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先週および今週の我が国主要経済指標から（№248） 

１．先週の動き概要 

〇先週についても、引き続き、コロナ感染と経済復興の動きに注目したが、コロナワクチン接種

状況の差が、各国の経済復興の差をさらに拡大させている。例えば米国では、ワクチン接種普及

が進むにつれて、人手不足が、とくに飲食や小売店中心に深刻になっているようだ。しかも、手

厚い失業給付がこれに拍車をかけるといった異例の状況が生じている。 

なお、こうした中で、我が国では、20日を期日とする「緊急事態宣言」について、沖縄は継

続、東京・北海道・愛知・大阪・京都・兵庫・福岡は、「蔓延防止等重点措置」に切り替え、岡

山（ただし、規制緩和は徐々に行う方針を表明）・広島は解除と、やや複雑な対応をしている。

なお、もともと、「蔓延防止等重点措置」に指定されていた、埼玉・千葉・神奈川は継続、岐阜・

三重は解除されている。また、注目されていた「酒類提供如何」については、「コロナ対策と 19

時終了の徹底」を条件に、各自治体の判断にゆだねられた格好だ。さらに、オリ・パラ開催につ

いては、観客上限を 1万人にすることに決定したが、なお、議論が続いている。 

また、「政治・地政学リスク」分野では、週末に開催された「拡大Ｇ７」により、米国主導の

中国包囲網がさらに拡大され、それに対し中国も反発姿勢を一段と強めた形での週越えとなった。

なお、中国の経済指標を見ると、重要指標である、5 月「小売売上高」（16 日、前年同月比＋

12.4％と、前月の＋17.7％から大きく伸び低下）、5 月「鉱工業生産」（16 日、同＋8.8％と、

＋9.8％から伸び低下）ともに、増勢鈍化が目立っている。市場には、これも、自動車中心に半

導体の供給不足の影響等が大きく一時的な現象と見るむきもあるが、ここは注意して見て置く必

要があるようだ。 

こうした中で、日米の金融政策決定会合が、相次いで開催されたが、日銀は、結局、市場予想

通りに、コロナ禍で困窮する企業向けの資金繰り支援策を、2022 年 3 月末に期限延長したほ

かは、さしたる変更はなかった。ただ、この一方で、ＦＲＢ（連邦準備制度理事会）は、危機的

対応の手仕舞を早める姿勢を明確にしており、このため、株価は下落、為替はドル高に振れた格

好だ。ただし、長期金利の上値はこれまでになく重い。（この点の詳細は、別添追補参照。） 

 

〇こうした中、米国の経済指標については、まずは、景況を、6 月「ＮＹ連銀製造業景気指数」

（15 日、17.4 と、前月の 24.3 から大幅低下）で確認したが、慎重な市場予想（22.0）をも

下回る大幅悪化となっている。さらに、6月「フィラデルフィア連銀製造業景気指数」（17日、

同 30.7と、31.5から低下）も、小幅ではあるが、市場予想（31.0）を上回る悪化に転じてお
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り、仮にこれが一時的なものとしても、ここは注意したほうが良さそうだ。なお、第 2 週「新

