
 

1 

 

 経済動向レポート 

「先週および今週の 

我が国主要経済指標から」 

リサーチ＆コンサルティングでオンリーワンへのお 手 伝 い  株式会社 さわやかリサーチ 

特別参与 鈴木 茂 

№２５１ 

(2021.07.12) SAWAYAKA 

RESEARCH 

 

 

 

 

 

 

 

先週および今週の我が国主要経済指標から（№251） 

１．先週の動き概要 

〇先週は、米欧で収束方向に入り始めたコロナ感染が、これまで比較的少数に推移していたアジ

アで猛威を振るい始めており、インドネシアが医療崩壊の様相を呈し始めているほか、タイ、ベ

トナム、そしてコロナ対策優等生と見られていた韓国までもが急増しており、行動制限、ロック

ダウンの動きが広がっている。さらに我が国でも、ワクチン供給がストップする事態になる一方

で、東京都の感染者数は、前週比 2～3割増で増えており、結局、8日には、11日に期限を迎

える「蔓延防止等重点措置」を、来月 2２日を期限として、東京は、逆に「緊急事態宣言」に切

り替え（沖縄は継続）、大阪、埼玉、千葉、神奈川は、継続する措置に踏み切った。これに伴い、

オリンピックについても、首都圏はもとより、「蔓延防止等重点措置」が解除された北海道、福

島会場でも、「無観客開催」とすることに決めている。このため、飲食店・旅行業者中心に更な

る打撃が予測される事態になっている。なお、こうした状況下、10日にイタリア・ベネチアで

閉幕したＧ20 財務相・中央銀行総裁会議でも、「コロナ変異株の感染拡大が脆弱性をはらむ景

気回復を損ねる恐れがある」との警告を共同声明に盛り込む事態に至っている。 

この間、市況については、週前半は、米国長期金利が約 4 か月ぶりの低水準になるなど予想

外に低下ピッチを速めたこともあり、先々週には高騰した米国株式相場も冴えず、景気回復期待

にも若干揺らぎが生じ始めているようにも見えたわけであるが、これが、週末には、株価が一転

して過去最高値を 1 週間ぶりに更新するなど、波乱に満ちた展開をしており、一段と注意が必

要な局面になっている。（この点の詳細は、別添追補参照。） 

また、原油相場についても、「ＯＰＥＣ（石油輸出国機構）プラス」が、当初の 1日から 5日

に延期されたが、結局、閣僚級会議は取りやめとなり、8月以降に増産する方向での調整も不調

に終わった格好だ。このため、市場は、景気回復に伴う需要増がそのまま価格上昇につながると

の見方を強めている。事実、ＮＹ原油先物市場の代表的な指標となるＷＴＩ（テキサス産軽質油）

先物価格は、6日には、一時 1バレル 76．98ドルと、2014年 11月以来の高値を付けた格好

だ（ただしその後は反落し、足元は 73 ドル前後で推移するなど神経質な動きになっている）。

なお、こうした国際商品の上昇が、我が国には、円安もあって、貿易収支の悪化につながるとの

見方が増えており、これが更なる円売りを誘うといった悪循環に陥り始めているようにも見える。

要するに、ここは、単に円安を喜ぶ局面ではなくなってきているわけで、留意が必要だ。 

さらに、「政治・地政学リスク」においても、欧米の中国囲い込みに対抗して、中国側が、自

国企業に対する海外上場に規制強化に動いているほか、米欧の結束に揺さぶりをかけるべく習主
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席が自ら各国首脳に電話協議を働きかけるなど、さらに、複雑かつ高度化しており、ここにも一

層の注意が必要な局面になってきている。（なお、中国経済の現況については、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、景況指標の、6月「サービス業ＰＭＩ」（6

