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先週および今週の我が国主要経済指標から（№243） 

1.先週の動き概要 

〇先週も、世界経済は、結局は、引き続き 2 極化を拡大しつつ、コロナ感染の動きに振り回さ

れ続けた格好だ。特に我が国は、地方での新規感染が拡大するなど収束の兆しはない。（詳細は、

別添追補参照） 

こうした中、欧米の経済復興は順調に進んでおり、例えば、欧州委員会は、12日、2021年

の実質経済成長率見通しを、2 月時点の＋3.8％から、＋4.3％へ大幅に上方修正している。さ

らに英国でも、第 1四半期には 3四半期ぶりにマイナス成長（前期比‐1.5％）になったものの、

通年では、＋7.8％から、＋8.1％成長へ上方修正するといった具合だ。ただ、この間、物価は、

我が国を除き、上昇方向を辿ったが、長期金利、株価、為替については、週前半は急低下し、後

半は急上昇と、極めて神経質な動きを示している。（長期金利の動きについても、別添の追補参

照） 

なお、中国でも、物価上昇が目立ってきており、4 月「消費者物価指数」（11 日、前年比＋

0.9％と、前月の＋0.4％から伸び率上昇）、4月「卸売物価指数」（同、＋6.8％と、＋4.4％か

ら伸び上昇）といった具合だ。ただ、この一方で、世界の社債市場では、中国企業の債務残高が

嵩んでいるが、政府も従来の様には支援しない方針と見て警戒感を高めており、ここには注意が

必要だ。 

この間、「政治・地政学リスク」面では、欧米での対中強硬論が一段と広がりを見せ始めてお

り、貿易面で断トツにつながりの深い我が国としては、表向きはともかく、実質的な対応に苦慮

しているようだ。なお、ミャンマー問題、エチオピア問題はさらに混迷化しているほか、イスラ

エルとパレスチナ間の戦闘が再開するなど、引続き問題山積の状況が続いた形だ。 

 

〇ところで、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否かが注

目点であったが、第 1週「新規失業保険申請件数」（13日）は、47.3万件（前週 50.7万件＜

速報値 49.8 万件から上方修正＞）と、市場の増加予想（49.0 万件）に反し、減少が続いた格

好だ。また、同「失業保険継続受給者数」（13 日）も、365.5 万人（同 370.0 万人＜速報値

369.0万人から上方修正＞）は、ほぼ市場予想（365.0万人）通りに減少に転じており、いず

れにしても、先週号で指摘した通り、失業給付加算金が雇用実態を見えにくくしているとの感が

拭い得ない。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、

82.8 と、前月の 88.3％から下降）が公表されたが、順調に改善が進むと見ていた市場予想
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（90.4％）に反し、悪化に転じている。これは、前回指摘したように、ミシガン州が米国の中

でコロナ感染が拡大中の 2州の一つであることが影響したものと思われる。 

なお、実体経済指標の中でも、4 月「設備稼働率」（14 日、同 74.9％と、74.4％から上昇）

は、ほぼ予想通りに改善しているが、4月「小売売上高」（14日、同前月比 0.0％と、＋10.7％

＜速報値＋9.8％から上方修正＞から大幅伸び低下）、4月「鉱工業生産」（14日、同＋0.7％と、

＋1.4％から若干伸び低下）等、市場予想（共に＋1.0％）を上回る形で、改善テンポが鈍化し

ている動きもあるわけで、ここは注意が必要だ。ただし、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＋3.0％と、＋1.6％から伸び

上昇）、4月「卸売物価指数・コア＜同＞」（13日、＋4.1％と、＋3.1％から伸び上昇）ともに、

市場予想（同各＋2.3％、＋3.8％）をも上回る高い伸びを示しており、逆にインフレを警戒す

る向きまで出てきている状況だ。 

 

〇この間、我が国の経済指標で気掛かりだったのは、まずは景況動向であったが、これを、4月

「景気ウォッチャー調査」（13日、内閣府）で確認すると、季節調整済み現状判断ＤＩは、39.1

（同前々月 41.3→前月 49.0）と、慎重な市場予想（47.0）をさらに上回る形で、3 か月ぶり

のやや大幅な悪化となった。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）が予想以上に悪化したためと見られている。なお、内訳を見