規失業保険申請件数」（17 日、同 41.2万件と、37.5 万件＜速報値 37.6 万件から下方修正＞

から増加に転じた）、同「失業保険継続受給者数」（17 日、同 351.8 万人と、351.7 万人＜速

報値 349.9万人から上方修正＞から小幅ながらも増加）は、ともに市場の減少継続予想（各 36.0

万件、342.1万人）とは逆に、増加に転じており、正直これは意外だ。 

さらに、実体経済指標についても、注目の消費動向については、5月「小売売上高」（15日、

同前月比‐1.3％と、＋0.9％＜速報値 0.0％から上方修正＞からマイナスに転化）が、行動制限

が大幅に緩和されたにもかかわらず、慎重な市場予想（‐0.7％）をさらに下回る水準まで低下

している格好だ。なお、5月「鉱工業生産」（15日、同＋0.8％と、＋0.1％＜速報値＋0.7％＞

から伸び上昇）、5月「設備稼働率」（15日、同 75.2％と、74.6％＜速報値 74.9％から下方修

正＞と、上昇）は、ともに改善が進んだ格好ではあるが、これとて、前月の下方修正分が当月に

上乗せされただけとも読めるわけで、ここは軽々には判断しないほうが良さそうだ。さらに、住

宅関連の動きについても、5月「住宅着工件数」（16日、同年率換算 157.2万件と、151.7万

件＜速報値 156.9万件から下方修正＞から増加）については、市場予想（164.0万件）ほどで

はないにしても、引続き高い水準で推移しているが、5 月「建設許可件数」（16 日、同 168.1

万件と、173.3万件＜176.0万件から下方修正＞から減少）は、市場予想（173.0万件）をさ

らに下回る水準にまで減少しており、ここにも、まだら模様が増えた感が否めない。ただ、この

一方で、物価関連指標については、5月「卸売物価指数・コア＜食品・エネルギー除く＞」（15

日、前年同月比＋4.8％と、＋4.1％から伸び上昇）が、予想通りに伸びが加速している。 

 

〇なお、我が国については、まずは、景況関連の、6月「ロイター短観」（17日、ロイター通信）

を注目していたが、製造業は、22（前々月 13→前月 21）と、高水準横ばいと見ていた市場予

想をしり目に若干ながらも改善した格好だ。 

さらに、気掛かりな物価動向については、5月「全国消費者物価指数」（18日、総務省）で確

認したが、コア（除く生鮮食品・エネルギー）が、前年同月比‐0.2％（同前々月＋0.3→前月‐

0.2％）と、ほぼ市場予想（‐0.3％）通りに、マイナス継続の格好となった。ただ、内訳をみる

と、教養娯楽（前月＋1.1→当月＋0.6％）、家具・家事用品（同＋2.5→＋2.1％）といった伸

びを縮小させている項目もあるが、その他の項目では、マイナス幅縮小、伸び上昇となっており、

特に、光熱・水道同（同‐2.8→‐0.3％）、教育（同＋0.8→＋1.3％）等での改善が目立っている。

なお、通信大手による携帯電話通信料引き下げによる押し下げ効果（‐0.6 ポイント）が大きい

と見られていた、交通・通信（同‐2.3→‐1.5％）も、全体では、逆にマイナス幅を縮小してい

る。この間、生鮮食品（同‐7.3→‐5.2％）は、減少幅を縮小し、ガソリン（同＋13.5→＋19.8％）

は、さらに伸びを大きく加速させている。 

また、設備投資動向については、4月「機械受注」（16日、内閣府）で確認したが、コア民需

（船舶・電力を除く）が、前月比＋0.6％（同‐8.5→＋3.7％）と、プラスを維持はしたが、慎

重な市場予想（＋2.0％）さえ下回る小幅上昇にとどまった。これは、製造業は、年初に大きく

落ち込んだ機械受注も、企業の生産活動の回復に従い増加基調に転じつつあることを映じ、同＋

10.9％（同‐5.5→‐0.1％）と、4か月振りの大幅プラスに転じたが、この一方で、非製造業が、

逆に、同‐11.0％（同‐10.9→＋9.5％）と、再びマイナスに転じたためだ。ただ、同時公表さ
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れた「第 2 四半期見通し」は、同＋2.5％（同＋12.9→‐5.3％）と、プラスに回帰する見通し

になっており、製造業中心とした設備投資回復に徐々につながり始めているように見える。 

最後は、輸出動向を、5月「貿易統計」（16日、財務省・日銀）で確認すると、輸出が、季節

調整済み前月比＋0.0％（同＋6.5→＋2.5％）と、堅調な内外需を反映して、伸びを縮小させて

も増加基調が継続するとの市場予想（＋0.3％）に反し、横ばいにとどまった。（なお、原計数

ベースでは、前年同月比＋49.6％、輸入が同＋38.6％と大幅増加になるが、これは、前年が極

端に減少していたことを勘案する要あり。） さらに、輸入も、前月比＋0.7％（同＋0.3→＋7.5％）

と、市場のマイナス転落予想（‐4.5％）に反し、小幅ながらも増加基調を維持したことから、

結局、貿易収支は、＋0.04兆円（同＋0.37→＋0.06兆円）と、市場予想（＋0.38兆円）はも

とより、大きく黒字幅を縮小した前月をさらに下回る水準まで黒字減少した格好となった。なお、

国別に見ると、米国向けが、前年比＋87.9％（同＋4.8→＋45.1％）と、3 か月連続での増加

となった一方で、中国向けは、同＋23.6％（同＋37.2→＋33.8％）と、11か月連続増加とな

っているが、伸びはやや鈍化した格好だ。ただ、輸出額ベースでは、中国向けが米国向けを 26.1％

（1兆 3927億円/1兆 1045億円、同 31.9→24.0％）上回っており、断トツの 1位の状況が

続いている。 

 

