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先週および今週の我が国主要経済指標から（№249） 

１．先週の動き概要 

〇先週も、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たわけであるが、米欧中

心にワクチン接種が進捗するにつれて、世界の人流は急増し、停滞していた航空、飲食でも急回

復が目立つなど、経済活動が活発化している。ただ、この一方で、ワクチン接種が進捗している

国でのコロナ感染再拡大事例も増加しており、世界は、特にインド株への警戒感を強めている。

我が国でも、「緊急事態宣言」が解除後の 1週間だったが、特に東京都では、感染者数が前週を

上回り始めるなど、リバウンドの兆しがはっきりし出したようにも見えるところだ。このため、

基本的に開催が確定したオリ・パラについても、依然議論が伯仲しているのが実情だ。 

なお、「政治・地政学リスク」面でも、香港・ミャンマー問題は更に深刻度を増しており、イ

ランの核合意も新大統領下で暗雲が垂れ込めている。さらに、ＥＵは、中国に加えロシアとの対

立を深めている。 

こうした中、市況面では、米国の早期利上げ警戒感はやや後退し、つれて株価は続伸した。た

だ、新興国では、「いずれにせよ米国の量的緩和縮小は近い」とみて、利上げに動く向きが少な

くない。なお、重油は続伸し、ＮＹガソリン市場は、5日連続で上昇し、一時は、6年 8か月ぶ

りの高値（1ガロン 2.29ドル）をつけている。 

 

〇この間、米国経済については、バイデン大統領が打ち出した約 2 兆ドルの「インフラ投資計

画」について、24日に、1兆 2000億ドル規模に縮小、かつ財源としていた法人増税を含まな

いことで合意しており、これが、市場に好感されているようだ。ただ、法案成立までの道のりは

未だ遠いと見たほうが良さそうだ。なお、経済指標については、まずは、景況指標に注目したが、

6月「ミシガン大学消費者態度指数・確報」（25日、85.5と、前回の 86.4から下降）は、さ

らに改善が進むと見ていた市場予想（86.5）とは逆に悪化を余儀なくされており、ここは注意

が必要だ。さらに、前月には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Ｐ

ＭＩ」（23日、同 62.6と、前月 62.1から上昇）、6月「サービス業ＰＭＩ」（23日、同 64.8

と、70.4から下降）についても、前者は、市場予想（62.1）をさらに上回る形で、最高値を更

新したが、後者は、市場の改善予想（70.4）に反して、やや大きく悪化している。なお、第 3

週「新規失業保険申請件数」（24日、同 41.1万件と、41.8 万件＜速報値 41.2 万件から上方

修正＞から減少）、は、再び減少に転じた格好だが、同「失業保険継続受給者数」（24日、同 339.0

万人と、353.4万人＜速報値 351.8万人から上方修正＞から減少）と、ともに再び減少に転じ
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ている。 

この間、実体経済指標では、5月「個人所得」（25日、同前月比‐2.0％と、‐13.1％から大幅

マイナス縮小）は、市場予想（‐2.5％）をも上回る形で、その幅を大きく縮小したが、結局、

水面下から脱することは出来なかった。つれて、5月「個人消費支出」（25日、同 0.0％と、＋

0.9％＜速報値＋0.5％から下方修正＞から伸び低下）も、市場予想（＋0.5％）以上に伸びを鈍

化させている。ただ、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、同前年比＋3.4％と、＋3.1％から伸び上昇）は、僅かではあるが伸びを高めている。なお、

この間、5 月「中古住宅販売件数」（22 日、同年率換算 580 万件と、585 万件から減少）は、

市場予想（572万件）ほどではないにしろ、減少に転じており、5月「新築住宅販売件数」（23

日、同 76.9 万件と、81.7 万件＜速報値 86.3 万件から下方修正＞から減少）に至っては、市

場の強気増加予想（87.0万件）とは逆に、マイナスに転じており、ここも大いに気になるとこ

ろだ。 

 