ても、製造業（前々月 48.5→前月 51.4→当月 47.6）は、小幅悪化にとどまっているが、その

他は軒並み大きく悪化している。中でも、飲食関連（同 31.6→43.8→23.3）、小売り関連（同

40.8→49.7→36.6）での大幅悪化が目立っている。さらに先行き判断ＤＩについても、41.7

（前々月 51.3→前月 49.8）と、飲食関連（前々月 49.4→前月 49.0→当月 37.3）、サービス

関連（同 52.5→50.1→39.5）中心に大きく悪化すると見込まれている。さらに、この間、回

復方向にあると見られていた住宅関連（同 45.1→47.5→36.7）も大きく悪化の見通しにあり、

ここは大いに気になるところだ。また、地域別に見ても、東京都の現状判断ＤＩが、37.7（前々

月 43.9→前月 50.9）と、四国、近畿に次いで悪化幅が大きく、先行き判断も 45.3（同

53.4→53.5）と、回復が遅れる見通しになっているのが目立つ。いずれにしても、市場の、「従

前の同宣言導入時に比較すると、大幅悪化は回避されるのではないか」との期待は、裏切られた

格好だ。ところで、こうした中で、内閣府は、12日発表の 3月「景気動向指数」で、景気の基

調判断を「改善（景気拡大局面）」に引き上げており、ここは正直、実態とややズレが生じてい

るのではないかと懸念される。 

なお、消費動向については、3月「消費活動指数」（12日、日銀）で確認したが、季節調整済

み前月比＋1.3％（同前月比‐2.9→＋0.9％）と、「緊急事態宣言」再々発令前という事情もあっ

てか、この時点では、小幅ながらもプラス継続された格好だ。 

さらに、輸出動向は、3月「国際収支」（13日、財務省・日銀）で確認したが、輸出は、季節

調整済み前月比＋6.1％（同前月＋0.2％）と、外需の回復に伴い伸び率を高めた一方で、輸入

は、同‐6.8％（同＋12.5％）と、半導体の供給不足が続いていることが響き、逆にマイナスに

転じたことから、結局、貿易収支は、＋0.78 兆円（同‐0.01 兆円）と、黒字に転化した形だ。

ただ、第一次所得収支が、＋1.44 兆円（同＋2.27 兆円）と、前月の大幅黒字増加の反動もあ

って大きく黒字幅を縮小したことから、経常収支も、＋1.69 兆円（同＋1.84 兆円）と、黒字
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幅を縮小している。なお、同時に、2020年度についても公表されたが、輸出は、前年比‐8.6％

