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先週および今週の我が国主要経済指標から（№245） 

１．先週の動き概要 

〇先週も、引き続き、コロナ感染と経済復興の行方に注目したわけであるが、一段と複雑な様相

を呈し始めており、これにワクチン接種の進捗度の違いも加わり、各国の経済格差が一段と拡大

する局面が続いている。（詳細は、別添追補参照。） 

なお、こうした中、米国バイデン政権が、6兆 110億ドルにも上る予算教書（翌会計年度予

算案の編成方針を示す文書）を連邦議会に提出しており、市場の注目を集めている。また、この

一方で、世界各国の中国包囲網が一段と強化されてきており、中国と関係の深い我が国としても、

ここは気掛かりなところだ。（これらについても、詳細は別添追補参照） 

この間、市況の動きについては、欧米を中心とした景気回復気配が、インフレ懸念まで呼び込

みかねない動きを見せ、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たが、結局は、米国の景気回復期待

が、長期金利、株価の高値推移に繋がり、為替はドル高で推移、つれて、我が国株価も、週末に

は、大幅高で終えて、2週続伸の形となった。 

 

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

着目したが、40.6万件（前週 47.8万件＜速報値 44.4万件から上方修正＞）と、市場予想（42.5

万件）以上の減少が続いた格好だ。つれて、同「失業保険継続受給者数」（27 日）も、364.2

万人（同 373.8万人＜速報値 375.1万人から下方修正＞）と、減少継続となっている。なお、

その他の景況関連指標は、5月「消費者信頼感指数」（25日、117.2と、前月の 117.5＜速報

値 121.7 から下方修正＞から若干低下）のように、小幅ながらも悪化が続くものもあるが、5

月「シカゴ購買部協会景気指数」（28日、同 75.2と、72.1から上昇）は、市場の低下予想（68.0）

に反し、改善に転じている。さらに、5 月「リッチモンド連銀製造業指数」（25日、同 18 と、

17 から小幅上昇）、5 月「ミシガン大学消費者態度指数・確定値」（28 日、同 82.9 と、前回

82.8から小幅上昇）等、改善している指標の方が目立ち始めている印象だ。ただ、いずれも小

幅な動きにとどまっており、趨勢（スウセイ）と断じるには未だしの感がある。 

この一方で、実体経済指標では、冴えないものが多く、例えば、4月「個人所得」（28日、同

前月比‐13.1％と、＋20.9％＜速報値＋21.1％から下方修正＞から大幅マイナスに転落）は、

市場予想（‐14.1％）ほどではなかったにしろ、大幅悪化に転じている。 

つれて、4月「個人消費支出」（28日、同＋0.5％と、＋4.7％＜速報値＋4.2％から上方修正
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＞から大きく伸び低下）も、予想通りに大幅な伸び鈍化となっている。さらに、4月「新築住宅

販売件数」（25 日、同年率換算 86.3 万件と、117.5 万件＜速報値 102.1 万件から減少）も、

慎重な市場予想（97.5 万件）をさらに下回る水準まで低下しているほか、4 月「耐久財受注」

（27 日、同前月比‐1.3％と、＋1.3％＜速報値＋0.5％から上方修正＞からマイナス転化）も、

市場のプラス維持予想（＋0.8％）に反し、マイナスに転じるといった具合だ。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＋3.1％と、＋1.9％＜速報値＋1.8％から上方修正＞からやや大きく上昇）は、市場予想

（＋3.0％）通りに、3％越えを実現した格好だ。ただ、市場には、当該上昇局面が長期に持続

するか否かについては懐疑論もあり、ここは注意が必要だ。なお、3 月「住宅価格指数」（25

日、同前月比＋1.4％と、＋1.1％＜速報値＋0.9％から上方修正＞から伸び上昇）は、さらに伸

びが加速しており、第 1 四半期「ＧＤＰ・改定値」（27 日、同前期比年率＋6.4％と、前回＋

6.4％から伸び横ばい）も、予想通りに高い伸びが維持された格好だ。 

 

