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先週および今週の我が国主要経済指標から（№242） 

1.先々週および先週の動き概要 

〇先々週および先週は、我が国では、ゴールデンウィーク期間だったが、コロナ一色の観の強い

2 週間でもあり、結局、7 日には、「緊急事態宣言」が、愛知、福岡を追加した形で、6 都府県

が月末までの延長が決まった格好だ。さらに、「蔓延防止等重点措置」も、宮城が解除された後、

北海道、岐阜、三重が加わり、これも、月末まで適用される形だ。ただ、いずれにしろ、これら

には、解除に向けての具体的方策や基準・根拠が薄弱なこともあり、経済界からの批判が少なく

ないことも事実だ。また、世界に目をやると、インドでは際立った医療崩壊が生じており、困窮

を極めている一方で、欧米については、ワクチン接種の進捗もあり、ポストコロナの動きが強ま

っているなど、格差は、一段と拡大の方向だ。そして、問題なのは、これが経済回復格差をさら

に拡大しているようにも見えることだ。（この点は、別添の追補「日本に目立つ成長率回復の遅

れ」も参照されたし。） 

なお、「政治・地政学リスク」面については、8日に、ＥＵとインドの首脳者会議が開催され、

自由貿易協定（ＦＴＡ）等の交渉が再開、中国包囲網が一段と強まる構図になっている。この間、

ミャンマー情勢は、さらに泥沼化している。こうした中、中国経済については、4月「製造業Ｐ

ＭＩ」（30日、51.1と、前月の 51.9から悪化）が、2か月ぶりの悪化に転じている。ただ、

市場の中には、これも、半導体の不足や輸送費の上昇などが一時的に影を落としているためと見

る向きもあり、ここも注視が必要だ。 

さらに、市況面では、米国長期金利は、基本的に高値で推移し、つれて、為替はドル高円安、

原油は上昇方向で推移した格好だ。 

〇こうした中、米国の経済指標には、市場予想を上回る改善が目立った格好だ。ただ、この一方

で、予想を大きく下回るとか、逆に悪化を示す指標もないわけではなく、本格的な回復基調にあ

るか否かは、もう少し時間をかけて判断した方が賢明かもしれない。即ち、まずは、「新規失業

保険申請件数」であるが、第 4週（29日）には、55.3 万件、（前週 56.6 万件＜速報値 54.7

万件から上方修正＞）と減少、そして、第 5週（6日）にも、49.8万件（同 59.0万件＜速報

値 55.3万件から上方修正＞）と、減少が続き、結局、コロナによるパンデミック発生以降の最

少を記録した格好になったが、この一方で、同「失業保険継続受給者数」（29、6 日）は、各

366.0万人（同 365.1万人＜速報値 367.4万人から下方修正＞）、369.0万人（同 365.3万

人＜速報値 366.0万人から下方修正＞）と、小幅ながらも増加が続いており、対照的な動きに

なっている。さらに、4月「失業率」（7日、同 6.1％と、6.0％から小幅上昇）も、市場の改善
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予想（5.8％）に反して、僅かながらも悪化している。また、4 月「非農業部門雇用者数変化」