〇こうした中、我が国経済は、米欧には遅れるが相応に回復軌道にはあるように見える。ただ、

24 日に公表された政府月例経済報告の総括判断では、「持ち直しの動きが続いているものの一

部で弱さが見られる」と、据え置いた格好だ。なお、経済指標では、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）に注目したが、製造業につ

いては、51.5（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

準を維持すると見ていた市場予想（53.5）に反し、低下を余儀なくされた格好だ。ただ、この

一方で、サービス業は、47.2（同 49.5→46.5）と、市場の横ばい予想をしり目に改善に転じ

ており、ここは、「緊急事態宣言」解除を見込んで、当該効果を早めに取り込んだ結果と思われ

る。 

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）で確認したが、コア（除く生鮮食品・エネルギー）が、前年比 0.0％（同 0.0→‐

0.1％）と、市場予想通りに再び横ばいに戻った格好だ。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った形だ。なお、内訳を見ても、さすが

に、交通・通信（同前月‐3.6→当月‐3.7％）は、マイナス幅が拡大しているが、それでも極く

小幅だ。その他は軒並み、上昇幅拡大、減少幅縮小、横ばいとなっており、中でも、教育（同＋

1.8→＋3.3％）、光熱・水道（同‐3.1→‐2.2％）が目立っている。なお、生鮮食品（同‐5.1→

＋0.7％）は、プラスに転じており、ガソリン（同＋19.3→＋17.4％）は、引き続き高い上昇

率とはなっているが、漸く頭打ちの格好になっている。この間、5月「企業向けサービス価格指

数」（24日、日銀）も公表されたが、前年比＋1.5％（同＋0.7→＋1.1％＜速報値＋1.0％から

上方修正＞）と、伸びを若干ながら高めている。内訳を見ても、ほぼ全ての項目が伸びを高めて

いるが、とくに広告が、同＋15.3％（同＋6.0→＋11.8％＜速報値＋11.7％から上方修正＞）

と、一段と高い伸びになっているのが目立つ。 
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２．今週の動き予想 

〇今週も、まずはコロナ感染の行方が気掛かりだ。即ち、ワクチン接種が進捗している国でも再

感染が目立っていることや、「Ｇ７サミット」が開催された英国コーンウォ―ル地方で、その後

に感染が急拡大するなど、オリ・パラ開催を間近に控えた我が国にとって不穏な情報も少なくな

いからだ。ただ、そうした中でも、米欧中心に、経済復興の動きが急拡大しており、ここは一段

の注視が必要とも思われる。いずれにせよ、正直のところ、世界、我が国とも期待先行の観を禁

じ得ないのも事実だ。なお、我が国の場合も、週末の人流は、「蔓延防止等重点措置」に切り替

えられただけの都道府県でも、逆に大きく増加し、この結果、感染リバウンドが一層懸念されて

いる状況でもあり、注意が必要だ。 

なお、市況については、米国の長期金利が低位安定のなかでも、神経質な展開になると市場は

見ているが、株価は上昇気配が続き、2日の雇用統計がキーポイントになりそうだ。なお、為替

については、更にドル高が進み、111 円を巡る攻防になりそうだ。なお、原油については、1

日開催の「ＯＰＥＣ（石油輸出国機構）プラス」での減産縮小確認と需要増との間でどう決着す

るかが注目されている。いずれにせよ、経済実態と遊離している面が広がりつつあるとも見える

わけで、ここは一段と留意してウォッチしていく必要がありそうだ。 

さらに、「政治・地政学リスク」面でも、中国・ロシア包囲網問題はもとより、香港・ミャン

マー問題も一段と深刻化の方向にあるうえ、25日には、バイデン大統領が、改めて 9月末まで

にアフガニスタンから米軍を全面撤退する意向に変化がない旨、アフガニスタンのガーニ大統領

に通告しており、この行方も気になるところだ。 

 