日、64.6と、前月の 70.4から低下）と、速報値（64.8）をも若干下回わったほか、6月「Ｉ

ＳＭ非製造業景況指数」（6日、同 60.6と、61.2から低下）にしても、慎重な市場予想（63.6）

を下回る水準にまで低下しており、明らかに、改善一服の格好になっており、ここは注意が必要

だ。なお、第 5週「新規失業保険申請件数」（8 日、同 37.3 万件と、前週 37.1 万件＜速報値

36.4 万件から上方修正＞から増加）も市場の減少予想（35.0 万件）に反して再び増加に転じ

ている。ただ、同「失業保険継続受給者数」（8日、333.9万人と、348.4万人＜速報値 346.9

万人から下方修正＞減少）は、ほぼ予想（333.5万人）通りに減少している。 

その他の実体経済指標では、5月「卸売在庫」（9日、同前月比＋1.3％と、＋0.8％から伸び

上昇）が公表されたが、内需の復調に伴う在庫積み増しもあって、伸びを高めている。 

 

〇なお、我が国の経済指標については、まずは、景況関連の 6 月「景気ウォッチャー調査」（8

日、内閣府）に注目したが、季節調整済み現状判断ＤＩが、47.6（同前々月 39.1→前月 38.1）

と、緊急事態宣言の解除に伴う営業制限の一部緩和を受けて、強気の市場予想（40.0）をも大

きく上回る改善となった。特に内訳では、「飲食関連」が、37.8（同 23.3→18.9）と大幅改善

しており、逆に、その後の「緊急事態宣言」再発令や継続の状況を勘案すると、先行きの反動の

大きさが懸念されるところだ。さらに、この間「住宅関連」が、44.1（同 44.5→45.8）と、

唯一悪化に転じており、これも気になるところだ。なお、実は、全体の先行き判断ＤＩも、この

時点では、52.4（同 41.7→47.6）と、改善を見込んだ形になっており、しかも前述の「住宅

関連」も含めて全項目で改善しているわけで、ここは正直やや意外感がある。ところで、こうし

た中で、東京都の現状判断は、49.3（同 37.7→35.8）と全国を上回る改善となったが、先行

きについては、50.1（同 45.3→50.6）と、唯一の悪化見通しになっており、ここは肯首（コ

ウシュ：納得すること、頷くこと）可能だ。ところで、6月「サービス業ＰＭＩ」（5日、Markit 

Economics）も公表されたが、48.0（前月 46.5→当月速報 47.2）と、市場の横ばい予想に反

し、改善が進んだ格好になっており、ここもやや行き過ぎのようにも見える。 

さらに、消費周辺指標として、5 月「毎月勤労統計」（6 日、厚労省）も公表されたが、現金

給付総額が、前年比＋1.9％（同前々月＋0.6→前月＋1.4％）と、やや強気の市場予想（2.1％）

には届かなかったものの、伸びを高めた格好だ。これは、市場予想通りに、そもそも年明け以降

の現金給付総額は改善方向にあり、「緊急事態宣言」も、この基調を阻害するには至らなかった

ということだ。ただ、もともと前年自体が急減しているわけで、その反動という面もあるという

ことには留意したほうが良さそうだ。なお、5 月「消費活動指数」（7 日、日銀）も公表された

が、前月比‐3.7％（同前月比＋1.7→‐1.3％＜速報値‐0.8％から下方修正＞）と、前月にマイ

ナスに転じた後、更にその幅を広げる結果になっており、冴えない状況が続いている。 

また、輸出動向については、5月「国際収支」（8日、財務省・日銀）で確認したが、輸出は、

季節調整済み前月比＋1.4％（同前月＋2.8％）と、引き続き増加基調にはあるが、伸び率がや
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や低下した一方で、輸入は、同＋0.1％（同＋11.2％）と、円安進行に因る価格上昇はあったも