（7日、同前月比＋26.6万人と、＋77.0万人＜速報値 91.6万人から下方修正＞から大幅に伸

び低下）も、市場予想（＋97.8万人）に反し、極端な伸び鈍化となっている。このため、市場

には、経済回復で人出不足感がある半面で、経済対策による手厚い給付を手にした人たちが、低

賃金の職に就くのを控えているなど、雇用のミスマッチが生じていると指摘する向きも出てきて

いるところだ。 

なお、その他の景況指標についても、4 月「消費者信頼感指数」（27 日、121.7 と、前月の

109.0＜速報値 109.7から小幅下方修正＞から大幅上昇）、4月「ミシガン大学消費者態度指数」

（30 日、同 88.3 と、86.5 から上昇）、4 月「サービス業ＰＭＩ」（5 日、同 64.7 と、63.1

から上昇）も、ともに予想（各 112.1、87.4、63.1）を上回る改善を果たしている。さらに、

4月「シカゴ購買部協会景気指数」（30日、同 72.1と、66.3から上昇）のように市場の悪化

予想（65.3）とは逆に、やや大きく改善を果たすものも目立っている状況だ。ただ、この一方

で、4月「リッチモンド連銀製造業指数」（27日、同 17と、17から横ばい）と、市場の改善

予想（22）通りにはならなかったものもあるほか、4月「製造業ＰＭＩ」（3日、同 60.5と、

60.6からやや低下）に至っては、極く小幅にしろ悪化しているものもあるといった具合だ。さ

らに実体経済指標についても、第 1四半期「ＧＤＰ・速報値」（29日、同前期比年率＋6.4％と、

＋4.3％から伸び上昇）、3月「個人消費支出」（30日、同前月比＋4.2％と、‐1.0％からプラス

転化）、3月「個人消費支出デフレーター・コア＜除く食品・エネルギー＞」（30日、同前年比

＋1.8と、＋1.4％から伸び上昇）、3月「個人所得」（30日、同前月比＋21.1％と、‐7.0％＜

速報値‐7.1％から若干上方修正＞から大幅にプラス転化）、3月「卸売売上高」（7日、同前月比

＋4.6％と、‐0.8％からプラスに転化）等、強気の市場予想をも上回る改善を果たしている指標

が目立っている。ただ、この一方で、4月「平均時給」（7日、同前年比＋0.3％と、＋4.2％か

ら大幅伸び低下）のように、大きく伸びが鈍化しているものや、3月「耐久財受注」（26日、同

前月比＋0.5％と、‐0.9％＜速報値‐1.1％から上方修正＞からプラスに復帰）のように、改善は

したものの、市場予想（＋2.4％）比、極く小幅にとどまっているものもある状況だ。 

〇この間、我が国経済については、まずは、26～27日開催の日銀金融政策決定会合について注

目していたが、市場予想通りに、現行の大規模緩和政策維持を決めたほか、２％の物価目標につ

いても、2023 年度でも＋1.0％しか上がらないと正式に認めた格好だ。（この点は、別添追補

で詳細解説しているので、参照していただきたく。） 

さらに、経済指標としては、まずは、景況動向を、4月「サービス業ＰＭＩ」（7日、49.5と、

前月 48.3 から上昇）で確認すると、月末には、「緊急事態宣言」が発令されているにもかかわ

らず、改善した形になっている。 

また、気掛かりな消費動向についても、3月「商業動態統計」（28日、経産省）で確認したが、

小売業売上高前年比＋5.2％（同‐2.4→‐1.5％＜速報値＋0.9から下方修正＞）と、市場の急回

復予想（＋4.5％）をさらに上回る形でプラスに転じている。これは、この時点では、「緊急事

態宣言」解除に伴う経済活動の活発化（これまで低調だった百貨店をも含め売り上げ回復）が大

きく寄与したことを示している。ただし、先行きについては、前記ＰＭＩを見る限りでは、さほ

ど落ち込むこともないケースも考えられるとしても、まずは、「同宣言」が、再々適用された影
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響で、再び落ち込むと見たほうが賢明のようだ。なお、この間、4 月「新車登録台数」（6 日、

