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先週および今週の我が国主要経済指標から（№244） 

１．先週の動き概要 

〇先週も、コロナ関連の動きが多かったわけであるが、ワクチン接種率の違いが、欧米とそれ以

外の地域との格差を一段と広げた感がするところだ。とくに、これまで、コロナ感染を比較的押

さえつけていたかに見えた東アジアでの感染拡大が目立ってきており、これが、経済格差をさら

に広げている。（この点は、別添追補で詳述）   

しかも、我が国でも、新規感染者数が過去最高を更新するケースが、未だ後を絶たず、第 3

次「緊急事態宣言」も、沖縄を追加（6月 20日まで）する形で、結局、当初の今月末での期限

は延長（ただし、愛媛は、「蔓延防止等重点措置」を前倒しに 22 日に解除）の方向にある。つ

れて、経済面への影響も大きく、再びのマイナス成長に落ち込んでいる。（この点も、別添追補

で詳述） 

なお、この間、世界経済は、一部足踏みが見られないでもないが、総じては欧米の製造業中心

に回復傾向が続いており、中には、再び、出口論が議論されかねない機運も出始めているように

も見えるところだ。（詳細は、別添追補参照） 

このため、株式市場では、むしろインフレ懸念が強まっており、下落基調の 1 週間だった。

さらに、原油は、需要超過に米国シェールオイルの供給減がかさなり、一段と上昇した格好だ。

また、「政治・地政学リスク」についても、イスラエル・パレスチナ紛争については停戦が合意

されたが、中国包囲網構築については、一段の強まりが見られ、例えば、米国では、半導体製造

を本国内に戻す法案が審議され始めているうえ、中国ウイグル地区生産の綿花使用を禁じる動き

が、我が国企業をも巻き込む形で、世界的に広範化している。 

 

〇こうした中で、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）に着目したが、44.4 万件（前週 47.8 万件＜速報値 47.3 万件から上方修正＞）と、市場

予想（45.0万件）をさらに下回る水準まで減少が進んだ形だ。ただ、同「失業保険継続受給者

数」（20日）は、375.1万人（364.0万人＜速報値 365.5万人から下方修正＞）と、減少予想

に反して増加に転じた格好だ。いずれにしろ、本指標による雇用実態把握は難しくなっている。

なお、景況関連指標としても、多々公表があったが、「足踏み」、「加速」双方あり、いずれにし

ろ、マスコミ報道のような回復一辺倒ではないことは確かだった。即ち、5月「フィラデルフィ

ア連銀製造業景気指数」（20日、同 31.5と、50.2から大幅低下）は、慎重な市場予想（43.0）

をも大きく下回る大幅悪化となったほか、5 月「ＮＹ連銀製造業景気指数」（17 日、24.3 と、
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前月の 26.3 から低下）も、予想（23.7）ほどではないにしろ悪化を余儀なくされている。た

だ、この一方で、5月「製造業ＰＭＩ」（21日、同 61.5と、60.5から上昇）、5月「サービス

部門ＰＭＩ」（21日、同 70.1と、64.7から大幅上昇）については、逆に、市場の小幅悪化予

想（各 60.2、64.5）に反し、過去最高値まで、大きく改善するといった具合だ。 

ただ、実体経済指標については、住宅関連のものが中心だったが、予想外に足踏が目立ってお

り、ここは、気掛かりだ。即ち、4月「中古住宅販売件数」（21日、同年率換算 585万件と、

601万件からやや大きく減少）は、市場の増加予想（609万件）とは逆に、大幅減少に転じて

いるほか、5月「住宅建設件数」（18 日、同 156.9 万件と、173.3 万件＜速報値 173.9 万件

から下方修正＞から大きく減少）も、やや慎重な市場予想（171.0 万件）を大きく下回る水準

にまで減速している。 

 

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）に注目したが、前期比年率‐5.1％（同前々期＋22.9→前期＋11.7％）と、慎重な市場

予想（‐4.6％）と比較しても、かなり悪い。さらに、景況関連指標としては、5月「ロイター短

観」（20日、ロイター通信）も公表されたが、製造業が、＋21（＋6→＋13）と、市場予想（＋

13）以上の改善となったが、5月「製造業・サービス業ＰＭＩ」（ともに 20日、Markit Economics）

については、前者が、52.5（同 52.7→53.6）と、2018 年以来の高水準になると見ていた市

場予想（54.0）に反し、悪化に転じており、正直これは意外だった。さらに、後者も、45.7（同

48.3→49.5）と、慎重な市場予想（48.0）をさらに下回る悪化となっており、要するに足元は

予想以上に冴えない。 

また、注目の物価動向については、4月「全国消費者物価指数」（21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‐0.2％（同＋0.2→＋0.3％）と、ほぼ市場