のの、前月の反動もあって伸び率は輸出を下まわり、結局、貿易収支は、0.41 兆円（同 0.32

兆円）と、市場予想とは逆に黒字幅を拡大している。さらに、経常収支も、1.86 兆円（同

1.69→1.55 兆円）と、市場の小幅黒字縮小予想（1.52 兆円）とは逆に、拡大する結果となっ

た。 

最後は、貸出動向を、6 月「貸出預金動向」（8 日、日銀）で確認したが、総貸出平残は、前

月比＋1.4％（同前年比＋4.8→＋2.8％＜速報値＋2.9％から下方修正＞）と、伸び率をさらに

下げている。これは、都銀等が、同‐1.6％（同＋3.9→＋0.2％）と、とうとうマイナスに転じ

始めた影響が大きいが、地銀・地銀Ⅱも、同＋2.9％（同＋4.2→＋3.9％）、信金も、同＋5.6％

（同＋8.3→＋7.5％）と、伸び率の低下を加速させており、コロナ対策からの貸出増加も、あ

る意味、早めに終局に向かいつつあるようにも見える。なお、この間、預金平残も、同＋6.1％

（同＋9.5→＋8.0％）と、急速に伸び率を低めてきており、ここもコロナに伴う預金増の動き

は終盤に差し掛かりつつあるのかもしれない。 

 

２．今週の動き予想 

〇今週については、世界でコロナ感染の再拡大が進んでいる中、コロナワクチン接種が進捗して

いる米欧と、捗々（ハカバカ）しくない我が国を含めたアジア諸国との間の格差が、経済を含め

てさらに拡大しそうな様相だ。 

この間、米国では、バイデン政権が大企業による市場での寡占（カセン）的状況の是正を狙っ

た大統領令を発出するなど、矢継ぎ早の対策を打ち出しており、実効性はなお不透明としても、

注視が必要だ。さらに、7月 31日には、連邦政府の債務上限を定める法律の適用停止措置が期

限を迎えることにもなるが、このままでは、夏場に資金繰りに窮する恐れもあるわけで、早急に

適用停止の延長か上限引き上げを講じる必要がある。また、「政治・地政学リスク」についても、

香港・ミャンマー問題はもとより、中国と米欧の対立が一段と激化の様相を呈しており、我が国

の動きの選択は一層難しくなってきている。さらに市況も、先週末には、米国長期金利は低下、

株式は高騰したほか、原油も高値で推移したわけであるが、いずれにせよ、神経質な展開になっ

ており、ここは一段と注意深くウォッチする必要がありそうだ。 

 

〇こうした中、米国経済指標については、景況関連指標としては、7月「ミシガン大学消費者態

度指数」（16 日、市場は 86.5 と、前月の 85.5 から上昇予想）、7 月「ＮＹ連銀製造業景気指

数」（15日、同 18.2と、17.4から上昇予想）ともに、小幅改善を見込んでいる。ただ、この

一方で、7月「フィラデルフィア連銀製造業景気指数」（15日、同 27.5と、30.7から低下予

想）のように、悪化を見込むものもあるわけで、地域によっては一様でないことには、注意を要

する。なお、第 1週「新規失業保険申請件数」（15日、同 35.0万件と、37.3万件から減少予

想）、同「失業保険継続受給者数」（15 日、同 331.3 万人と、333.9 万人から減少予想）は、

ともに減少すると見ている。 

この他実体経済指標としては、まずは、消費動向に注目したいが、6 月「小売売上高」（16

日、同前月比‐0.5％と、‐1.3％からマイナス幅縮小予想）は、改善方向にあってもマイナス継
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続と見られており、足踏みが続く見通しだ。さらに、6月「鉱工業生産」（15日、同＋0.6％と、

＋0.8％から伸び低下予想）についても慎重な見方になっているが、6月「設備稼働率」（15日、

同 75.7％と、75.2％から若干上昇予想）は、改善が進むとの見方になっており、必ずしも慎重

一辺倒ではない。さらに、気掛かりな物価動向に関する指標公表も相次ぐが、6月「消費者物価

指数・コア＜食品・エネルギー除く＞」（13 日、同前年比＋4.0％と、＋3.8％から伸び上昇予

想）、6 月「卸売物価指数・コア」（14 日、同＋5.1％と、＋4.8％から伸び上昇予想）ともに、

さらに伸びを高めると見られている。 

 