自販連）も公表されたが、これは、前年比＋22.2％（同‐2.2→＋2.4％）と、大幅増加を実現

している。ただし、これとて、前年が、同‐25.5％（同‐10.7→‐10.2％）と極端な減少となっ

ていたことを勘案すれば、本格回復（前々年比では‐8.9％にとどまる）とは言い難い。 

なお、消費周辺指標としても、3 月「失業率・有効求人倍率」（ともに 30 日、各総務省、厚

労省）が公表されたが、前者が、2.6％（同 2.9→2.9％）と低下し、後者も、1.10倍（同 1.10→1.09

倍）と上昇するなど、ともに改善を果たしている。ただし、先行きは、「緊急事態宣言」再々指

定もあり、これもある程度の悪化は避けられない見通しだ（なお、同時に公表された、2020年

度の失業率は、2.9％と、前年を 0.6ポイント上回り、リーマンショック以来 11年ぶりの悪化

水準となった。さらに、有効求人倍率も、1.10倍と、同 0.45ポイント低下し、石油危機（1974

年度）以来 46年ぶりの大幅低下となっている）。 

また、3 月「毎月勤労統計・速報」（7 日、厚労省）も公表されたが、現金給与総額は、前年

比＋0.2％（同‐1.3→‐0.4％）と、13 か月ぶりのプラスに転じている。これは、特別給与は、

同‐0.3％（同‐20.4→＋2.8％）と、むしろ小幅マイナスに転じているが、期待の所定内給与が、

同＋0.8％（同＋0.2→＋0.2％）と、伸びを高めており、これが寄与した格好だ。いずれにせよ、

これは、雇用面では良い傾向だ。 

さらに、物価動向は、4月「東京都区部消費者物価指数」（30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 0.0％（同＋0.2→＋0.3％）と、市場予想（＋0.2％）

を上回って、伸び低下した格好だ。これは、インフレ基調は基本的に上昇方向にあるが、結局、

足元は、通信大手の携帯電話通信料引き下げ（‐0.2％ポイント）の影響が大きく寄与したもの

と見られる。なお、内訳を見ても、家具・家事用品（同前月＋3.6→当月＋4.4％）、教育（同‐

1.9→＋0.5％）、教養娯楽（同＋0.8→＋1.1％）等、小幅ではあるが、上昇加速ないしプラス

回帰する費目が少なくない中で、交通・通信（同‐0.2→‐3.9％）での大幅マイナス拡大が目立

っている形だ。この間、生鮮食品（同‐1.5→‐8.0％）は、さらに大きく下げ幅を拡大している

が、ガソリン（同＋2.1→＋13.1％）については、逆に、上げ幅を急上昇させている。この他、

3月「企業向けサービス価格指数」（26日、日銀）も公表されたが、前年比＋0.7％（同‐0.3→0.0％）

と、6か月ぶりにプラスに転じる形になった。なお内訳を見ても、全ての項目で改善となってい

るが、中でも、前回の「緊急事態宣言」解除の影響もあってか、広告（同前月＋0.4→＋6.4％）

での急上昇が目立っているのが特徴だ。 

この間、生産動向は、3月「鉱工業生産・速報」（30日経産省）で確認したが、前月比＋2.2％

（同＋3.1→‐1.3％）と、マイナス基調が続くと見ていた市場予想（‐1.4％）に反し、プラスに

転じた格好だ。これは、世界需要が堅調なことに加え、福島県沖地震（余震）の影響からの挽回

生産等から、3月当初の生産計画が上方修正されたことによるものと見られる。ただ、これでも

まだ、コロナ以前に比べれば低いことも事実で、先行きについても「緊急事態宣言」の再々発動

もあることから、やや不透明と言わざるを得ない。ただし、半導体の供給不足から懸念されてい

た自動車工業の生産については、前月比＋7.5％と、4か月振りの上昇に転じており、これが全

体の底上げに大きく寄与していることも事実で、これは明るいニュ―スだ。 

最後は、設備投資関連の 3 月「住宅着工統計」（30 日、国交省）だが、前年比＋1.5％（同‐
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3.1→‐3.7％）と、1 年半以上のマイナスが継続すると見ていた市場予想（同‐5.0％）に反し、

漸くプラスに転じた格好だ。このため、市場でも、「住宅市場は、長らく続いてきた弱い状況も

これで底打ち」との期待を高めている状況だ。なお、内訳的には、貸家が、同＋2.6％（同‐18.0→‐

0.4％）と、ほぼ 4年余り続いたマイナス基調からプラスに転じているのが目立っている。その

他、分譲住宅も、同＋2.8％（同＋6.9→‐14.6％）と再びプラスに転化しており、これらが全

体を押し上げた格好になっている。 

 