予想（‐0.1％）通りに、再びマイナスに転じた格好だ。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）

したようだ。事実、内訳を見ても、「光熱・水道」（前月‐4.8→当月‐2.8％）、「教育」（同‐2.2→

＋0.8％）、「教養娯楽」（同＋0.4→＋1.1％）で、マイナス幅縮小、プラス転化、上昇幅増加の

動きがあったが、この一方で、「交通・通信」（同‐0.4→‐2.3％）のマイナス幅拡大が大きかっ

た。さらには、「被服及び履物」（同＋0.8→＋0.2％）等、上昇幅が縮小しているケースもあり、

物価上昇には未だ力強さは窺われない。なお、生鮮食品（同‐1.5→‐7.3％）は、更に下げ幅を

ひろげ、ガソリン（同＋0.9→＋13.5％）は、一段と急上昇している。 

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）

で確認したが、コア（船舶・電力を除く民需）が、前月比＋3.7％（同‐4.5→‐8.5％）と、年初

来続いたマイナス傾向から 3 か月振りのプラスに転じている。これは、世界需要の回復に支え

られたものと見られるが、それでも、同製造業は、同‐0.1％（同‐4.2→‐5.5％）と、水面下か

ら抜け出していないこともあり、基調判断は、「持ち直しの動きに足踏みが見られる」として据

え置かれている。なお、四半期ベースでは、同 1～3月期が、同‐5.3％（同前々期‐0.3→＋12.0％）

と、結局、再びマイナスに転じたが、4～6 月期については、同＋2.5％と、再びプラスに戻る

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）で確認したが、輸出は、季節
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調整済み前月比＋2.5％（同‐4.8→＋4.3％）と、市場予想（同＋3.8％）ほどではないにしろ、

半導体製造装置や自動車中心に増加が続いた。ただ、この一方で、輸入が、同＋7.5％（同＋5.1→ 

‐0.7％）と、前月マイナスを余儀なくされた反動もあって、輸出を上回る増加となったことか

ら、結局、貿易収支は、＋0.06兆円（同‐0.01→＋0.29兆円）と、ほぼ市場予想（＋0.07兆

円）通りに、黒字幅を縮小した格好だ。なお、輸出動向を国別に見ると、米国向けは、同＋45.1％

（同‐14.0→＋4.8％）と、2 か月連続での増加となり、しかも近年例を見ない大幅増加になっ

ているのが目立っている。この間、中国向けも、同＋33.9％（同＋3.4→＋37.2％）と、10か

月連続での、しかも大幅な増加が続いており、我が国の輸出先は、中国が、2位の米国を 24％

も上回るダントツの 1 位となっており、これが、米中日の関係を一段と難しくしている一因の

ようにも見える。 

 

２．今週の動き予想 

〇今週も、引き続き、コロナ絡みで難しい経済局面が続く見通しだが、とくに、我が国の感染状

況やワクチン接種の進捗の行方はもとより、これまで比較的感染が落ち着いていた、韓国、台湾、

東アジアでの感染拡大の行方が気掛かりだ。さらには、これが経済格差につながっているわけで、

ここは一段と注意してウォッチしていきたい。なお、こうした一方で、欧米では、別添追補でも

指摘しているが、すでに、景気回復がインフレ懸念を呼び、さらには、テーパリング（中央銀行

の量的金融緩和策縮小）がいつ始まるかに市場が神経を尖らせ始めている状況にもなってきてい

る。要するに、金融相場には、転機を迎えようとしている兆しも窺われ始めているとの指摘も出

始めているわけで、ここも大いに気になるところだ。 

 