（同前年‐6.9％）と、マイナスが続き、しかもその幅を拡大しているが、輸入は、同‐13.3％（同

‐6.8％）と、輸出を上回る減少となり、貿易収支自体は、＋3.90 兆円（同＋0.48 兆円）と、

大幅な黒字拡大となっている。ただ、この間、第一次所得収支が、＋20.77 兆円（同＋21.64

兆円）と黒字縮小したうえ、サービス収支が、‐3.73兆円（同‐1.71兆円）と、訪日客数の激減

から大きくマイナス幅を拡大したことから、経常収支は、＋18.20兆円（同＋18.92兆円）と、

3年連続での小幅黒字縮小を余儀なくされている。ただ、政府としては、2008年のリーマンシ

ョック時に比較すれば、その縮小幅は極く小幅であり、輸出の回復も早かったとやや安堵してい

るようだ。 

最後は、貸出動向で、これを、4月「貸出預金動向」（13日、日銀）で確認すると、総貸出平

残は前年比＋4.8％（同前々月＋6.2→前月＋6.2％＜速報値＋6.3％から下方修正＞）と、再び、

大きく伸びを低下させている。これは、「緊急事態宣言」再々発令も、結局は、予想とは逆にマ

イナス方向に働いた模様で、都銀等が、同＋3.9％（同＋6.7→＋6.7％）と、伸びを大きく縮小

し、地銀・地銀Ⅱが、同＋4.6％（同＋5.1→＋5.2％）、信金も、同＋8.3％（同＋8.5→＋8.6％）

と、各業態が軒並み伸び低下した格好だ。さらに、預金平残についても、同＋9.5％（同＋10.0→

＋9.9％）と、2 期連続で伸びを低下させている。内訳を見ても、地銀だけは、同＋9.3％（同

＋8.7→＋9.0％）と、引き続き伸びを高めてはいるが、あとは、都銀が、同＋9.9％（同＋11.1→

＋10.7％）と、やや大きく伸びを低下させ続けているなど、基調の変化を感じる格好になって

いる。 

 

２．今週の動き予想 

〇今週も、コロナ関連の動きと、我が国と先進他国との経済面の動きを含めての格差拡大が気に

なるところであり、引き続き、ここを重点的に注視していきたい。 

なお、こうした中、世界経済は、製造業中心に回復が続くと市場は見ているが、期待の米国、

中国の経済指標は、後述のように、一時的な動きかもしれないが、必ずしも堅調持続というわけ

ではなく、乱高下している市況動向と合わせ、一段と注意深いウォッチ姿勢が求められている。

さらに、「政治・地政学リスク」についても、ミャンマーに続き、イスラエル・パレスチナ動乱

再燃が深く影を落とし始めている。 

 

〇この間、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」（20 日）

に着目したいが、市場は、46.0 万件（前週 47.3 万件）と、さらに減少が進むと見ている。ま

た、同「失業保険継続受給者数」（20日）も、364.0万人（365.5万人）と、減少を見込んで

いるが、前述のように、本指標による雇用実態把握は難しくなっていると見たほうが良さそうだ。

なお、景況関連指標としては、5月「ＮＹ連銀製造業景気指数」（17日、市場は 23.7と、前月

の 26.3 から低下予想）、5 月「フィラデルフィア連銀製造業景気指数」（20 日、同 41.9 と、

50.2から低下予想）、5月「製造業ＰＭＩ」（21日、同 60.2と、60.5から若干ながら低下予

想）、5月「サービス部門ＰＭＩ」（21日、同 64.5と、64.7から若干低下予想）等、多数、公

表予定であるが、市場は、軒並み足踏むと見込んでおり、ここも大いに気になるところだ。 
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この間、実体経済指標は、住宅関連のものが中心になるが、4月「中古住宅販売件数」（21日、

同年率換算 608 万件と、601 万件から増加予想）はともかく、5 月「住宅建設件数」（18 日、

同 171.0万件と、173.9万件から減少予想）は、減速予想になり始めているわけで、ここも留

意すべき点と思われる。 

  