２．今週の動き予想 

〇今週は、コロナワクチン接種と、経済復興の動きが引き続き注目されるところではあるが、こ

うした中で、ワクチン接種が進捗し、経済活動も再活発化させている米国等で、新たな変異種で

の感染が拡大しているほか、ロシアでも急増、英国では、行動規制の完全解除を延期するといっ

た動きもあるので注意が必要だ。そして、我が国としても、「緊急事態宣言」を解除したものの、

オリ・パラ直後の 9 月上旬には、4 度目の「緊急事態宣言」を発出せざるを得なくなると試算

する向きもあり、その場合には、衆議院解散時期（現状は 9月上旬と見られているようだ）も、

不透明になる恐れもあるだけに、今後とも、この行方をきめ細かくフォローする必要がありそう

だ。 

さらには、「政治・地政学リスク」面でも、イラン大統領選挙で、保守強硬派のライシ氏が選

出されたことから、米国との間での偶発的衝突の可能性も高まっており、ここは注意が必要だ。

これに加え、中国包囲網の行方や、香港・台湾問題、さらには市況問題等、注視すべき課題は、

引続き山積だ。 

また、市況面でも、前述のＦＲＢ理事の「2022年にも利上げ」発言は、他のＦＯＭＣ（連邦

公開市場委員会）メンバーの少なからぬ意向を代弁しているようにも見え、予想外に市場に波紋

を投げかけており、行方が注目される。 

 

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・確報」（25日、市場は、87.2と、前回の 86.4から上昇予想）は、さらに改

善が進むと見られている。さらに、前月現行統計が始まって以来、ともに最高値を付けた、6月

「製造業ＰＭＩ」（23日、同 62.1と、前月 61.5から上昇予想）、6月「サービス業ＰＭＩ」（23

日、同 70.4 と、70.1 から上昇予想）は、最高値を更新する形で、速報値（各 62.1、70.4）
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横ばいとなる見込みだ。 

この間、実体経済指標では、5月「個人所得」（25日、同前月比‐2.8％と、‐13.4％から大幅

マイナス縮小予想）が、その幅を大きく縮小しながらも、依然水面下にとどまる見込みから、5

月「個人消費支出」（25日、同＋0.5％と、＋0.5％と伸び横ばい予想）、5月「個人消費支出・

コア＜食品・エネルギー除く＞デフレーター」（25 日、同＋0.6％と、＋0.7％から伸びやや低

下予想）、5月「中古住宅販売件数」（22日、同年率換算 574万件と、585万件から減少予想）

は、予想外に冴えない見込みだ。ただ、5月「新築住宅販売件数」（23日、同 89.0万件と、86.3

万件から増加予想）については、市場は強気予想を継続している。 

 

〇こうした中、我が国の経済指標でも、まずは、景況関連の、6月「製造業・サービス業ＰＭＩ」

（ともに 23日、Markit Economics）に注目したいが、市場は、製造業については、53.5（同

前々月 53.6→53.0）と、好調な世界需要に支えられ、2018年初以来の高水準を維持する見込

みだ。この一方で、サービス業は、46.5（同 49.5→46.5）と、前月に引き下がったまま横ば

いに推移すると見ているようだ。これは、3度目の「緊急事態宣言」の発令により、飲食・小売

り中心に低水準が続くとの見方ではあるが、人流の増加から、前月以上に低下するわけではない

と見ているようでもあり、ここは要注意だ。 

次も、市場が注目する物価動向であるが、これは、6 月「東京都区部消費者物価指数」（25

日、総務省）で確認したい。市場は、コア（除く生鮮食品・エネルギー）が、前年同月比 0.0％

（同 0.0→‐0.1％）と、再び横ばいに戻ると見ている。これは、4月からの通信大手による携帯

電話通信料引き下げ効果が、依然として前年比‐0.5 ポイントの押し下げに働いてはいるが、物

価の基調としては、前年が低かったことの反動も加わり、結局、前月対比で見れば、僅かながら

も上昇回復に動くとの見立てだ。なお、エネルギーはさらに上昇すると見ている。この間、5月

「企業向けサービス価格指数」（24日、日銀）も公表されるが、前月（同＋0.7→＋1.0％）に、

広告（同＋6.0→＋11.7％）中心に伸び加速した勢いが、どこまで継続するかを注目している。 

 