〇この間、我が国の経済指標については、まずは、消費動向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）に注目していたが、前者が、2.8％（同 2.9→2.6％）

と、再び市場予想（2.7％）を上回る上昇に転じ、後者についても、1.09 倍（同 1.09→1.10

倍）と、市場の上昇予想（1.11倍）に反し、2か月ぶりの低下となった。要するに、労働市場

は、基本的には緩やかな上昇基調にあるとしても、「緊急事態宣言」発令もあり、予想以上に足

踏みが目立ったということだ。そして、先行きも大いに気になる事態になってきている。 

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）で確認したが、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、市場予想通りに、5か月ぶりのマイナスに転じた格好だ。ただ、内訳を見ると、マイナス影

響が大きいと見ていた携帯電話通信料の引き下げについては、「交通・通信」（同前月‐3.9→当

月‐3.6％）が、低下幅縮小に転じているなど、それほど大きな影響はなかったということだ。

さらには、「光熱・水道」（同‐5.5→‐3.1％）、「教育」（同＋0.5→＋1.8％）が、マイナス幅縮小、

プラス幅拡大になっており、全体を下支えた形だ。もっとも、この一方で、「家具・家事用品」

（同＋4.4→＋3.3％）、「教養娯楽」（同＋1.1→＋0.8％）、住居（同＋0.5→＋0.3％）等、伸び

低下した項目もそれなりに目立っており、結局、これらが全体の足を引いた格好になったようだ。

なお、生鮮食品（同‐8.0→‐5.1％）は、ようやく低下底打ちとなったが、ガソリン（同＋13.1→

＋19.3％）は引き続き上昇加速が続いている格好だ。その他、4月「企業サービス価格指数」（26

日、日銀）も公表されたが、前年比＋1.0％（同 0.0→＋0.7％）と、上昇加速した形だ。特に、

広告（同前月＋6.0→当月＋11.7％）での大幅上昇が目立っている。ただ、この一方で、諸サー

ビス（同＋0.5→0.0％）、リース・レンタル（同‐0.2→‐0.6％）、情報通信（同＋0.4→＋0.2％）

等、マイナス幅拡大、伸び低下を余儀なくされている項目もあるなど、全項目で改善した前月と

は様変わりの状況になっているわけで、ここは注意が必要だ。 

 

２．今週の動き予想 

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、ワクチン接種



 

3 

 

先週および今週の我が国主要経済指標から（№245） 2021.05.31 

先進国の米国にしても、市場は、やや回復を囃し過ぎのように見え、後述のように、実体経済指

標の力強い回復（ワクチン接種の評価を含め）までには、未だ時間を要するようにも見えなくも

ないわけで、ここは注意が必要と思われる。 

さらに、市況については、米国金利が緩やかに上昇し、つれて株価も上昇、さらに円安基調も

継続すると、市場は見ているようだ。なお、為替については、かつては「リスク回避の円買い」

と言われていたものが、現在は、「有事のドル買い」に変化しているとの指摘が増えていること

も事実であり、いずれにしてもここは一段と注意深いウォッチが肝要になってきているところだ。

そうした意味では、アフガニスタンからの米軍撤退が決定した一方で、1 万 7 千人に及ぶと見

られる対米協力者への「特別移民ビザ」発行の目途が立っていないことを、市場は注目している

ようだが、これも、ベトナム戦争終結時に同様の問題が生じた時に、若きバイデン議員（現大統

領）が、ビザ発給反対の急先鋒であったことを揶揄している側面が強いとも言われているわけで、

ここにも相応の注視が必要かもしれない。 

 