〇この間、米国の経済指標では、まずは景況関連指標を注目したいが、6月「消費者信頼感指数」

（29日、市場は 119.0と、前月の 117.2から上昇予想）は、改善が進むと見ているが、6月

「シカゴ購買部協会景気指数」（30日、同 70.0と、75.2から低下予想）、6月「ＩＳＭ製造業

景況指数」（1日、同 61.0と、61.2から若干低下予想）はともに悪化すると見込んでおり、景

況感にも若干陰りが見られるのでここは注意が必要だ。なお、第 4週「新規失業保険申請件数」

（1 日、38.2 万件と、41.1 万件から減少予想）、同「失業保険継続受給者数」（1 日、332.8

万人と、339.0 万人から減少予想）は、ともに減少に戻るとの見方になっているが、ここは正

直不分明だ。 

この他、実体経済指標では、注目の 6月「非農業部門雇用者数変化」（2日、同前月比＋69.5

万人と、＋55.9万人から増加予想）は、順調に増加幅を拡大し、6月「失業率」（2日、同 5.7％

と、5.8％から低下予想）も低下すると見ているほか、6月「平均時給」（2日、同前年比＋3.6％

と、＋2.0％から上昇予想）が、ともに改善すると見込んでおり、要するに、雇用統計の一段の

好転を期待している格好だ。さらに、5月「貿易収支」（2日、同‐713億ドルと、‐689億ドル

から赤字幅拡大予想）も、国内需要増を反映した輸入増を映じて赤字幅を拡大する見込みで、5

月「製造業新規受注」（2 日、同前月比＋1.5％と、‐0.6％からプラスに転じる予想）も、水面

上に浮上すると見込まれているなど、景況感との格差は縮小の方向を辿ると見られている。 

 

〇こうした中、我が国の経済指標については、まずは、日銀短観に注目したいが、市場は予想外
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に改善し、非製造業についても、改善がやや遅れるとしても、先行きは大きく改善が進むと見て

いる格好だ。（詳細は、別添追補参照。） 

その他の経済指標については、今週は、消費関連のものが中心であるが、最初に、5月「商業

動態統計」（29日、経産省）で確認したい。市場は、小売業売上高前年比＋6.8％（同前々月＋

5.3→前月＋12.0％）と、4月末に発令された「緊急事態宣言」に伴う、大規模小売店等への休

業要請効果が大きく、伸びが大きく減速（前年比では、‐1.7％＜前月‐4.6％＞とマイナス継続

見込み）するものと予想されている。さらに、6月「消費動向調査」（30日、内閣府）も公表さ

れるが、市場は、消費者態度指数が、35.5（同 34.7→34.1）と、再び改善に転じると見てい

る。これは、「緊急事態宣言」解除に伴う消費者センチメント（心理・心情）の改善を期待して

のことだが、大都市圏では営業制限が相応に継続しているうえ、東京都では感染リバウンドの動

きもあり、足元大きな回復は期待できないとしているようだ。また、6 月「新車登録台数」（1

日、自販連）も公表されるが、市場は、前月（同前年比＋22.2→＋30.9％）まで続く高い伸び

が継続するか否かを注目している。 

さらに、消費周辺指標として、5 月「失業率、有効求人倍率」（ともに 29 日、総務省・厚労

省）も公表されるが、市場は、前者が 2.7％（同 2.6→2.8％）、後者が 1.10倍（同 1.10→1.09

倍）と、ともに前月の悪化から再び改善に転じると見られている。これは、基本的には、雇用調

整助成金の下支えもあり、緩やかながらも改善方向が続くと見ているためだ。 

また、生産動向については、5月「鉱工業生産指数」（30日、経産省）で確認することになる

が、市場は、前月比‐2.0％（同＋1.7→＋2.9％）と、マイナスに転じると見ている。これは、

世界需要は急回復しているが、この一方で、供給制約の影響が予想外に長引いていると見ている

ためだ。ただし、これもあくまでも一時的なものとの見方のようだ。 

最後は、設備投資動向を、5月「住宅着工統計」（30日、国交省）で確認したいが、市場は、

前年比＋10.0％（同＋1.5→＋7.1％）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年のコロナ感染による需要減も、そろそろ底打ちと見ているためだ。 