〇なお、我が国の経済指標については、まずは、景況関連の、第 1 四半期「ＧＤＰ」（18 日、

内閣府）に注目したい。市場は、前期比年率‐11.7％（同前々期＋22.8→前期＋11.7％）と、

2期続いた二ケタ成長から再びマイナスに沈むと見ている。これは、1月半ば以降、2か月以上

に及んだ「緊急事態宣言」発令の影響であり、とくに個人消費が、同‐4.0％（同＋22.8→＋9.0％）

と、第 1 次「緊急事態宣言」時ほどではないにしろ、マイナス成長になると見られるためだ。

ただ、この間、設備投資は、同＋3.0％（同‐9.2→＋18.2％）と、堅調な外需に支えられ、前

期ほどの伸び率ではないが、2期連続でのプラス継続となる見込みだ。その他、住宅投資も、同

＋3.0％（同‐20.9→＋0.2％）と、2期連続でのプラスとなる見込みなど、景況それ自体は底堅

く推移していると見ているようだ。さらに、5月「ロイター短観」（20日、ロイター通信）も公

表されるが、これも、非製造業は、‐5（同‐5→‐3）と、水面下でしかも悪化すると見ているが、

製造業については、＋13（＋6→＋13）と、供給制約の問題を残しながらも、比較的高目横ば

いを維持すると見ている。また、5 月「製造業・サービス業ＰＭＩ」（ともに 20 日、Markit 

Economics）についても、市場は、後者は、48.0（同 48.3→49.5）と、再び悪化に転じるが、

前者は、54.0（同 52.7→53.6）と、改善が続き、2018年以来の高水準になるとの見方だ。 

また、注目の物価動向については、まずは、4月「全国消費者物価指数」（21日、総務省）で

確認することになるが、市場は、コア（除く生鮮食品・エネルギー）が、前年比‐0.3％（同＋

0.2→＋0.3％）と、再びマイナスに転じると見ている。これは、基調としては、緩やかな上昇

局面にあるとしても、3月半ばから始まった携帯電話通信料の引き下げが寄与（‐0.6ポイント）

していると見ているためだ。なお、ガソリン価格は上昇が続いているとの見方だ。その他、4月

「企業向けサービス価格指数」（17日、日銀）も公表されるが、市場は、前月（同 0.0→＋0.7％）

は、広告（同＋0.4→＋6.4％）中心に、全項目で改善したが、当月は、「緊急事態宣言」の再々

発令で、再びマイナスに転じるのではないかと懸念している。 

さらに、好調持続と見られる、設備投資動向については、3月「機械受注」（20日、内閣府）

で確認可能だが、市場は、コア（船舶・電力を除く民需）が、前月比＋6.0％（同‐4.5→‐8.5％）

と、世界需要の回復に支えられ、年初来続いたマイナス傾向から、再び大きくプラスに転じると

見ている。 

最後は、輸出動向を、4月「貿易収支」（20日、財務省・日銀）で確認することになるが、輸

出は、季節調整済み前月比＋3.8％（同‐4.8→＋4.3％）と、増加が続くとしても、輸入も、同

＋8.5％（同＋5.1→‐0.7％）と、前月マイナスを余儀なくされた反動から、輸出を上回る増加

となる見込みから、結局、貿易収支は、＋0.01兆円（同‐0.01→＋0.29兆円）と、黒字幅を縮

小すると見ている。 
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３．来週の公表予定経済指標 

〇来週も、コロナ絡みで難しい経済局面が続く見通しだが、公表予定指標は、以下のように少な

い。ただし気を抜かない姿勢が肝要だ。 

 

・消費周辺；4月「有効求人倍率・失業率」（ともに、28日） 

・物価関連；3月「東京都区部消費者物価指数」（28日） 

       4月「企業サービス価格指数」（26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(No243－追補) 

―― 日本に目立つコロナ対応の極端な遅れ 

長期金利上昇の動きと市況の行方 

 