〇この間、米国の経済指標については、注目の雇用関連指標が多数公表されるので、ここは注視

が必要だ。まず気掛かりなのは、前月大幅に伸びが減少した、5 月「非農業部門雇用者数変化」

（4 日、市場は、前月比＋65.0 万人と、前月の＋26.6 万人から大幅に伸び増加予想）である

が、ここはさすがに大きく伸びが回復すると見込んでいる。さらに、5 月「失業率」（4 日、同

5.9％と、6.1％から低下予想）、5月「平均時給」（4日、同前年比＋1.6％と、＋0.3％から伸

び上昇予想）も改善するとの見方だ。なお、景況関連指標としては、5 月「製造業ＰＭＩ」（1

日、同 61.5と、速報値 61.5から横ばい予想）、同「サービス業ＰＭＩ」（3日、同 70.0と、

速報値 70.1から僅かに低下予想）も公表されるが、市場は、ここは動きに乏しいとの見ている

ようだ。 

さらに、実体経済指標についても、4月「建設支出」（1日、同前月比＋0.6％と、＋0.2％か

ら伸び上昇予想）については、回復が続くと見ているが、この一方で、4 月「製造業新規受注」

（4 日、同前月比＋0.5％と、＋1.1％から伸び低下予想）については厳しい見方をしており、

マスコミが盛んに囃しているほどには、景気回復基調がはっきり窺われる状況になっているわけ

でもないようだ。 

 

〇さらに、我が国の経済指標については、まずは、第 1四半期「法人企業統計調査」（1日、財

務省）に注目したい。市場は、特に設備投資に注目しており、前年比＋4.0％（同前々期‐10.6→ 

‐4.8％）と、プラスに転じると期待している。これは、機械受注・コア民需は低調としても、

世界的な需要増加に従って輸出は好調とあって、企業の設備投資意欲自体は強いと見ているため

だ。ただし、売上高（同前期比年率＋15.9→＋10.5％）、経常利益（同＋219.7→＋78.1％）

については、逆に、大幅減少に転じる見通しだ。その他の景況指標としては、5月「製造業・サ

ービス業ＰＭＩ最終」（各 1、３日）も公表されるが、市場は、前者（前月 53.6→当月当初 52.5）、

後者（同 49.5→45.7）ともに、どこまで悪化するかを気にしている。 

次に気掛かりなのは、消費動向であるが、まずは、4月「商業動態統計」（31日、経産省）で

確認したい。市場は、小売売上高が、前年比＋19.0％（同-1.5→＋5.2％）と、大きく伸びを
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高めると見ている。これは、3 月末に、「緊急事態宣言」が一時解除（4 月末に再発令）された

影響が大きく、特にこの間の百貨店の一時的伸びが大きいと見ているためだ。ただ、いずれにせ

よ、その後は、同宣言再指定に伴い再び大幅悪化が見込まれている。なお、5月「消費動向調査」

（31日、内閣府）も公表されるが、市場は、当然ながら、消費者態度指数が、33.0（同36.1→34.7）

と、さらに悪化すると見ている。ただし、4 月末での 3 度目の「緊急事態宣言」発令にもかか

わらず、人流はさほど減少せず、消費者センチメント（心情・心理等）は、さらに低下はしても、

そう大きくはないと見ているようだ。この他、5 月「新車登録台数」（1 日、自販連）も公表さ

れるが、市場は、前月（同＋2.4→＋22.2％）に、乗用車（同＋2.3→＋26.3％）中心に、大き

く盛り返した勢いをどの程度の失速で止め得るかを注目している。 

また、設備投資動向については、4月「住宅着工統計」（31日、国交省）で確認することにな

るが、市場は、前年比＋3.5％（同‐3.7→＋1.5％）と、さらに伸びを高めると見ている。これ

は、2019 年の消費増税と 2020 年のコロナ感染拡大で弱さが続いていた住宅市場も、そろそ

ろ底入れ兆しが見え始めると見ているためだ。 

最後は、4月「鉱工業生産」（31日、経産省）だが、市場は、前月比＋3.5％（同‐1.3→＋1.7％）

と、伸びが加速すると見ている。これは、世界需要の急回復に従い、半導体等一部に供給制約は

あるものの、国内需要も相応に強まりつつあると見ているためだ。なお、在庫（同‐0.7→‐0.4％）

についても、反転積み増しの動きが出て来ると見ているようだ。 

 

