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先週および今週の我が国主要経済指標から（№246） 

1.先週の動き概要 

〇先週も、引き続き、コロナ感染とこれに絡んだ経済復興の行方を注目したわけであるが、ワク

チン接種先進国と、我が国を含めたワクチン後進国との差が一段と拡大した格好だ。こうした中、

我が国では、オリ・パラ開催の是非が一段と論議を呼んでいる。 

なお、市況については、ＮＹ市場が、後述の雇用統計が好調だったことを好感、ＦＥＤ（連邦

準備制度、中央銀行制度）の早期緩和縮小策は遠のいたとして、長期金利が低下し、つれて、株

価を上押した形での週越えになった。いずれにせよ、東京市場を含め、僅かな経済指標の変化（市

場の中には、今回の雇用統計にしても「良いが十分とは言えない」との評価を下す向きもある）

で上下するほか、企業間の落差が大きいことも確かであり、引き続き注意が必要だ。さらに、日

銀は、4月 21日以降、ＥＴＦ（上場投資信託）の購入を見送っており、市場は、日銀の金融政

策姿勢に変化の兆しありと受け取る向きもあり、ここにも注意が必要だ。なお、原油については、

1日に、「ＯＰＥＣプラス」が開催されたが、結局、「7月まで協調減産を段階的に縮小」する既

定方針が再確認されたことから、引き続き高値で推移する格好になった。 

 

〇この間、米国の経済指標については、とくに雇用関連指標に注目していたわけであるが、5月

「非農業部門雇用者数変化」（4日、前月比＋55.9万人と、前月の＋27.8万人＜速報値＋26.6

万人から上方修正＞から大幅に伸び増加）は、結局、市場予想（＋65.0万人）ほどではなかっ

たものの、大きく伸びが回復した形になった。さらに、5月「失業率」（4日、同 5.8％と、6.1％

から低下）、5月「平均時給」（4日、同前年比＋2.0％と、＋0.4％＜速報値＋0.3％から上方修

正＞から伸び上昇）についても、ともに市場予想（各 5.9、＋1.6％）を上回る改善をみている。

なお、第 4週「新規失業保険申請件数」（3日、同 38.5万件、40.5万件＜速報値 40.6万件か

ら下方修正＞から減少）については、予想（39.0 万件）以上に減少が進んだ格好となったが、

同「失業保険継続受給者数」（同 377.1万人と、360.2万人＜速報値 364.2万人から下方修正

＞から増加）については、逆に増加に転じているが、市場には、失業給付金加算が労働者の就業

活動を阻害していると問題視する向きもあることには注意が必要だ。なお、景況関連指標として

は、5月「製造業ＰＭＩ」（1日、同 62.1と、速報値 61.5から上昇）、同「サービス業ＰＭＩ」

（3 日、同 70.4 と、70.1 から僅かに上昇）も公表されたが、ともに、市場の横ばい予想とは

異なり、小幅ながらも改善が続いた格好だ。ただ、第 1 四半期「非農業部門労働生産性・改定

値」（3日、同前期比＋5.4％と、速報値＋5.4％から伸び横ばい）は、市場の上方修正予想に反
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し、結局横ばいの伸びにとどまるなど、まだら模様から抜けきっていない状況が続いている。 

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＋0.2％と、＋0.2％か

ら伸び横ばい）については、市場のさらに回復テンポを高めるとの予想（＋0.5％）に反し、伸

び横ばいにとどまっているほか、4 月「製造業新規受注」（4 日、同前月比‐0.6％と、＋1.1％

からマイナスに転化）については、市場は伸びが鈍化してもプラスにとどまると見ていた予想（＋

0.5％）に反し、マイナスに転じており、景況感の思惑先行が続いているとの印象だ。 

 

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）に注目したが、市場が特に注目して設備投資は、前年四半期比‐7.8％（同前々四半期‐