〇なお、我が国経済については、まずは、日銀政策決定会合（15～16日）に注目したいが、市

場は、この時点では、さしたる変更はないと見ているようだ。 

その他の経済指標は、数少ないが、最少に、7月「ロイター短観」（15日、ロイター通信）に

注目したい。市場は、製造業の業況判断ＤＩが、21（同前々月 21→前月 22）と、再び、5 月

水準にまで若干ではあるが低下すると見ている。これは、世界的には需要は堅調ではあるものの、

供給制約の問題が尾を引くと見ているためだ。なお、この一方で、同非製造業については、2（同

2→0）と、これは逆に、5月水準にまで上昇すると見ているようだ。これは、「蔓延防止等重点

措置」が延長されてはいるが、経済活動は徐々に正常化しており、これが反映するとの見方だ。 

次は、6月「企業物価指数」（12日、日銀）であるが、国内企業物価指数は、前年比＋4.5％

（同＋3.8→4.9％）と、若干伸び率低下しても、水準としては、引き続き高い伸びを保つと、

市場は見ている。 

最後は、設備投資動向を、5月「機械受注」（12日、内閣府）で確認することになるが、市場

は、コア（船舶・電力を除く民需）が、前月比＋1.5％（同 3.7→0.6％）と、再び伸びを高め

ると見ている。これは、年初に大きく落ち込んだ機械受注も、3月以降は、基本的に回復基調を

維持しており、この流れが 5 月以降も続くとの見方だ。要するに、日銀短観でも確認されたよ

うに、企業の設備投資意欲は高いということだ。 

 

３．来週の公表予定経済指標 

・景況関連；7月「製造業・サービス業ＰＭＩ」（ともに 23日） 

・物価関連；6月「全国消費者物価指数」（20日） 

・設備関連；5月「建設総合統計」（20日） 

・輸出関連；6月「貿易統計」（21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(No251－追補) 

――米国の景気回復期待に揺らぎ 

――中国経済に、引き続きやや不安な動き 

 

１．米国の景気回復期待に揺らぎ 

〇米国経済については、やや低迷していた株式市場が、週末には、世界的なコロナ感染拡大が先

行きの景気回復を遅らせ、これが長期金利の下落、企業収益の上昇につながるとの思惑から、逆

に 1 週間ぶりに最高値を更新するなど、神経質な展開を見せている。ただ、米国の景気回復に

ついては、「先週および今週の我が国主要経済指標から(No251)」本文での各種経済指標を見る

限り、「回復軌道に本格突入」と確信するのは、「やや時期尚早」との観否めず、ここは一段と注

意深いウォッチ姿勢が求められる局面に入ってきていると考えた方が賢明とも思われるところ

だ。 

即ち、米国の長期金利は予想外に低水準にまで低下し、金融やエネルギーといった景気敏感株

が売られているほか、足元の国内総生産や企業業績の伸び率も、期待していたほどには高くなく、

年後半にかけては鈍化するとの見方が増え始めていることに注意が必要だということだ。事実、

米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）の 6 月「非製造業景況感指数」は、週報本文で示した