３．来週の公表予定経済指標 

〇来週についても、引き続き、コロナ感染と経済復興の行方を注視したいが、経済指標も、以下

のように重要なものが少なくないので、注意深くウォッチしたい。 

 

・景況関連； 第 1四半期「ＧＤＰ第 2次」（8日） 

    第 2四半期「法人企業予測調査」（11日） 

・消費周辺； 2月「毎月勤労統計」（8日） 

・物価関連； 3月「企業物価指数」（10日） 

・輸出関連； 3月「国際収支」（4日） 

・貸出関連； 3月「貸出預金動向」（8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(No245－追補) 

――「緊急事態宣言」再々延長等を巡る動き 

――米国バイデン政権の 2022年予算教書について 

――中国包囲網の一段の強まりについて 

 

〇コロナ感染については、ワクチン接種の進捗度如何等により、国別格差が一段と広がった感が

否めないところだが、我が国としても、新規感染者総数は減少方向にはあるものの、依然既往最

高を更新する地域が後を絶たないなど、いつの間にか、インドはもとより、これまで優等生と見

られていた、台湾、韓国ともども「コロナ対応立ち遅れ国」に仲間入りした格好になっている。

なお、「緊急事態宣言」、「蔓延防止等重点措置」についても、予想通りに、今週末に再延長措置

（詳細を末尾に掲載）がとられている。ただ、これとて、予定通りに解除されるか否かは、引き

続き「オリ・パラ開催問題」が燻（クスブ）っていることもあり、見通しにくい状況になってい

るのは確かだ。 

 

――なお、この間、我が国各シンクタンク（頭脳集団）では、今回の措置に伴う「経済損失予想」

を公表しているが、野村総研が 1 兆 2420 億円（既往措置を含めると 3 兆円超）、大和総研が

7000 億円（同 1 兆 6000 億円）と、その差は大きいものの、多額の損失を余儀なくされると

見ており、このままでは、第 2 四半期ＧＤＰも、当初のプラス復帰見通しから、2 期連続での

マイナス継続は不可避と見られている。 

このため、我が国でも、特に影響の大きい、飲食業、対面各種サービス業中心に、「何故延期

するのか」、「解除の具体的要件は何か」といった点に、政府・都から納得のいく説明がないとか、

公約している各種支援金（年初の 2度目の「緊急事態宣言」に伴う「一時支援金」については、

予定の 160 万件に対し約 38 万件の申請にとどまり、うち給付は約 22 万件）も手続きの煩雑

さや支給遅れもあって期待できない等の指摘も少なくなく、中には、「これでは死活問題」とし

て不満の念を強める向きも増加しているようだ。 

 

――ところで、これまでの長期間のコロナ感染でそれなりの知見の蓄積も進んでいるわけで、結

局、コロナ対策として有効なのは、「集団免疫」を如何に早期に確保するかであることが判明し

た形だ。そして、そのためには、①ワクチン接種、②無症状者を含む罹患者（リカンジャ）の早

期発見・隔離、③必要に応じたロックダウンの実行（マスク、ソーシャルディスタンスの徹底は

重要としても、それだけでは不十分）を、如何に素早く進め得るかにかかっていることが自明（ジ

メイ：説明や照明をするまでもなく明白）とされている。もちろんこれには経済・人権との絡み

をどう考えるかという国別の事情があり、必ずしも同一行動を採りえないとしても、残念なこと

に、我が国はいずれも、先進国中最後発組となっていることも事実なのだ。 

さらに、かつてコロナ対策優等生と言われた、台湾・韓国の足元の困窮の原因が、過去の成功

体験に拘り過ぎ（コダワリスギ）たことにもあると見られてもいるわけで、我が国としても、こ

の点からも学ぶ必要があるように思う。 
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――ただ、こうした中、先進国の米国では、13日には、「疾病対策センター」（ＣＤＣ：他に疾

