主要経済指標から（№240） 

1.先週の動き概要 

〇先週も、世界規模で、コロナ感染の収束が見えない状況が続いたが、この一方で、米国・欧州

中心に経済復興の動きが一段と強まった一週間だった。ただそうした中で、これまで、米国とと

もに世界経済復興の一翼を担ってきた、中国経済にやや減速感が窺がわれ始めているとの指摘も

あるわけで、ここは注意が必要かもしれない。（これらの点に関しては、別添の追補を参照いた

だきたい。）  

なお、こうした中、「政治・地政学リスク」分野でも動きが多く、例えば、米国では、対外政

策の軸足を、「対テロ」から、「対中・露」に移したかに見え、例えば、バングラデシュからの完

全な軍撤退を表明する一方で、かつてのサイバー攻撃や大統領選挙介入を理由としてロシアに金

融制裁を発動したほか、13 日に、ロシアが、ウクライナ国境に 8.3 万人の軍勢を集結させると

見るや、米国は、直ちにけん制姿勢を明らかにして、黒海に艦船 2 隻を派遣するなどして緊張

感を高めているといった具合だ。また、この間、ミャンマー問題も一段と混迷化した格好だ。 

また、市況面では、米国長期金利上昇が一服し、日米金利差拡大気配が縮小、つれて、円相場

が上昇し、一時は 1 ドル 108 円台と 3 週間ぶりの高値となっている。なお、株価は、NY 市場

が 2 日連続で最高値を更新したが、東京市場は、横ばい圏内の動きに終始した。さらに、NY 原

油先物市場は上昇に転じ、これも 1 か月ぶりの高値を記録した格好だ。 

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）に注目したが、57.6 万件（前週 76.9 万件＜速報値 74.4 万件から上方修正＞）と、市場

予想（70.0 万件）を大きく下回る水準にまで低下している。なお、同「失業保険継続申請件数」

（15 日）は、373.1 万人（前週 372.7 万人＜速報値 373.4 万人から下方修正＞）は、僅かで

はあるが異例の増加に転じており、本件もこれで節目が変化したと見る向きもあるところだ。さ

らに、その他の景況関連指標についても、4 月「ＮＹ連銀製造業景気指数」（15 日、市場は、

26.3 と、前月の 17.4 から大幅上昇）は、市場予想（18.5）を大きく上回る改善を見たほか、

4 月「ミシガン大学消費者態度指数」（16 日、同 86.5 と、84.9 から上昇）も、市場予想（89.6）

ほどではないにしろ、改善が続いた格好だ。さらに、4 月「フィラデルフィア連銀製造業景気指

数」（15 日、同 50.2 と、44.5＜速報値 51.8 から大幅下方修正＞から上昇）にしても、速報値

からの大幅悪化を見込んでいた市場予想（42.0）とは大きく異なり、改善を果たしているなど、

これまで、コロナ感染の違いもあって地域間格差を縮小しつつ、景気回復が進んだ格好だ。 

なお、実体経済指標にも、これまでとは様変わりに予想を上回る好調な動きが目立っており、
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例えば、3 月「小売売上高」（15 日、同前月比＋9.8％と、‐2.7％＜速報値‐3.0％から上方修正

＞から大幅プラス転化）が、市場予想（＋5.9％）を大きく上回る改善となったほか、3 月「鉱

工業生産」（15 日、同＋1.4％と、‐2.6％＜速報値‐2.2％から下方修正＞からプラス転化）も、

市場予想（＋2.8％）ほどではなかったものの、プラス復帰を果たしている。また、3 月「設備

稼働率」（15 日、同 74.4 と、73.4＜73.8 から下方修正＞から上昇）も、改善しており、さら

に、3 月「建設許可件数」（16 日、同年率換算 176.6 万件と、172.0 万件＜速報値 168.2 万

件から上方修正＞から増加）も、増加基調を辿っているといった具合だ。また、こうした中で、

3 月「住宅着工件数」（16 日、同 173.9 万件、145.7 万件＜速報値 142.1 万件から上方修正

＞から大きく減少）についても、増加すると見ていた市場予想（161.1 万件）をも大きく上回

っている。 

なお、この間、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＋1.6％と、＋1.3％から伸び上昇）は、伸びが加速

しており、全体では、同＋2.6％（同前月＋1.7％）と、2018 年 8 月以来、2 年 7 か月ぶりの

高い伸びとなった格好だ。これは、コロナ感染で経済活動が鈍った 1 年前の反動や、巨額の財

政出動による需要増が物価を押し上げたわけで、市場の一部には先行きのインフレを警戒する向

きも出始めており、ここは留意が必要だ。なお、貿易関連物価については、3 月「輸出物価指数」

（14 日、同前月比＋2.1％と、＋1.6％から伸び上昇）が、市場の低下予想（＋1.0％）とは様

変わりの上昇となったが、同「輸入物価指数」（14 日、同＋1.2％と、＋1.3％から伸び低下）

は、市場予想（＋1.0％）ほどではないにしろ、伸び鈍化した格好だ。 

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）に着目したが、製造業が、13（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、足元、改善方向にはあるが、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）で確認したが、国内