ように、60.6と、過去最高だった 5月の 61.2から、慎重な市場予想（63.3）をさらに下回る

水準にまで大きく低下しており、これも、こうした懸念に拍車をかける要因になっているようだ。 

なお、こうした背景には、①個人消費などの需要は引き続き旺盛ではあるが、これも足元は正

常化に伴う急回復であり、いずれ一巡すると見られること、②人手や原材料が不足し、十分に営

業できない事態が強まっていることから、景気回復とインフレがすでにピークに達しているとの

見方が広がり、これが金利低下の流れに拍車をかけたと見られているようだ。ただ、この他にも、

③コロナ感染が、先取りして活発化している経済活動をしり目に、最終的な収束が、変異株の感

染拡大やワクチン接種の停滞もあって、見極めにくくなっていることも関係しているようにも見

えるところだ。 

いずれにしても、仮に、回復の勢いがピークを越えたとすれば、金利高・株高が転換点を迎え

る可能性もあるわけで、その場合には、景気回復テンポが遅れている我が国への影響も大きいだ

けに、ここは一層注意深くウォッチしていく必要がありそうだ。 

 

〇ところで、こうした状況下、ＦＲＢ（連邦準備制度理事会）の量的緩和の縮小（いわゆるテー

パリング）についても、基本的には、「慎重にあるべき」との主張が大勢とも見られていたが、

この一方で、「早めに着手すべき」との意見も少なくないわけで、ここは、ＦＲＢの次なる一手

を注視したいところだ。 

 

２．中国経済に、引続きやや不安な動き 

〇中国経済については、常に不安視する動きがあるが、週報本文で報じたように、米欧による新

たな中国包囲網が次々と強化される中で、中国側の反発姿勢・行動も高まっているわけであるが、
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中国エコノミスト調査平均値によると、2021年 4～6月期の国内総生産は、前年比＋7.7％（同

前期＋18.3％）にとどまるなど、急速に伸び率が低下する見通しだ。もっとも、これとて、前

期比で見れば、＋1.2％と、コロナウイルス対応で春節の行動制限に踏み切った前期の＋0.6％

に比較すれば、高水準の成長率が、実質さらに拡大していると見る先もあることも事実だ。さら

に、2021年通年で見ても、同＋8.6％と、ＩＭＦ見通しの、米国（同＋6.4％）、ユーロ圏（同

＋4.4％）、日本（同＋3.3％）を大きく凌駕している状況に変わりはないとの見方も可能である。 

ただ、この高水準の成長率も、前年がコロナの影響で大きく停滞した反動に加え、その回復が

世界に先行したという事情もあるわけで、これらを勘案すれば、高水準の成長が今後も継続する

とは、軽々には比較判断できないところだ。事実、このところ、中国経済の行方を不安視する向

きが増えているわけで、ここは、更なる注意深いウォッチが求められ始めていると見たほうが賢

明のように見える。 

なお、こうした中、先々週公表された、6月「製造業ＰＭＩ」（30日）が、50.9と、前月 51.1

から 3か月連続で大幅低下したほか、同「サービス業ＰＭＩ」（5日）も、50.3（同 55.1）と、

大幅低下を余儀なくされているなど、明らかに足元冴えない動きが続いている。さらには、ここ

で消費の弱さを指摘する声も多いのが実情で、先週公表された、6月「消費者物価指数」（9日）

も、前年比＋1.1％（同＋1.3％）と、伸び横ばいと見ていた市場予想に反し、小幅ながらも伸

び低下している。さらに同「生産者物価指数」も、同＋8.8％（同＋9.0％）と、伸び低下し、

消費者・生産者間の物価格差も極端に開いたままだ。また、今週は、6 月「小売売上高」（15

日、市場は、前年比＋10.9％と、前月の＋12.4％から伸び低下予想）、6月「鉱工業生産」（15

日、同＋8.0％と、＋8.8％から伸び低下予想）といった重要指標が公表されるが、市場は、と

もに伸び鈍化すると見ており、ここにも注視が必要だ。 

 

〇いずれにせよ、こうした状況から、市場には、結局、「中国経済の回復基盤は弱く」、支えとな

っている「輸出と不動産投資」が、仮に、米欧中心の中国包囲網により崩れるようなことが生じ

れば、2021年の成長率も大きく下方修正せざるを得ない事態に追い込まれる可能性もあるわけ

で、ここは一段の注視姿勢を強める方が懸命のようだ。 

                                           

以 上 
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