〇コロナについては、既に毎週ほぼ 1 年半近くも追跡してきたわけであるが、いつの間にか、

我が国は、主要国の中で、対応がもっとも遅れた国になっている。これは、大変に残念なことだ。 

なお、連休前に、短期集中して対応に努めるとされた、「緊急事態宣言」についても、新規感

染者は地方で急拡大したうえ、重症患者数は、むしろ連日既往最高を更新する事態となり、結局

は、5月 11日での解除は見送りとなり、逆に、月末まで、愛知、福岡を追加した形での延長と

なった。さらには、14日には、政府は、当初方針を急きょ変更して、北海道、岡山、広島を追

加指定（この結果、従前の東京、大阪、京都、兵庫に加えて 9 都道府県に）する事態に追い込

まれている。また、「蔓延防止等重点措置」についても、既往の 8道県（北海道＜「緊急事態宣

言」に指定替え＞、千葉、神奈川、埼玉、岐阜、三重、愛媛、沖縄）に、新たに、３県（群馬、

石川、熊本）が追加され、１０県となっている。さらには、既にステージ 4の状況にあるが、「蔓

延防止等重点措置」に指定されなかった先（長崎、香川等）とか、あえて申請しなかった先（大

分、福島等）もあることから、先行きは追加指定先が増えると見たほうが良さそうだ。 

こうした中、政府は、高齢者には 7 月末までにワクチン接種を完了するとしているが、ワク

チン供給量は改善しつつあるようだが、具体的な接種体制整備が極端に遅れている模様で、「到

底無理」と言明する県が相次いでいるのが実情のようだ。 

さらに、オリ・パラ開催についても、政府・都、ＩＯＣは、「開催実行以外選択肢はない」と

しているが、国民の過半は反対を表明しているほか、海外メディアも辛らつな批判記事を掲載し

始めているのが実情だ。さらには、オリ・パラの事前練習地・ホストタウンを辞退する動きも出

始めている。従って、ここは、開催を強行するにしても、国民がある程度納得する、「安心・安

全に開催するための方策」を速やかに明示する必要があるように思うのだがどうだろうか。なお、

この場合、ワクチン接種については、無理を重ねる形で目標を示すのは逆効果と思われる。 

なお、この間、先週報でも指摘した通り、我が国の経済成長回復ペースは、懸念していたほど

には悪くないとしても、先進国の中でも歴然と遅れていることが、公表経済指標でも、一段と明

らかになっているわけで、ここは、腰を据えた新たな対応策が求められてきているようにも思え

るところだ。 

 

〇こうした中、米国では、経済の再開に伴う需要の急回復に加え、実質的な人手不足や原材料不

足が重なり、物価が、今週報でも示したように、4 月「消費者物価指数」において、前年比＋

4.2％（同前月＋2.6％）、食料品・エネルギーを除くベースでも、同＋3.0％（同＋1.6％）と、

もともと強気の市場予想（各＋3.6、＋2.3％）をさらに上回る形での上昇となっている。さら

に、やや景気に陰りが生じていると言われている中国についても、同＋0.9％（同＋0.4％）と

上昇、同「卸売物価指数」に至っては、同＋6.8％（同＋4.4％）と、やや驚異的伸び率を記録

している。この一方で、我が国については、21日公表予定の、4月「全国消費者物価指数」に
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しても、市場は、同‐0.5％（同‐0.2％）と、マイナス圏内にとどまり、しかもその幅を拡大す

ると見ている状況なのだ。（なお、この間の事情詳細については、後日動画で解説の予定。） 

このため、市場には、少なくとも米国内でのインフレ加速を懸念する声さえ高まっている状況

で、これが長引く事態になれば、当然、金融緩和が修正される局面もあり得るとの思惑を強める

向きが増加している。このため、先週前半には、長期金利が上昇し、つれて、ＮＹ株式市場は下

落し、東京市場もこれに追随する形で値下がりが目立ったところだ。ただ、週後半には、さすが

に長期金利上昇にもある程度歯止めがかかったと見る向きが増えたこともあって下落に転じた

ことから、ＮＹ株式市場も反転して大きく上昇、東京市場もこれに追随する形で上昇するなど、

誠に神経質な展開を見た 1週間だった。 

要するに、市場は、経済実体よりも、ＦＲＢ（連邦準備制度理事会）のコメントを軸にした思

惑で極端な動きを見せるようになってきているわけで、ここは注意が必要だ。なお、こうした中、

ＦＲＢは、経済復興を狙って、「当面、利上げはしない」と言明しているが、その一方で、経済

成長の阻害要因になりかねない物価上昇を警戒し、先週報で指摘したように、6日の報告書では、

「リスク投資が過熱しており、しかも、先行きの資産価格急落への備えが危うい」との警鐘を発

しており、事実、市場の中にも、これが現実化しつつある（なかには、「危険水域水準入り寸前」

と、警鐘を鳴らし始める向きまで出始めている）と見る向きもあるわけで、いずれにしろ、ＦＲ

Ｂ自体も、このはざまで揺れ、かつ苦境に立たされているようにも見えるのだ。 

従って、この時点で、基調を探り出すのは難しいと思われるわけで、ここは、市場の一部で懸

念しているような事態に直ちになる可能性は低いとしても、一段と注意深いウォッチ姿勢が求め

られていると考えたほうが良さそうだ。 

                                             

以 上 
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