３．来週の公表予定経済指標 

〇来週は、まずは、日銀短観に注目したいが、その他にも、消費動向関連中心に重要なものも少

なくなく、注視したい。 

・景況関連；第 2四半期「日銀短観」（1日） 

       6月「製造業ＰＭＩ」（1日） 

・消費関連；6月「消費活動指数」（30日） 

       5月「商業動態統計」（29日） 

       6月「新車登録台数」（1日） 

・消費周辺；5月「失業率」（29日） 

       5月「有効求人倍率」（29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(No248－追補) 

       ――日米金融政策決定会合での議決事項について 

       ――日銀保有ＥＴＦ（上場投資信託）の先行き問題について 

 

１．日米金融政策決定会合での議決事項について 

〇今回も先陣を切ったのは、米国だ。しかも、市場予想よりも早めに、金融緩和策を解除する可

能性を仄（ホノ）めかしたとして、サプライズとして受け止められている。このため、株価は大

きく下落、為替はドル高で推移している。 

ところで、今回の決議事項では、金融政策を直ちに変更するわけではないが、市場は、以下の

2点に強く反応したようだ。 

①これまで、ＦＲＢ（連邦準備制度理事会）は、多少景気回復が早まったとしても、2023年末

までは金利引き上げは行わないとしていたが、これを前倒しに、2023 年中に 2 回は引き上

げる（ゼロ金利政策を解除する）可能性があると仄めかしたこと。 

――なお、セントルイス連銀のブラード総裁が、18 日のテレビ会見で、「インフレ率が想定以

上に高まっている」として、2022年終盤には利上げを開始すべきと発言しているが、もともと、

ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）メンバー18人中 7人が同様の予測である模様。さらに、市場

の中にも、2023年内に 3～4回、場合に因っては、2022年にも引き上げる可能性ありと予測

するものもあるわけで、いずれにせよ、ここは留意が必要だ。 

②金利引き上げ前のテーパリング（量的緩和の縮小）については、時期を明示はしないが、実行

する方向で、次回のＦＯＭＣの重要議題とすること。 

――市場は、インフレ率次第で、9月にも何らかのアナウンスがあるものと見ているようだ。 

 

なお、こうした動きの基本的背景には、足元の経済が急速なペースで拡大する中で、実質金利

は依然としてマイナス圏内にあり、ここで賃金圧力がさらに強まれば、当然インフレ圧力も強ま

るわけで、これに早めに対応するべきとの考えに至ったものと見られる。要するに、市場は、Ｆ

ＲＢの管理態勢が、明らかに、「景気下振れリスク」から、「インフレ期待の上振れリスク」に変

更したと見ているようだ。 

ただ、この一方で、市場には、こうした事態にもかかわらず、長期金利は異例の形で上がりに

くい相場が続いており（日欧等の海外マネーの流入圧力が強いためと見られており、事実、週末

は金利低下に逢着〈ホウチャク：行き当たること、出くわすこと〉している）、結局、実質マイ

ナス金利状況も続いているわけで、金利相場は、今後も予想外に混乱なく推移すると見る向きも

あるところだ。さらには、今年末にはより厳しい経済情勢になっているとの懸念を示す向きも少

なくなくないほか、週報本文で報告しているように、足元の経済指標は、期待先行の観強く、必

ずしも改善一辺倒ではないこともあり、とりあえず、ここは、軽々に判断するのではなく、慎重

に見分けたほうが得策とも思うのだが、どうだろうか。 
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〇この間、日銀の政策決定会合では、9月末に期限を迎える企業の資金繰り支援（① コロナ対