10.6→前四半期‐4.8％）と、プラスに転じると見ていた市場予想（＋4.0％）に反し、前四半

期をも上回るマイナスが継続する形になっている。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た市場

の期待を裏切るもので、正直ややショックだ。ただ、売上高は、同‐3.0％（同‐11.5→‐4.5％）

と、マイナス幅を 7期連続で縮小し続けている。もっとも、コロナに直撃されている 3業種（宿

泊、飲食、生活関連サービス業）での落ち込みは顕著だ。さらに、経常利益に至っては、同＋

26.0％（同‐28.4→‐0.7％）と、大幅プラスに転じており、他の先進国に後れを取っているこ

とは事実としても、総じては、回復方向にあることも確かなようだ。（ただし、前述の 3業種は

逆の動き） なお、この間、金融業・保険業を含む全産業ベースでの経常利益は、同＋31.2％

（同‐24.2→‐0.9％）と、2019年第 2四半期（同‐12.0％）にマイナスに転じて以来、ほぼ 2

年ぶりにプラス（しかも大幅）に転じたわけで、ここは特筆したい。その他、5月「製造業・サ

ービス業ＰＭＩ最終」（各 1、３日）も公表されたが、結局、前者は、53.0（前月 53.6→当月

当初 52.5）と、上方修正され、後者も、46.5（同 49.5→45.7）と、ともに、ともに前月から

は悪化していても、当初予想を上方修正した格好になっている。ただ、いずれも、来月について

は、悪化予想（各 52.3、46.0）になっており、ここは注意が必要だ。 

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

確認すると、小売売上高が、前年比＋12.0％（同＋0.9→＋5.2％＜速報値＋5.3％から下方修

正＞）と、市場予想（＋19.0％）ほどではないにしろ、大きく伸びを高めている。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ようだ。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わけで、ここは留意が必要だ。なお、5月「消費動向調査」（31日、内

閣府）も公表されたが、季節調整済み消費者態度指数は、34.1（同 36.1→34.7）と、さらに

悪化してはいるが、市場予想（33.0）に比べれば、極く小幅悪化にとどまっている。これは、4

月末には、3度目の「緊急事態宣言」発令があったわけであるが、結局、人流はさほど減少せず、

消費者センチメント（心理・心情）の低下も小幅にとどまった故と見られる。なお、内訳を見て

も、当然、改善した項目はなく、「暮らし向き」（前々月 38.0→前月 36.9→当月 36.5）、「収入

の増え方」（同 37.2→36.6→36.0）、「雇用環境」（同 31.0→29.1→27.7）では、2 か月連続

での悪化が続いてはいるが、その悪化幅は、「収入の増え方」を除き、より悪化してしかるべき

当月の方が小幅化しており、ここは若干気になるところだ。この他、5 月「新車登録台数」（1

日、自販連）も公表されたが、市場には失速もあり得るとの懸念もあったが、結局は、前年比＋
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30.9％（同＋2.4→＋22.2％）と、さらに伸びを加速させた格好だ。とくに、乗用車が、同＋

34.1％（同＋2.3→＋26.3％）と、大幅な増加となっている。ただ、これとて、前年が大幅に

減少した反動といった面も多く、前々年比で見れば、‐21.7％（うち乗用車－22.0％）と、依

然水面下から脱出していないとの見方もあり。ここは注意が必要だ。 

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）で確認したが、前年

比＋7.1％（同‐3.7→＋1.5％）と、強気の市場予想（＋3.5％）をさらに大きく上回る形での

伸び増加となった。ただ、内訳を見ると、貸家は、同＋13.6％（同‐0.4→＋2.6％）、持ち家が、

同＋8.8％（＋4.3→＋0.1％）と、急伸しているのに対し、分譲住宅が、同‐0.3％（同‐14.6→

＋2.8％）と、再びマイナスに転じており、ここは気になるところだ。もっとも、いずれにしろ、

市場としては、2019 年の消費増税と 2020 年のコロナ感染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た結果として好感しているようだ。 

最後は、4月「鉱工業生産」（31日、経産省）だが、市場は、前月比＋2.5％（同‐1.3→＋1.7％）

と、市場予想（＋3.5％）ほどではないにしろ、2 か月連続で伸びが加速した格好だ。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、国内需要も一転して回復基調

が続いているためだ。なお全体 15業種のうち 12業種で前月比上昇となっている。 

 

２．今週の動き予想 

〇今週についても、引き続き、コロナ感染と経済復興の行方を注視したいが、こうした中、我が

国の「緊急事態宣言」の行方や、政府と同感染症対策分科会との、オリ・パラ開催を巡っての意

見相違が異例の形で明確化していること、そして、急ピッチで進むワクチン接種の動き等、気掛

かりな点が数多く、いずれにしろ、きめ細かなウオッチが必要と思われる。 

さらに、市況面、「政治・地政学リスク面」でも、予測しにくい事態が続いていることも確か

なので、ここにも相応の留意が必要だ。なお、我が国の「10年国債」の業者間売買高が、5月

には約 21年ぶりの低水準になっていたなかで、6月 1日には、11か月ぶりに売買が成立しな

かったことから、市場には、国債市場の機能不全の深刻化を指摘する向きもあり、ここは、今後

の日銀の政策姿勢の変化をも含め、注意したほうが良いかもしれない。 

 