物価指数は、前年比＋1.0％（同‐1.6→‐0.6％）と、市場予想（同＋0.5％）を上回る形で、約

1 年振りのプラスに回帰している。これは、原油価格とドル円相場の上昇を反映したものとみら

れているが、いずれにしても、前回指摘したように、他の主要国に比べ、インフレ期待は弱いと

言わざるを得ないわけで、ここは留意が必要だ。 

さらに、設備投資関連では、2 月「機械受注」（14 日、内閣府）が公表されたが、コア民需（船

舶・電力を除く）が、季節調整済み前月比‐8.5％（同＋5.3→‐4.5％）と、再び増加に転じると

見ていた市場予想（同＋2.8％）に反し、大幅マイナス継続の格好となった。これは、全体とし

ては、同＋26.4％（同＋10.5→‐1.7％）と、外需中心に大幅プラスに復帰した格好になってい

るが、結局、非製造業中心に予想以上のマイナスとなったわけで、市場が期待していた企業の設

備投資意欲回復は先送りの形だ。 

最後は、貸出動向を、3 月「貸出預金動向」（12 日、日銀）で確認したが、総貸出平残は、前

月比＋6.3％（同＋6.0→＋6.2％）と、僅かであるが伸びを伸ばした格好だ。この背景には、「緊

急事態宣言」継続に伴う資金需要増もあったと見られるが、増加基調をたどっているのは、地銀・
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地銀Ⅱ（同前々月＋5.0→前月＋5.1→当月＋5.2％）、信金（同＋8.3→＋8.5→＋8.6％）で、

都銀等（同＋6.5→＋6.7→＋6.7％）は横ばいにとどまっており、仕振りの違いが、再びやや顕

わになった格好だ。なお、預金平残は、同＋9.9％（同＋9.8→＋10.0％）と、伸び継続との見

ていた市場予想に反し、ここにきて伸び低下となった。これも、地銀・地銀Ⅱ（同＋8.5→＋8.7→

＋9.0％）は、伸びを引き続き伸長させている中で、都銀（同＋11.0→＋11.1→＋10.7％）が、

やや大きく伸びを縮小させたことを映じたもので、この対照的な動きは、要注意だ。 

 

２．今週の動き予想 

〇今週も、コロナ感染の世界的再拡大の行方が大いに気になるところだ。なお、我が国でも、「蔓

延防止等重点措置」対象地域に、先週までの 10 都府県に、どれだけ加算されるか否かが注目さ

れるところだ。 

また、「政治・地政学リスク」についても、米国では、バイデン政権が、29 日には、節目と

される 100 日目を迎えることになるが、経済や外交政策では、当初予想通りに、世界を主導す

る姿勢を鮮明にした一方で、前述のように、対中、対ロシアについては、予想以上に厳しい姿勢

をとり続けており、この行方が大いに気になるところだ。なお、ロシアは、イランへも急速に接

近しており、この点も気がかりだ。 

さらには、長期金利、為替、株価等の市況動向にも、微妙な時期だけに、引き続き、注意深い

目配りが必要だ。 

〇こうした中、米国経済については、バイデン大統領の法人増税に対する経営者団体の反発（経

営者の 98％が、競争力の低下につながると懸念）が強まっており、この行方が注目される。さ

らに同大統領は、半導体のアジアへの生産依存に懸念を強める市場の声に呼応して、国内生産の

拡大に意欲を強めた模様だ。 

なお、経済指標としては、引き続き、第 3 週「新規失業保険申請件数」（22 日）に注目した

いが、前週（57.6 万件）に大幅減少して底打ち感も出てきている状況が、今後どうなるかは大

いに気になるところだ。なお、同「失業保険継続受給者数」（22 日）については、前週（373.1

万人）に異例の増加を記録した後だけに、ここも注視したい。さらに、景況関連指標としては、

4 月「製造業 PMI」（23 日、市場は 60.0 と、前回の 59.1 から上昇予想）、4 月「サービス業

PMI」（23 日、同 61.3 と、60.4 から上昇予想）に注目したいが、市場はともに小幅ながらも

改善が続くと見ている。また、3 月「景気先行指標総合指数」（22 日、同前月比＋0.9％と、＋

0.2％から上昇予想）も改善が見込まれている。 

また、実体経済指標としては、住宅関連のものが中心になるが、3 月「新築住宅販売件数」（23

日、同年率換算 88.5 万件と、77.5 万戸からやや大幅増加予想）は、大きく伸びると見ている

のに対し、3 月「中古住宅販売件数」（22 日、同 615 万戸と、622 万戸から減少予想）は、伸

び悩むと見ており、ここはやや気がかりだ。 

〇この間、我が国の経済指標については、まずは、景況関連の、4 月「製造業・サービス業ＰＭ

Ｉ」（ともに 23 日、Markit Economics）に注目したいが、市場は、前者が、53.8（前々月 51.4→

前月 52.7）と、好調な世界の需要増に支えられ回復を続けると見ているほか、後者も、49.5



 