 

３．来週の公表予定経済指標 

〇来週も、月初でもあり以下のような重要な指標の公表が予定されているので、注意深くウォッ

チしたい。 

・景況関連；5月「景気ウオッチャー調査」（8日） 

       6月「サービス業ＰＭＩ」（5日） 

・消費関連；5月「消費活動指数」（7日） 

・消費周辺；5月「毎月勤労統計」（6日） 

・輸出関連；5月「国際収支」（8日） 

・貸出関連；6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(No249－追補) 

       ――6月日銀短観に関する市場の注目点および予測 

       ――米国ＦＲＢ（連邦準備制度理事会）の基本スタンスに揺れ 

 

１．6月日銀短観に対する市場の注目点及び予測 

〇6月日銀短観については、コロナ感染の収束も、景気見通しもいまひとつ不分明な中で、市場

としては、「製造業が大幅改善」、「非製造業は、やや遅れて先行きに改善期待」と、大方が予測

している模様だ。なお、この間の市場の注目点は、以下の通りだが、予測自体は、欧米に比べ、

ワクチンの接種率を反映した格好で回復度合いも比較的なだらかになると予想されている。ただ、

先行きにかけては、製造業と非製造業との乖離は縮小方向と見ているようだ。なお、中小企業は

方向としては、大企業と同一としても、改善は大きく後れ、格差はむしろ拡大する可能性もある

ようだ。ただ、いずれにしても、やや期待先行の観が否めないことも確かだ。 

① 日銀短観の基調判断指標では、「大企業製造業の業況判断ＤＩ」であるが、これは、世界需要

の強さを反映して、１９（前回５→同先行き４→今回先行き２０）と、前回および同先行き予測

を大幅に上回る改善となると見ている。この一方で、大企業非製造業は、２（同‐１→‐１→１０）

と、依然水面下にとどまると見ていた前回予測に反して、小幅ながらも水面上に回復し、しかも

先行きは、製造業を大きく上回るテンポでの改善を予測している格好だ。 

――なお、中小企業については、製造業が、０（同‐１３→‐１２→０）と、大幅改善はしても、

水面ギリギリの状況が続き、非製造業に至っては、‐９（同‐１１→‐１６→‐６）と、前回の

悪化予想に反して、改善方向にはあるとしても、なお、先行きをも含めて、依然やや大きく水面

下にとどまるとみており、正直、回復感に乏しい内容になる可能性が高いようだ。 

② 設備投資については、世界経済が回復すれば、当然、相応に堅調な姿になると予想されるほ

か、前回調査では異例とでも言えるほど出足が好調であったわけで、市場は、これにどの程度上

積みされるか、あるいは、これがどの程度非製造業に波及するかを注目しているようだ。 

――大企業の今年度設備投資計画は、前年比＋6.1％（同前年実績‐5.8％）と、前前回予測（＋

3.0％）から大きく上方修正されると見られている。ただ、市場としては、これでもマイルドな

（控えめな）見方をしていると見ており、コロナ感染拡大による非製造業の回復の遅れが足を引

くとの見方だ。要するに仕上がりは非製造業次第と見ているということだ 

――この間、中小企業についても、同‐1.2％（同‐9.2％）と、前回予想（‐5.5％）から大きく

マイナス幅を縮小すると見ているが、いずれにせよこの時点では通常マイナスであり、要は、今

回短観では、どの程度計画に積み増されるかがポイントになる。 

③今回のもう一つの焦点は、仕入れ価格の上昇をどこまで販売価格へ転化できると見ているかだ。

これは、インフレ期待と、企業採算に直結する話だ。要するに、米欧中心に、国際商品市況（世

界の原材料の価格動向を示すもの）の上昇や半導体等の供給不足による価格上昇等から世界的に

はインフレ期待が高まりつつあると見られているが、それが、我が国にどの程度顕現化し、企業

収益にどう影響するかという観点だ。 
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――なお、市場としては、我が国企業の価格転嫁は結局さほど進まず、インフレ期待の上昇も小