〇この間、米国の経済指標については、まずは景況指標に注目したいが、6月「ミシガン大学消

費者態度指数・速報値」（11日、市場は、84.0と、前月の 82.9から上昇予想）については、

引き続き改善が進むと見られている。なお、第 1週「新規失業保険申請件数」（10日、同 37.2

万件と、38.5万件から減少予想）についても、順調に減少継続すると見ているようだが、いず

れにせよ、景況指標としての注目度は落ちてきている。 

その他の実体経済指標では、5月「消費者物価指数・コア＜除く食料品・エネルギー＞」（10

日、同＋3.4％と、＋3.0％から伸び上昇予想）が、さらに上昇を続けると見られている。なお、

半導体不足が自動車価格の高騰を呼び込んでいるのも事実のようだ。さらに、4 月「貿易収支」

（8 日、同‐687 億ドルと、‐744 億ドルから赤字幅縮小予想）については、赤字状況の改善が

進むと見られている。なお、この間、中国の 5月「貿易収支」（7日、505.0億ドルと、428.6

億ドルから黒字拡大予想）もさらに改善が進むと見られている。 
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〇こうした中、我が国の経済指標については、まずは、景況を、5 月「景気ウォッチャー調査」

（8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、32.0（前々月 49.0→

前月 39.1）と、さらに悪化すると見込んでいる。これは、コロナ感染者数の減少ペースが緩や

かにとどまり、「緊急事態宣言」も延長されたことで、事業者センチメントも年初水準にまで低

下していると見ているためだ。さらに、第 1四半期「ＧＤＰ第 2次」（8日、内閣府）も公表さ

れるが、市場は、実質ＧＤＰ成長率が、前期比年率‐5.2％（同前々期＋22.8→前期＋11.7→当

期第 1 次速報‐5.1％）と、僅かではあるが下方修正されると見ている。これは、注目の設備投

資が、全体では回復傾向にあるとしても、非製造業での弱さが一段と明らかになり、結局、同‐

5.6％（同‐8.1→＋18.3→‐5.5％）と、下方修正を余儀なくされると見ているためだ。その他、

個人消費（同＋22.2→＋9.0→‐5.6％）等では、第 1次速報比横ばいと見ているようだ。 

次は、消費周辺指標の、2 月「毎月勤労統計」（8 日、厚労省）であるが、市場は、現金支給

総額が、前年比＋1.5％（同前々月‐0.4→前月＋0.6％）と、さらに伸びを高めると予想してい

る。これは、年明け後の支給総額が、「緊急事態宣言」発令時にもかかわらず大きく改善してい

ることから、その勢いが続くと見られるほか、前年（同‐0.7％）が急減している事の反動も大

きいとの見方だ。 

また、さらに気掛かりな物価動向については、3月「企業物価指数」（10日、日銀）で確認す

ることになるが、市場は、国内企業物価は、前年比＋4.0％（同＋1.2→＋3.6％）と、原油価格

とドル円相場の上昇を反映して、さらに伸び率を高めると見ている。 

さらに、輸出動向を、4 月「国際収支」（8 日、財務省・日銀）で確認する予定であるが、市

場は、輸出・輸入ともに増加するものの、医薬品や半導体を中心に輸入の伸びが上回り、結局、

季節調整済み貿易収支（同‐０．０１→＋0.78兆円）の黒字幅は縮小に転じると見ている。ただ

し、第 1 次所得収支（同＋2.27→＋1.44 兆円）は、前月の反動もあって、黒字幅を拡大する

見込みから、経常収支は、＋1.72 兆円（同＋1.84→＋1.69 兆円）と、黒字幅を拡大すると見

ている。 

最後は、貸出動向を、5 月「貸出預金動向」（8 日、日銀）で、確認することになるが、市場

は、前月に伸び急減した総貸出平残（同前年比＋6.2→＋4.8％）が、「緊急事態宣言」発令下に、

どうした動きになるか注目している。特に、前月は、都銀等（同＋6.7→＋3.9％）で伸び鈍化

が大きく、信金（同＋8.6→＋8.3％）では、小幅な伸び低下にとどまるなど、業態格差が拡大

していたが、この行方を気にしているようだ。なお、預金平残（同＋9.9→＋9.5％）について

は、小幅な伸び低下が続くとの見方だ。 

 

３．来週の公表予定経済指標 

〇来週については、以下のように、公表予定指標は数少ないが、経済状況は引き続き、難しい状

況が続くと思われるので、注視を怠らないことが肝要だ。 

 

・物価関連；5月「全国消費者物価指数」（18日） 

・設備関連；4月「機械受注」（16日） 
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・4月「設備稼働率」（14日） 

・生産関連；4月「鉱工業生産・確報値」（14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(No246－追補) 