２．今週の動き予想 

〇今週も、コロナ感染の行方と経済復興との動きが注目されるところだ。欧米では、前述のよう

に、ワクチン接種の進捗もあって、都市封鎖を解く動きがさらに広まる傾向にあるが、こうした

中での我が国の立ち遅れが一段と目立ち、しかも、これが経済格差をさらに広げている観があり、

ここは大いに気になるところだ。 

こうした中、米国ＦＲＢ（連邦準備制度理事会）は、6日の報告書で、リスク投資が過熱（こ

の背景に、低い長期金利と、景気回復期待がある）していると指摘する一方で、先行きの資産急

落への備えが脆いとして警鐘を鳴らしており、ここは見過ごせないところだ。なお、バイデン大

統領は、インフラ投資計画の財源に想定した「法人税率引き上げ」についても、圧縮（当初の

28％を、場合に因っては 25％に）する姿勢を示し始めており、ここも気になるところだ。なお、

この間、景気にやや陰りも見られ始めていると見られている中国についても、11日には、物価

関連指標が公表される予定であり、ここは注視したい。なお、市場は、4 月「消費者物価指数」

が、前年比＋1.0％（前月＋0.4％）、同「生産者物価指数」が、同＋6.5％（同＋4.4％）と、

いずれも伸び上昇すると見ているようだ。 

さらには、金利、為替、市況面での動きも大きい可能性があるので、一段と注意深くウォッチ

する必要がある。 

〇こうした中、米国の経済指標については、景気回復にどの程度弾みがついてきているかだが、

まずは、第 1 週「新規失業保険申請件数」（13 日）に注目したい。市場は、50.0 万件（前週

49.8万件）と、再び増加に転じると見ている。ただ、この一方で、同「失業保険継続受給者数」

（13 日）は、364.0 万人（前週 369.0 万人）と、逆に減少に転じる予想であり、ここは、正

直読みにくい状況になってきているようだ。この他、景況関連では、5月「ミシガン大学消費者

態度指数・速報値」（14日、市場は、90.0％と、前月の 88.3％から上昇予想）が公表されるが、

市場は、順調に改善が進むと見ている。ただ、実は、ミシガンは、オレゴンともども、大勢に反

してコロナ感染が拡大中の２州の一つでもあるわけで、ここは一筋縄にはいかない様にも思える

のだが、どうだろうか。 

その他、実体経済指標としては、4月「設備稼働率」（14日、同 75.3％と、74.4％から上昇

予想）の様に改善を見込むものもあるが、4月「小売売上高」（14日、同前月比＋1.0％と、＋

9.7％＜速報値＋9.8％から下方修正＞から大幅伸び低下予想）、4月「鉱工業生産」（14日、同

＋1.2％と、＋1.4％から若干伸び低下予想）と、改善テンポが鈍化するとの見方の方が目立ち

始めており、ここは注意が必要だ。なお、物価関連指標について」は、4月「消費者物価指数・

コア＜除く食品・エネルギー＞」（12日、同前年比＋2.3％と、＋1.6％から伸び増加予想）、4
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月「卸売物価指数・コア＜同＞」（13 日、＋3.7％と、＋3.1％から伸び増加予想）等、順調に