応融資を手掛ける金融機関に有利な条件で貸出原資を供給する特別オペ、②主に大企業の発行す

るＣＰ・社債 20兆円を上限に買い入れる）を、2022年 3月まで延長するほかは、市場予想通

りに、基本的に現状維持であり、短期金利は、マイナス 0.1％、長期金利は、0％程度に誘導す

る長短金利操作（イールドカーブ・コントロール）が継続された形だ。 

いずれにせよ、米国とでは、そもそも足元の経済状況自体が異なるわけで、政策に自ずと違い

が生じるのは仕方がないとしても、これで、我彼の差が一段と拡大したようにも感じざるを得な

いのは確かだ。なお、我が国の株式市場は、従来通りに米国市場に呼応する形で下落しているわ

けであるが、このところ、米国株が上昇する局面では、必ずしも追随しない局面が増えているよ

うにも見えるわけで、ここは気になるところだ。 

  ※ＣＰ：コマーシャル・ペーパー：企業が短期資金の調達を目的に、 短期金融市場 （オー

プン市場）で割引形式にて発行する無担保の約束手形 。 

 

２．日銀保有ＥＴＦ（上場投資信託）の先行き問題について 

〇実は、我が国でも、世界主要国で再遅行と言われてもいる、コロナワクチン接種がある程度進

捗すれば、遅まきながらも金融政策の出口論が出て来る可能性があり、そしてその前段階として、

日銀が保有するＥＴＦ（上場投資信託）を売却する必要性が出てくると市場は見ているようだ。

なお、同ＥＴＦは増加を続け、足元は、簿価で約 35兆円、時価で 49兆円にも上っており、こ

れは、我が国の一般会計の実に 3 割にも相当する金額にまで達しているのだ。このため、市場

に様々な思惑をはらませる原因の一つにもなっているほか、先行きの金融政策変更時の足枷にも

なりかねないと見る向きも少なくないのが実情だ。 

そして、日銀がこのように多額のＥＴＦを抱え込むことについて、市場が問題視しているのは、

概ね以下の４点だ。 

①株式市場における日銀のプレゼンス（存在・存在感）が異常な拡大を続けており、市場機能を

阻害しているとも見られること。 

②日銀の財務が株式の価格変動リスクに対して脆弱であり、株価の大幅下落時には、債務超過に

さえ陥る可能性なしとしないこと。 

③この一方で、仮に、日銀が保有ＥＴＣを市場に売却した場合、大きな株価変動要因になりかね

ず、さりとて、市場に影響を与えないように売却するには、150 年を要するとの試算もある

こと。 

④いずれにせよ、日銀によるＥＴＦ処理は、通常、株式市場にとっては、需給面での不確定要因

であり、株価の重石（オモシ）ともなるリスクがあること。 

 

３．こうした状況の中で、市場でささやかれているＥＴＦ処理案は、大きく以下の 3 種類があ

るが、正直、具体的に運用するには問題も多く、今後更なる議論の詰めが必要と思われる。 

①国民譲渡案・・政府が日銀から簿価で買い取り、国民に一定期間の売却制限を付与して時価相

当額ないし時価より割り引く価格で売却する。さらに、これの変形として、1－1）政府が一
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定額を国民に給付する、1－2）政府が新たに買取機構を設立して、国債を原資として購入。

さらに、家計の「貯蓄から投資」への資産形成を支援しつつ、国民・企業に売却する。残った

分は機構が保有する。 

――ただ、問題は、国民が、高齢化が進む中で、果たしてリスク商品に手を出すまでの意識改革

が可能かという点に尽きるようにも見えることだ。 

②年金への売却案・・政府が買い取り、ＧＰＩＦ(年金積立金管理運用独立行政法人)をはじめと

する年金基金に買い取らせる。 

――ただし、このためには各年金基金が制定しているポートフォリオポリシーの変更を強いるこ

とにもなりかねないほか、単にリスク保有先の付け替えに過ぎないとの批判を浴びかねず、ハー

ドルが高そうだ。 

③日銀の会計基準を変更（原価法を採用）して、売却を凍結する。 

――場合に因っては出来なくもないが、これまで、推し進めてきた「財務の健全性」に逆行する

ものであり、市場・国民の理解を得にくいようにも思うのだが、どうだろうか。 

 

４．ただ、いずれにしても、日銀のバランスシートを永久に拡大させるわけには、物価の持続的

安定化を図るうえでも許容できにくいことであることは確かである。ただ、この一方で、日銀と

しても、本件に関した議論は、下手をすると、金融緩和政策の出口にきたと解釈される恐れがあ

ることから公表しにくいことであることも事実だ。しかしながら、だからこそ、「出口前」の議

論として、市場に、早めに広く良案を募るのも一方法と思うのだが、どうだろうか。 

 

                                           

以 上 
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