       ――ＯＥＣＤは、さらに格差拡大した経済成長予測を公表 

       ――半導体供給不足に因る関連製品減産の動きについて 

 

〇ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）は、31日、2021年の世界の実質経済成長率が、＋5.8％（前

回 3月時点予測＋5.6％）になると、さらに上方修正した格好だ。これは、米国や中国が牽引す

る形で、世界経済が着実な回復傾向を辿ると見込んでのことだ。ただ、この一方で、新たなコロ

ナ変異株の発生や、先進国を中心にした過去例を見ない規模の景気刺激策が長引くことになれば、

逆に、インフレリスクも生じうると指摘しており、ここは留意が必要だ。さらに、こうした中で、

我が国の成長率見通しについては、同＋2.6％（同＋2.7％）と、先進国中では異例の下方修正

となっており、市場は注目している。これは、我が国のワクチン接種の遅れや、度重なる「緊急

事態宣言」発令に因る消費低迷の長期化、そして潜在的な成長率の低さ等を勘案してのことと思

われるが、いずれにしろ、ここは、相当に気になるところだ。 

なお、ＯＥＣＤは、経済見通し公表に合わせて、日本政府に政策提言（①経済を下支えするた

め、短期的な財政支出を継続、②コロナ感染拡大を食い止めた後には財政健全化に向けた努力を

再開すべき）もしている。この内容は、決して目新しいものではないが、世界が、我が国に対し、

こうした提言をするのは異例であり、そうせざるを得ないと考え始めていることも含め、真摯に

向き合う必要があると思われる。 

また、来年の成長率見通しについては、今年が急回復することもあって、減速すると見ており、

ここも注意してウオッチする必要がある。 

 

ＯＥＣＤの実質経済成長率予測 

             2021年（前回予測）    2022年 

世界全体  ＋5.8％（＋5.6％）    ＋4.4％ 

日本    ＋2.6  （＋2.7）    ＋2.0 

米国    ＋6.9  （＋6.5）    ＋3.6 

中国    ＋8.5  （＋7.8）    ＋5.8 

ユーロ圏   ＋4.3  （＋3.9     ＋4.4 

 

〇次に気になるのは、世界的に半導体不足が表面化して、生産停滞の原因になっていることだ。

しかもこれは、特に話題になっている自動車にとどまらず、パソコン、プレイステーション等と

いったゲーム機まで含めた電気製品すべてに影響を与えているのが事実だ。 

通常、この原因としては、以下の２点が指摘されている。 

①最終製品の需要そのものが急増していること。これは、そもそもあらゆる電化製品に半導体が

大量に使用されるようになっている中で、自動車が欧米等でのコロナ収束気配に伴い需要急増、

そして、パソコン、ゲーム機についても、コロナによるリモートワークの一般化や巣ごもり市
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場の隆盛といった生活スタイルの変化に伴う需要急増が出現していることから、供給が追い付

かなくなってきていることだ。 

②米中対立に従い、中国のファーウェイや中国資本が入っている半導体製造企業を締め出す動き

が広範化しており、供給体制が細っていること。なお、このため、欧米等では、台湾の半導体

企業（ＴＳＭＣ）へ発注に集中させており、これがさらに機能不全を生じさせているようだ。

また、我が国で言えば、これにルネサスエレクトロニクスの火災（3月）が追い打ちをかけた

形になっている。 

こうした中、主要国では、経済・軍事両面で、半導体を戦略物資とみて、同産業の競争力を如

何に高めるかを重要課題とし始めているようだ。例えば、バイデン大統領は、この対応として 4

月に 2 兆ドル規模の「インフラ投資計画」を打ち上げ、ＥＣもこれに続く構え（2030 年まで

に域内の半導体生産を倍増する）を見せている。いずれにしろ、これらの本格稼働は来年後半ま

で待たざるを得ない（逆に言えば、来年後半にはこの問題も解決する可能性ありとも言える筋合

い）としても、世界の産業構造の大きな転換点に立たされている可能性もあるわけで、注意が必

要だ。 

なお、この一方で、市場には、コロナ対策同様、我が国政府の本件での対応の遅れを懸念する

声を強めているようだ。ただ、もともと我が国は、半導体製造の世界シェア 50％超（現在は約

9％）を占有していた時期もあったばかりか、世界に誇れる技術も保有しているわけであり、さ

らには、半導体関連装置や素材の中には、依然として、世界トップシェアのものも少なくないわ

けでもあることから、これらを活用するなどして、再び世界をリードする競争力を高める方策を

早急に策定する必要があると思われるのだが、どうだろうか。 

                                            

以 上 
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