4 

 

先週および今週の我が国主要経済指標から（№240） 2021.04.19 

（同 46.3→48．3）と、「緊急事態宣言」解除以降の高水準の人々の移動を反映して、回復に

つながると見ている。 

さらに、気掛りな物価動向については、3 月「全国消費者物価指数」（23 日、総務省）で確認

するが、市場は、コア（除く生鮮食品・エネルギー）が、前年比＋0.2％（同＋0.1→＋0.2％）

と、伸び横ばいにとどまると見ている。これは、総じてみれば弱い状況が続いてはいるが、首都

圏では、「緊急事態宣言」継続下にもかかわらず、耐久財等での底堅さが続いており、これが反

映されるとの見方だ。なお、エネルギーについては、マイナス寄与が大きく縮小すると見ている

ようだ。 

また、消費周辺の指標として、2 月「毎月勤労統計最終」（23 日、厚労省）が公表されるが、

市場は、速報ベースでは、前月比‐0.2％（同‐3.0→‐1.3％）と、水面下にとどまっていたもの

が、プラスに転じるか否かに注目している。とくに、所定内給与（同前々月‐0.1→前月＋0.2→

当月速報＋0.4％）がさらに伸びを高めるか否かがポイントだ。 

最後は、輸出動向だ。これは、3 月「貿易統計」（19 日、財務省・日銀）で確認したいが、市

場は、輸出が、供給制約（特に半導体）による製造活動の一時的な鈍化が続き、季節調整済み前

月比‐0.8％（同＋3.8→‐4.7％）と、2 か月連続でのマイナスになると見られるが、この一方で、

輸入が、同‐1.5％（同＋7.3→＋4.7％）と、これまでの 2 か月連続での大幅増加の反動から、

これを上回る減少になると見られることから、結局、貿易収支は、同＋2.0％（同前月‐38.7％）

と、2 月の赤字から小幅の黒字に戻ると予想している。 

 

３． 来週の公表予定経済指標 

〇来週は、まずは、26～27 日開催の日銀金融政策決定会合に注目したい。市場は、大きな変更

はないとしても、一段と難しいかじ取りを迫られている時期でもあり、注視している。なお、経

済指標についても、月末がかかることもあり、以下のように多数公表予定のものがあり、注目し

たい。 

 

・景況関連：4 月「製造業 PMI 最終」（30 日） 

・消費関連：3 月「消費者態度指数」（30 日） 

3 月「小売業販売額」（28 日） 

・消費周辺；3 月「失業率・有効求人倍率」（ともに 30 日） 

・物価関連；4 月「東京都区部消費者物価指数」（30 日） 

       3 月「企業向けサービス価格指数」（26 日） 

・生産関連；3 月「鉱工業生産・速報」（30 日） 

・設備関連；3 月「住宅着工統計」（30 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(No240－追補) 

―― 世界的な経済復興の動きの中でのコロナ感染をめぐる動き 

および米国の経済回復が目立つ一方で中国には減速気配 

 