〇なお、米国の経済指標については、引き続き、第 3 週「新規失業保険申請件数」（27 日）に

着目しようと思うが、市場は、42.5 万件（前週 44.4 万件）と、減少が続くとの見方だ。つれ

て、同「失業保険継続受給者数」（27日）も、前週（375.1万人）からの減収継続との見方だ。

なお、その他の景況関連指標は、前週に続き、強弱区々（マチマチ）だ。即ち、5月「消費者信

頼感指数」（25 日、市場は、119.3 と、前月の 121.7 から低下予想）、5 月「シカゴ購買部協

会景気指数」（28日、同 69.0と、72.1から低下予想）といった慎重な見方が少なくない一方

で、5月「リッチモンド連銀製造業指数」（25日、同 19と、17から上昇予想）、5月「ミシガ

ン大学消費者態度指数・確定値」（28日、同 83.0と、速報値 82.8から上昇予想）等、依然強

気の見方をする向きもあるといった状況だ。 

こうした指標のバラつきは、実体経済指標でも同様で、例えば、4月「個人所得」（28日、同

前月比‐15.0％と、＋21.1％から大幅マイナスに転落予想）は、大幅悪化が見込まれており、

つれて、4 月「個人消費支出」（28 日、同＋0.5％と、＋4.2％から大きく伸び低下予想）の動

きも弱いと見られている。さらには、4月「新築住宅販売件数」（25日、同年率換算 95.0万件

と、102.1万件から減少予想）、4月「耐久財受注」（27日、同前月比＋0.8％と、＋0.8％＜速

報値＋0.5％から上方修正＞から伸び横ばい予想）も冴えない見込みだ。ただ、この一方で、物

価は堅調で、4月「個人消費・コア＜食品・エネルギー除く＞デフレーター」（28日、同前年比

＋3.0％と、＋1.8％からやや大きく上昇予想）、3月「住宅価格指数」（25日、同前月比＋1.3％

と、＋0.9％から上昇予想）と、上昇が続くと見られている。さらに、第 1四半期「ＧＤＰ・改
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定値」（27 日、同前期比年率＋6.5％と、前回＋6.4％から若干上方修正）も公表されるが、高

い伸びが維持されると見られている。 

 

〇我が国の経済指標については、まずは、消費動向に絡んで、その周辺指標でもある、4月「失

業率・有効求人倍率」（ともに 28 日、総務省・厚労省）が気になるところであるが、市場は、

前者については、2.7％（同 2.9→2.6％）と、4月の予想外の大幅低下の反動に加え、「緊急事

態宣言」発令もあり、再び上昇に転じると見ている。ただ、後者については、労働市場は、基本

的には緩やかな上昇基調にあるとして、1.11倍（同 1.09→1.10倍）と、僅かであれ上昇が続

くとの見方だ。 

なお、さらに気掛かりな物価動向については、5月「東京都区部消費者物価指数」（28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‐0.1％

（同＋0.3→0.0％）と、マイナスに転化すると見ている。ただ、これは、4 月から影響が大き

く現れた携帯電話通信料の引き下げの影響（同‐0.5 ポイント）に因るものと見ており、この特

殊要因を除いた物価の基調自体は、引き続き緩やかなプラスが続いているとの見方だ。なお、エ

ネルギーについては、引き続きマイナス寄与度が縮小方向（ただしガソリンは上昇加速）にある

との見方だ。その他、4月「企業サービス価格指数」（26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、当月に

ついては、「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。 

 

３．来週の公表予定経済指標 

〇来週も、引き続き、コロナ感染に絡んだ経済復興の行方が気になるところだが、経済指標も、

月末・月初とあって、以下のように重要なものが多いので、一段と注意深くウォッチしたい。 

・景況関連； 第 1四半期「法人企業統計調査」（1日） 

         5月「製造業・サービス業ＰＭＩ最終」（各 1、３日） 

・消費関連；  4月「商業動態統計」（31日） 

        5月「消費活動指数」（31日） 

        5月「新車登録台数」（1日） 

・設備関連；  4月「住宅着工統計」（31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(No244－追補) 

――ワクチン接種の遅れがもたらすアジア経済復興の遅れ 

――我が国が再びマイナス成長に転落 

――欧米中心に緩和政策の出口論をふたたび探る動き 

 

〇主要国の経済状況については、「週報 242号追補」でも報告したように、スピードについては、

種々の見方があるものの、総じて、経済回復方向にあると見られるが、この一方で、従前は、コ

ロナ対策では、比較的成功していると見られていた東アジアでの経済回復の遅れが、逆に目立ち

始めており、ここが大いに気掛かりだ。例えば、タイの１～3月期ＧＤＰは、‐2.6％（同前期‐

4.2％）と、5四半期連続でのマイナスが続いている。また、フィリピンも、同‐4.2％と、大

幅マイナスとなっている。さらには、シンガポール（同＋0.2％と 5四半期ぶりにプラス回帰）、

マレーシア（同‐0.5％まで持ち直し）といった、一時は、経済復調方向が見られていた国を含

めて、足元の状況は悪くなっているようだ。 

なお、この背景を探ると、これはひとえに、これまで比較的に少なかったコロナ感染が再び猛

威を振るいかねない状況になってきているなかで、再び経済規制を強めようとしていることによ

るものだ。そして、これまた一様に、ワクチン接種の遅れがこれに拍車をかけているように見え

るのだ。しかも、こうした動きは、コロナ対応優等生の韓国、台湾等にも波及し始めているよう

にも見えるわけで、このままでは、コロナと経済を巡る世界地図を書き換えかねない勢いになっ

ている。 

要するに、我が国を含めた、東アジア諸国は、これまでは、コロナ感染が比較的少なかったメ

リットを享受（意識するとしないと関わらず）してきていたわけであるが、今後は欧米並みの対

応を迫られる覚悟が必要ということかもしれないということだ。とすれば、オリ・パラ開催を控

えている我が国としても、ここで果たすべき役割は少なくないということかもしれない。 

 