改善が進むと見られている。 

〇この間、我が国の経済指標で気掛かりなのは、まずは景況動向だが、これは、4月「景気ウォ

ッチャー調査」（13 日、内閣府）で確認したい。市場は、季節調整済み現状判断ＤＩを、45.0

（同前々月 41.3→前月 49.0）と、悪化すると見ている。これは、4 月最終週から再々導入さ

れた「緊急事態宣言」により、事業者センチメント（心理・心情）が再び悪化すると見ているた

めだ。ただ、現実的には、人流がさほど減っていないことから、これまでの同宣言導入時に比較

すると、大幅悪化は回避されるとの見方もあるようだ。なお、同様に、消費動向も気になるとこ

ろだが、これは、3月「消費活動指数」（12日、日銀）で確認することになる。市場は、前月（同

前月比‐4.0→＋1.2％）にプラス回復したものが、その幅は小幅にとどまるにしても、再びマ

イナスに転じると見ているようだ。 

さらに、輸出動向は、3月「国際収支」（13日、財務省・日銀）で確認するが、市場は、輸出

は、外需の回復に伴い堅調な増加となるが、輸入は、半導体の供給不足が続いていることもあっ

て減少すると見ており、この結果、貿易収支（同＋0.66→‐0.01 兆円）は、再び黒字に戻る可

能性が強い。ただ、この一方で、第 1 次所得収支（同＋1.48→＋2.24 兆円）が前月の大幅黒

字増加の反動もあって、黒字縮小する見通しから、結局、経常収支も、＋1.63兆円（同＋1.49→

＋1.79兆円）と、小幅ながら黒字縮小すると予想している。 

最後は、貸出動向で、これは、4月「貸出預金動向」（13日、日銀）で確認したい。市場は、

総貸出平残については、前月（同前年比＋6.2→＋6.3％）に伸びを高めた勢いが、「緊急事態宣

言」再々発令もあって、地銀・地銀Ⅱ（同＋5.1→＋5.2％）、信金（同＋8.5→＋8.6％）中心

に、小幅にしろ、さらに続くと見ている。また、預金平残も、前月（同＋10.0→＋9.9％）には、

都銀（同＋11.1→＋10.7％）中心に伸び鈍化し始めていたが、これも、地銀・地銀Ⅱ（同＋8.7→

＋9.0％）中心に、消費が鈍化すると見られることに伴う反動もあり、再び伸び回復するのでは

ないかと見ているようだ。 

 

３．来週および来来週の公表予定経済指標 

〇来週も、コロナ関連の動きを注視する必要があるが、経済指標では、まずは、ＧＤＰ成長率の

行方を注目したい。また、物価動向も大いに気になるところだ。 

 

・景況関連；第 1四半期「ＧＤＰ」（18日） 

5月「製造業・サービス業ＰＭＩ」（ともに 20日） 

・物価関連；4月「全国消費者物価指数」（21日） 

4月「企業向けサービス価格指数」（17日） 

・輸出関連；4月「貿易収支」（20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(No242－追補) 

―― 日本に目立つ成長率回復の遅れ 

日銀の物価見通し引き下げについて 

 

〇まず注目したいのは、各国の 2021年第四半期「ＧＤＰ成長率」が出揃いつつある中で、我

が国の経済成長回復ペースが、先進国の中でも歴然と遅れていることだ。 

即ち、下表を見ても明らかなように、第 1四半期「ＧＤＰ」は、米国が、とびぬけて急回復

し、さらに、ユーロ圏も 2期連続でのマイナス圏にとどまってはいるが、フランスは、僅かと

はいえ、プラスに転じているなど、ドイツを除き回復傾向が強まっている。さらに、これまで一

人勝ち状況だった中国は、成長鈍化がやや目立ってきているとも言われているが、それでも極端

に悪化していた前年と比較すれば、＋18.3％と、過去最高値を記録しているといった状況だ。

また、韓国についても、回復は顕著で、第 1四半期にはコロナ前の水準に回復したとも言われ

る状況になってきている。ところが、我が国は、逆に、3期ぶりのマイナスに沈んだとの見方が、

市場の大勢になっているのだ。 

なお、こうした格差拡大の背景には、我が国のコロナ感染収束の兆しが見えず、肝心のワクチ

ン接種も、先進国の中で最も遅れていると言われ、財政支援も小出しに終始していることが大き

く影響していると見られている。従って、ここは、そろそろ、オリ・パラ開催問題をも含め、抜

本的対応に乗り出す時期にきているようにも思えるのだが、どうだろうか。 

 