さいとの見方だ。 

④次は、企業金融の問題だ。前回調査では、企業の資金繰り判断に深刻化の兆しは見られなかっ

たが、その後の「緊急事態宣言」の延長が、どう企業金融に悪影響を及ぼしているか気になると

ころだ。ただ、政府が実質無利子無担保融資の期限を年末まで延長し、日銀も、企業等の資金繰

り支援を 2022年 3 月まで延長したことから、とりあえずこの時点では問題になることはない

との見ているようだ。なお、先行きについては、必ずしも楽観視できないようにも思えるのだが、

どうだろうか。 

⑤最後は、財政・金融当局へのインプレッションの有無であるが、これは、前向きにも、後ろ向

きにもないと見ているようだ。 

 

２．米国ＦＲＢの基本スタンスに揺れ 

〇前週報告したように、米国ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）の金融政策は、市場予想よりもタ

カ派で、しかも、パウエル議長が、いわゆるテーパリング（中央銀行の資産圧縮）の開始につい

て議論を始めたことを示唆したことから、市場は、一時、先行きの金融引き締めを予測し、株価

も大きく下げた格好になった。ただ、その後は、むしろＦＲＢ（連邦準備制度理事会）の真意が

見えにくいとして、長期金利は低下し、つれて株価も戻り基調になるなど、結局、荒れた展開に

なった 1週間だった。 

この背景としては、以下のことが考えられる。いずれにしても統一感に欠けるとの印象だ。 

①ＦＯＭＣメンバー内の見方がそもそもバラバラで、前倒しでの利上げを主張する向きが少なく

ない中でのいわば妥協の産物的側面があり、市場との対話も十分とは言い難かったこと。 

②こうした中で、長期金利の指標となる 10年物国債金利が、1.4％台に低下しており、短期金

利との差はむしろ 2020年 9月以来の低水準になっていたこと。（なお、こうした中で、コロナ

対策で短期資金が超低金利に抑えられていることを好機とした利ザヤ稼ぎが横行し、日米ともＣ

Ｐ〈コマーシャル・ペーパー〉発行がリーマンショック以来の高水準となっている。） 

   ※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 。 

③さらに、米国では物価が上昇に転じ、インフレ観測が高まっているが、ＦＲＢとしては、将来

はともかく、足元については、金融緩和が当面続くことを言明した形になっており、ここはやや

わかりにくくなっていることも確かだ。 

④ＦＲＢの総資産は、足元 8兆ドルを超え、2013年 5月の 3.3兆ドルと比較し、巨額に膨ら

んでおり、そもそも金利上昇に脆弱な体質に陥っていること。（これは日銀も同様） 

⑤毎週報で報告しているように、マインドはともかく、実体経済指標はさほど改善が進んでいな

いとも見られること。 
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〇ところで、こうした米国の動きから考察する限り、米国でさえ、金融緩和縮小に転じるには、

これまでにない困難が伴うということであり、我が国はなおさらということになると思われるの

だが、どうだろうか。 

                                           

以 上 

 

 

 

 

筆者紹介 鈴木 茂（すずき しげる） 

山形県出身、(株)さわやかリサーチ特別参与。昭和 49

年日本銀行入行。主に考査畑を歩み、特に金融バブル

発生、崩壊時には一貫して最前線で処理対応に活躍。

その後北九州市助役、メリルリンチ上席顧問を経て、

現在コンサルタント会社を経営。民事調停委員を兼任。

この間、各種政府委員としても活躍。 