病予防管理センター等とも呼ばれる）が、新たなガイドラインを発表し、「ワクチン接種を完了

し 2週間経過すれば、マスク着用も、ソーシャルディスタンスの確保も必要ない」としており、

つれて、急速に人流・経済が活発化し、我が国をはじめとする「ワクチン接種立ち遅れ国」との

格差が広がってきていると言われているわけであるが、どうも、ここにも問題が潜んでいると指

摘する向きがあり、相応の注意が必要だ。 

即ち、米国としても、ここにきてワクチン接種スピードが、様々な手法を駆使してはいるが、

急速に低下してきているということも事実で、このため、年末までには何とか「集団免疫」（通

常、人口の 6割から 9割が免疫を獲得することが必要と言われている）を確立したいとしてい

た公約も、現状の接種率 5 割程度のまま足踏めば、ほぼ不可能になると言われているのだ。背

景は次の 3点だ。①接種を忌避する人々が少なくないこと、②12歳未満の若年者を対象外とし

ていること、さらには、③免疫期間も未だ不明なうえ、新たな変異株への対応、季節性・人口密

度・宗教等の環境的要素への配慮も不十分との指摘だ。 

要するに、人口の 40％のワクチン接種が完了している南米チリでも新規感染が急増している

実情を見てもわかるように、ウイルスは常に環境に適応した「変異株」を生み続けてもいるわけ

で、これらを勘案すれば、我が国としても、単にワクチン接種を早めるだけで済む問題ではなく、

結局は、人的交流制限等との合わせ技を講じる必要があるということだ。なお、我が国のコロナ

対応については、マスコミの中には、明らかに「第 3 の敗戦」に相当し、その原因を、①緩い

法制度、②担当部署のバラバラな運用、③有事に弱い政治指導に求め、ここから脱却しなければ、

有効な解決は不可能と、指摘する向きもあり、ここは肯首（コウシュ：うなずく・承知する）可

能だ。いずれにしても、我が国としても、場合に因っては、「遅行メリット」を享受する気概を

持って、何とか早期解決を図る必要があることは事実だ。 

 

「緊急事態宣言」等の内容まとめ 

（１）宣言等の発令状況 

・「緊急事態宣言」・・東京、大阪、京都、兵庫の 4都府県は、当初の 5月 11日、31日を経て、

6月 20日まで再延長。 

北海道、愛知、岡山、広島、福岡の 5道県は、当初の 5月 31日から、6月 20日に延長。 

なお、5月 23日に発令された沖縄は、当初から 6月 20日が期日。 

・「蔓延防止等重点措置」・・埼玉、千葉、神奈川、岐阜、三重の 5 県は、当初の 5 月 31 日か

ら、6月 20日まで延長。 

石川、群馬、熊本は、当初からの 6月 13日が期日。 

（２）宣言等の主な内容 

・不要不急の外出・移動の自粛 

・大規模イベントの制限・・定員 50％または 5千人のいずれか少ない方 

・酒類またはカラオケ設備を提供する飲食店等の休業要請、それ以外は、20時までの時短要請、
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イベント関連施設も同様。なお、いずれも、感染防止ガイドラインを遵守 

・職場への出勤者数の 7割削減、テレワーク推進 

（３）追加の主な支援策 

・困窮世帯向け支援金の申請期限を延長 

・雇用調整助成金の特例措置を 7月末まで継続 

・政策金融公庫による実質無利子・未担保融資の申請期限を年末まで延長 

ただし、東京都、大阪府は、若干独自路線を設定。なお、これらを受けて、有力百貨店は、独

自に、6月 1日から、平日の平常営業、休日の一部営業を再開、さらに、飲食店等の中には「背

に腹は変えられない」として、営業再開に踏み切る先も少なくないなど、区々（マチマチ）の動

きになっている。 

 