主要国の第 1四半期ＧＤＰ前期比年率換算比較 

日本     -4.5％ （予測。前四半期＋11.7％） 

米国     +6.4％（実績。前四半期＋4.3％） 

ユーロ圏      -2.5％（同。前四半期比-0.6％） 

うちドイツ    -6.6％（同。同-1.7％） 

      フランス +1.6％（同。同＋0.4％） 

       イタリア  -1.5％（同。同-0.4％）  

韓国     +6.6％（同。同＋1.6％） 

中国     +2.4％（同。前年＜-6.8％＞比では＋18.3％と過去最高） 

 

〇次に目につくのは、先進国の中で、我が国の物価の弱さが際立っていることだ。こうした中、

日銀の姿勢にもようやく変化が窺われた格好だ。即ち、黒田総裁は、8年前の就任時に、「黒田

バズーカ砲」の一環として、「2年で、物価 2％」達成目標を掲げ、前回 3月での「政策点検」

時にも、これを維持する姿勢を示していたわけであるが、先月 26～27日開催の金融政策決定

会合では、とうとう、事実上、目標達成困難であることを認めた格好になった。即ち、黒田総裁

自身は、あくまでも、「最大限の努力をしてこれを達成していく」とはしているが、同日公表さ
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れた、「経済・物価情勢の展望」によれば、政策委員による物価上昇見通し（中央値）は、2021

年度が、携帯電話料金の引き下げという特殊要因もあって、＋0.1％上昇にとどまり、その後は、

コロナワクチン普及等に因る経済正常化に伴い上昇幅を高めると見られるが、それでも、2023

年度に至ってさえ、＋1.0％上昇に過ぎないということを正式に認めた形になったのだ。 

なお、この間、米欧諸国も、物価 2％達成を、長らく目標に掲げてきたわけであるが、既に、

米国では、3月には、消費者物価指数が、前年比＋2.6％（４月は、同＋3.6％まで上昇すると

の市場予想）と、2年 7か月振りの高い伸びになっているほか、カナダが、同＋2.2％、ユーロ

圏も、同＋1.3％と、持ち直し基調がはっきりし始めているのが実情だ。さらに、韓国でさえ、

4月には、同＋2.3％と、3年 8か月ぶりの高水準になっている。こうした中、我が国は、4月

に至っても、同‐0.6％と、7か月連続でのマイナスを余儀なくされ、むしろ、デフレ懸念がくす

ぶっているような状況であり、我彼（ヒガ：相手と自分等）の差は拡大しているように見えるの

だ。 

ところで、我が国の物価基調が弱い背景等については、4月 12日版週報追補「我が国のイン

フレ期待が弱い背景」でも述べたように、我が国固有の要因があることも確かであるが、基本的

には、前述のように、ワクチン接種等のコロナ対策が決定的に遅れ、かつ対応策も小出し戦法に

偏り、結果的に経済修復力の脆弱性が目立っていることが最大の要因とも思われる。 

要すれば、経済全体の需要と潜在的な供給力の差を示す「需給ギャップ」は、2020年半ばに

は、米国が‐10％、我が国が‐8％と、ともに大幅な需要不足に陥っており、しかも米国の方がよ

り悪い水準にあったが、足元の推計値では、米国が‐2％、我が国が‐3％と、米国の改善の方が

上回っている。そして、この差は、ワクチン接種の進行度と、財政支援規模の差が、明確に反映

していると見られている。さらに言えば、日米間には、賃金政策にも明確な差があり、これが、

消費動向の差にも繋がっているとの指摘もあるところだ。 

こうした中、市場では、これで、「日銀の物価目標は事実上現実味を失う」とし、次なる段階

として、「金融緩和の副作用を和らげる政策の導入」、しいては、「事実上の金融緩和縮小」に繋

がることも視野に入りつつあるとの見方も出てきているわけで、ここは注意が必要だ。 

 

                                             

以 上 
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