〇まず最初に注目したいのは、世界的に経済復興の動きが目立っているなかでのコロナ感染の動

きだ。ここもと（茲許：前の文章の時期・場所を受けて）、収束の気配が見えないばかりか、変

異株が猛威を振るっており、新規感染者数も、13 日には、3 か月ぶりに 70 万人を超えるなど、

2 月中旬での小康状態とは様変わりの状況になっているのが実情だ。例えば、欧州主要国をみて

も、新規感染者の中での変異株の割合が、既に軒並み 8 割を超えており、フランスとイタリア

は、再ロックダウンに追い込まれている。さらには、ドイツでも規制強化を検討しているといっ

た状況で、中東欧では、保健相の解任が目立っているとの報道もあるところだ。また、ワクチン

接種が進んでいる米国でも、ミシガン州では、当局がロックダウンの必要性を表明する事態にな

っている。さらに、インドはもとより、これまで比較的最悪の事態を回避してきていたかに見え

たアジア諸国（とくにフィリピン、タイ等）についても、感染者の増加が目立っており、これが、

医療インフラのひっ迫はもとより、もともと脆弱な財政状況の一段の悪化につながる可能性があ

るほか、さらには、世界的傾向になりつつあるインフレ圧力にも直面しつつあるなど、多面的苦

境に立たされつつある状況だ。 

なお、このような感染拡大は、我が国でも同様で、「緊急事態宣言」が、3 月 21 日に全面解

除された後、早くも、4 月 5 日には、大阪、兵庫、宮城が、そして、同 12 日には、東京、京都、

沖縄に、「蔓延防止等重点措置」が、適用されていたわけであるが、そこに、同 16 日には、埼

玉、神奈川、千葉、愛知が追加適用される事態になっている。 

ただ、こうした一方で、欧州でも、コロナ変異株の流行で長期ロックダウンを強いられていた

英国では、13 日に、4 か月ぶりにロックダウン解除に漕ぎつけているわけで、結局、ワクチン

接種の進行度の違いが、コロナ感染拡大の国別格差の背景に大きく影響しているとの見方が根強

いところだ。 

従って、例えば、ワクチン接種が先行しているチリでの感染者数が急増しているといった反対

事例もあるにしても、いずれにせよ、我が国の場合は、主要国でワクチン接種が最も出遅れた国

とされているわけでもあることから、ここでワクチン接種を極力急ぐといったなんらかの新たな

対応策を講じる必要がありそうに思うのだがどうだろうか。 

もっとも、こうしたコロナ感染状況の一方で、冒頭に述べた通りに、世界経済自体は、復興の

動きをさらに強めており、ここはやや異例の事態になっているようにも見えるところだ。即ち、

先週指摘した通りに、IMF は 2021 年の世界経済成長率見通しを、6.0％（前回 1 月時点では、

5.5％、前年実績は、‐3.3％）と、現行のＩＭＦ統計で遡れる 1980 年以降で最高水準にまで上

方修正しているといった具合だ。なお、これは、主に米国の経済復興とその影響波及を根拠にし

たものだが、他の国の成長率見通しも、総じて上方修正されているのが実態だ。 

ただ、これも、米国の経済復興の影響が大きいとしても、それとて、コロナ対策疲れ・慣れか

らくる一時の経済復興分もかなりあると見ておいた方が賢明かもしれないわけで、さらには、後

述するように、米国とともに世界経済をけん引してきた中国経済が、足元減速気味になり始めて
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いることをも勘案すれば、ここは手放しで先行き経済を楽観視することは、回避した方が賢明と

言えるかもしれないとも思うのだが、どうだろうか。 

〇従って、次はその中国の経済の動きだが、先週は、中国の主要経済指標が集中して公表された

格好だが、市場が注目していたのは、第 1 四半期「GDP」（15 日、前年比＋18.3％と、前期の

＋6.5％から大幅伸び上昇）だが、これは、ほぼ市場予想（同＋18.2％）通りに急加速する形に

なっており、市場の中には、中国経済の根強さを指摘する向きもあることは事実だ。ただ、この

伸びも、市場予想を下回っていることも事実で、さらに、前期比ベースで見ると、春節（今年は

移動制限強化）とコロナ感染第 2 波による逆風で、＋0.6％（同前期＋3.2％＜速報値＋2.6％

から上方修正＞）と、大きく減速した格好になっている。 

さらに、月次ベースの指標をみると、3 月「小売売上高」（16 日、同＋34.2％と、＋33.8％

から伸び上昇）のように、春節明けの移動制限解除に伴う反動から伸び増加した項目もあるには

あるが、3 月「鉱工業生産」（16 日、同＋14.1％と、＋35.1％から大幅伸び低下）は、急速に

伸び鈍化するなど、対照的な動きを見せている。また、1，2 月は好調だった輸出も伸び悩み、

結局、3 月「貿易収支」（13 日、同＋138.0 億ドルと、＋781.7 億ドルから黒字幅急減）は、

極端な黒字幅減少に追い込まれている状況だ。 

さらには、ここにきて、中国政府が、金融機関の不良債権増加を問題視し、規制を強める姿勢

を強めていることから、市場には、先行き経済を、①移動制限解除後の国内活動の正常化、②マ

クロ政策の正常化、③外需の大幅改善を理由に、回復基調が、少なくとも、第 2 四半期までは

継続（ないし上振れ）すると見る向きも少なくないところだ。ただ、中国経済の減速を懸念する

向きも増えているようにも見える。こうした先でも、2121 年を通してみれば、世界的なコロナ

感染拡大（ただし中国は、これを機会にワクチン外交をさらに推進するとの見方もあるが）に加

え、米国・欧州の成長加速が鈍化する事態にでもなれば、経済減速も有り得るとして、成長率見

通しを下方修正（例えば、＋9.5％を＋9.3％へ）しており、いずれにしても、中国にとって、

経済正常化を果たしうるか否かの正念場の年になることは確かなようだ。なお、これは、世界経

済面はもとより、「政治・地政学リスク」面でも重要ファクターであり、ここは、一段と注意深

いウオッチが求められていると考えるべきかもしれない。                         

 

以 上 
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