〇次に注目したいのは、世界主要国のなかでも経済復興の遅れが目立つ我が国で、第 1四半期

「ＧＤＰ実質成長率」（18日、内閣府）が、前期比年率‐5.1％（同前々期＋22.9→前期＋11.7％）

と、慎重な市場予想（‐1.0％）をさらに下回る水準にまで低下し、3期ぶりに、水面下入りした

格好になったことだ。 

これは、1月中以降、2か月半に及んだ主要都市での「緊急事態宣言」が、経済面に、予想以

上の悪影響を及ぼしたということだ。例えば、個人消費については、同‐4.0％と、マイナス転

落を予想はしていたが、結局、同‐5.6％（同＋22.2→＋9.0％）まで落ち込み、設備投資も、

同＋3.0％とプラス継続すると予想していたが、同‐5.5％（同‐8.1→＋18.3％）とマイナスに

転じている。さらに、この間にコロナ支援もあって増加基調が続くと見られていたはずの公的資

本形成（同＋1.0％：政府が行う社会資本整備などの投資：政府等公的機関が行う道路や橋梁等

の建設や、住宅投資等）にしても、同‐4.2％（同＋3.8→＋6.1％）と、大きくマイナスに沈ん

でいるといった状況だ。なお、こうした中にあっても、住宅投資は、同＋4.5％（同‐21.0→＋

0.3％）と、予想（＋3.0％）以上に回復傾向を示しているほか、輸出が、同＋9.7％（同＋32.5→

＋55.7％）と、やや減速感はあるもののプラスを維持している。さらに、市場も、4～6月期通
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期については、「緊急事態宣言」がさらに延長されていることもあって、中には引き続いてのマ

イナス成長を予想する向きもないではないが、平均すれば、同＋1％台でのプラス復帰を見込む

格好になっており、期待をつなぐ姿勢を崩してはいない。 

ただ、いずれにしても、これだけ市場の事前予想との乖離が目立つ事態になると、我が国経済

の先行きについても、やや慎重にならざるを得ないことは確かだ。例えば、「緊急事態宣言」が

長期化しても、「市民行動には従前のような制限順守意識は乏しく、経済面への悪影響はさほど

大きくない」との見方もあるが、今回の指標結果を見れば、少なくとも、サービス業には、相当

に負担がかかることを認めざるを得ない。更に期待の輸出にしても、週報本編で述べているよう

に、必ずしも、米中経済が一方調子で回復するわけでもない可能性もあることから、過度の期待

は控える方が賢明とも言える。従って、ここは、どうも、近日中のワクチン接種に全力を挙げる

ことが肝要のようだ。 

 

〇なお、こうした中、欧米諸国の経済状況は、回復傾向がさらに強まり、市場の中には、これま

での緩和政策の変更を探る動きが強まっているとの指摘があり、ここは留意が必要だ。即ち、米

国ＦＲＢ（連邦準備制度理事会）では、緩和出口論に対する議論を始めている模様であり、市場

では、金利は当面引き上げることはないにしても、「テーパリング」（中央銀行の量的金融緩和策

縮小）に出る可能性が高まっているとの見方が増えている。さらに、欧州各国にしても、ワクチ

ン接種先進国の英国では、ＰＭＩが、米国同様、過去最高値に達するなど、景況感の改善が目立

っている。つれて、これまでマイナス金利体制が続いていた、ドイツで、長期国債金利が、19

日に一時‐0.074％（過去最低は、2020年 3月の‐0.9％台）と、2年ぶりの高値にまで上昇し

たほか、政策金利を世界最低の‐0.75％に設定しているスイスでも、長期国債金利が、‐0.1％

を切る状況が出てきている。さらに、フランスやベルギーに至っては、＋0.2％台と、水面上に

浮上する事態になっており、明らかに、「脱マイナス」を狙う状況になっているように見える。 

なお、こうした状況を背景に、経済回復が遅れている途上国等では、金利差拡大に伴う通貨安

を恐れて、無理に金利を引き上げる動きが強まっており、これが、もともとコロナで痛めつけら

れている経済をさらに下押す結果になっている。いずれにしろ、我が国を含め、ワクチン接種の

進捗如何が、経済復興に直に関連する事態が強まっており、ここは、一段と注意する必要がある

と思われる。 

以 上 
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