〇こうした中、米国バイデン政権は、28日、連邦議会に対し、2021年会計年度の予算教書（翌

会計年度予算案の編成方針を示す文書）を提出したが、その予算総額は、6兆 110億ドルと前

年当初予算額を 3 割も上回る規模になり、市場の注目を集めている。ただ、一方で、政府債務

のＧＤＰ比率は、コロナ危機前の 100％強から 138％（戦後 1946年で 119％）にまで急増、

さらに、財政赤字も、法人税率を 21％から 28％に引き上げることを前提にしても（共和党の

反対姿勢強く実現不能と見られている）、約 1兆 8千億ドル（ＧＤＰ比率 7.8％）と、リーマン

ショック後の水準に並ぶ計算になるわけで、「バイデノミクス（バイデン政権の経済政策）」の危

うさを指摘する向きもあることには留意が必要だ。 

なお、バイデン政権は、当該予算の前提として、上述のように法人税率を予定通りに引き上げ

ることや、2021年、2022年および 2031年の実質成長率を、各＋5.2％、＋4.3％、＋2.0％

と、議会予算局の 2 月時点での見通し（同、＋4.6％、＋2.9％、2026～31 年平均＋1.7％）

を大きく上回る数値を前提条件としているわけで、さらには、米国では最終的な予算編成権を議

会が握っていることもあり、ここは、実現可能性については、慎重に見定めたほうが良さそうだ。 

ただ、市場としては、これを受けて、政府の金融緩和姿勢継続が確認されたとして、さらに株

価上昇に働くものと見ているようだが、週報本文で述べたように、米国の経済政策の行方を最も

左右する指標とされている雇用統計について、市場は「改善する」と見ているが、実体経済指標

は必ずしも良いわけではなく、ここを市場がどう判断するか、そして、市況にどう反映するかは、

大いに気になるところだ。一般的には、景気改善と見て、株価上昇につながると予想されるが、

市場が、「テーパリング（中央銀行の量的金融緩和策縮小）」時期が早まると見れば、株価低下に

つながる可能性もある。 

 

〇こうした中、米国の対中強硬策に同調する動きが、世界各国で加速しているようにも見えるわ

けで、ここも大いに気になるところだ。 

即ち、米国では、かつて 40 年間にわたり対中協調姿勢を採り続けてきていたわけであるが、

それが、トランプ政権下では、極めて厳しい姿勢（①貿易制裁、②情報通信技術の米国からの締

め出し、③南シナ海の航行の自由強調、④台湾への急接近）に改められ、それが、バイデン政権
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に至っても、当初は融和政策に切り替えるとも見られていたが、事実は、閣僚級の貿易協議を再

開してはいるが、基本的には、この姿勢を踏襲しており、人権問題に関してはむしろより厳しい

姿勢を示しているといった状況だ。 

この間、欧州等各国も、トランプ前大統領時代には、遺憾の姿勢を採りながらも、これを傍観

あるいは米国に自制を求める姿勢と採り続けていたわけであるが、ここにきて急速に、自らの問

題としてとらえる動きが広範化し、米国に同調する向きが増加し始めている。要するに、自由主

義陣営の中国包囲網が一段と強化されているわけで、例えば、中国向け輸出が断トツのオースト

ラリアが中国との対立姿勢を精鋭化しているほか、ニュージーランドがこれに続き、これまで、

やや中国寄りとも見られた、英・仏も、対立姿勢を明確にしている。さらには、中東・アジアで

の「中国熱」も冷めつつあるようで、なかでも、インド、フィリピン等が、中国批判姿勢を強め

ているなど、これまでに見られなかった状況が現出している。 

なお、我が国は、Quad（クアッド）首脳会議メンバー（米、日、インド、オーストラリア）

として、こうした動きの先頭に立たされた格好であるが、この一方で、中国は、輸出先としては

断トツの1位でもあるわけで、ここは極めて難しい立場に立たされていると見られるところだ。 

                                             

以 上 
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