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先週および今週の我が国主要経済指標から（№252） 

１．先週の動き概要 

〇先週については、世界のコロナ感染が、次のステージ入りしたかに見える 1 週間だった。即

ち、ワクチン接種の進捗もあり、経済行動が元に戻りつつある米欧でも、「感染収束」と言うほ

どには至らず、逆に、イスラエル等では、ワクチンの 3 回目の接種を検討し始めている先も見

られる事態だ。さらに、これまで比較的少数の感染にとどまってきていた東アジアで急拡大の様

相を呈し始めており、インドネシアはもとより、これまでの優等生でもある韓国、台湾での感染

拡大が目立っている。また我が国でも、「緊急事態宣言」の再発令にもかかわらず、感染が関東

中心に急拡大しており、神奈川、千葉では「緊急事態宣言」再発令も検討する事態にもなってい

る。（この点の詳細は、別添追補参照） 

こうした状況から、経済の動きは、米欧にしても、市場が囃したてているほどには回復が進ん

でいない面もあるほか、中国経済の動きももうひとつ冴えない。さらに、これらを反映して、週

後半の株価も、ＮＹ・東京・欧州市場共に、続落しての週越えとなった。また、原油については、

人流増加や気候熱波が更なる需要増を呼び込むとともに、米国での生産低調も加わり、高値で推

移したわけであるが、この一方で、ＵＡＥ（アラブ首長国連邦）が、原油価値の先行き不透明か

らサウジアラビアを中心とする「ＯＰＥＣ（石油輸出国機構）プラス」に反旗を翻し始めるなど、

神経質な動きが続いた 1週間でもあった。（なお、中国経済の現状については、別添追補参照） 

 

〇こうした中、米国経済指標については、まずは、景況関連指標に注目したが、市場予想とは異

なる結果や地域間格差が拡大する形が目立った。即ち、7 月「ＮＹ連銀製造業景気指数」（15

日、同 43.0と、17.4から上昇）は、市場予想（18.0）をはるかに上回る大幅改善を実現した

格好になったが、この一方で、7 月「ミシガン大学消費者態度指数」（16 日、市場は 80.8 と、

前月の 86.4 から低下）は、市場の改善予想（86.5）とは裏腹にやや大きく悪化したほか、7

月「フィラデルフィア連銀製造業景気指数」（15日、同 21.9と、30.7から低下）に至っては、

慎重な市場予想（28.0）をさらに下回る大幅悪化となっているといった具合だ。なお、第 1週

「新規失業保険申請件数」（15日、同 36.0万件と、38.6 万件＜速報値 37.3 万件から上方修

正＞から減少）は、市場予想（35.0万件）ほどではなかったものの、順調に減少しており、昨

年 3 月以来、1 年 4か月ぶりの低水準となっている。ただし、この間、各州間の格差が拡大し

ているほか、労働力不足が雇用の重しになっている面も出てきているわけで、ここは注意が必要

だ。なお、同「失業保険継続受給者数」（15日、同 324.1万人と、336.7万人＜速報値 333.9
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万人から上方修正＞から減少）は、順調な減少が続いている。 

こうした波乱は、実体経済指標にも見られ、6月「小売売上高」（16日、同前月比＋0.6％と、

‐1.7％＜速報値‐1.3％から下方修正＞からプラスに転化）と、マイナス継続と見ていた市場予

想（‐0.4％）とは裏腹に、プラスに転じている。このため週末での株価上昇要因にもなってい

る。ただ、これも、前月の下方修正分が上乗せされただけとも見えなくもなく、ここは、慎重に

見たほうが懸命のようだ。さらに、6月「設備稼働率」（15日、同 75.4％と、75.1％＜速報値

75.2％から下方修正＞から若干上昇）は、市場予想（75.7％）ほどではないにしろ、改善が進

む一方で、6月「鉱工業生産」（15日、同＋0.4％と、＋0.7％＜速報値＋0.8％から下方修正＞

から伸び低下）は、逆に、市場予想（＋0.6％）を上回る伸び鈍化を見ているといった具合に、

見分けにくい動きになっている。 

また、物価動向も、ＦＲＢ（連邦準備制度理事会）の政策変更に絡むだけに気掛かりであった

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＋4.5％と、＋

3.8％から伸び上昇）と、強気の市場予想（＋4.0％）を上回る高い伸びとなり、市場としては

やや予想外の結果となり、いずれにせよインフレ懸念が一段と高まってきているようだ。なお、

6 月「卸売物価指数・コア」（14 日、同＋5.6％と、＋4.8％から伸び上昇）も、市場予想（＋

5.1％）を上回って、さらに伸びを高めている。 

 

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）に注目したが、市場

予想通りに、さしたる変更はなく、本年度の成長率見通しを引き下げた（4月 4.0→7月 3.8％）

一方で、物価見通しを引き上げた（同 0.1→0.6％）にとどまった。なお市場は、これに加えて、

「気候変動への政策変更」が発表されたことに注目しているが、正直、これは金融政策にあまり

関係ないようにも見えるところだ。（なお、円の購買力低下に関する解説を別添追補に添付して

おり参照されたし） 

その他の経済指標も数少なかったが、7月「ロイター短観」（15日、ロイター通信）について

は、製造業の業況判断ＤＩが、25（同前々月 21→前月 22）と、市場の若干の低下予想（21）

に反し、やや大きく改善した格好になった。これは、供給制約の問題が、引続き尾を引いている

ことは事実ながら、世界的な需要堅調の影響がこれを上回ったことに因るものだ。 

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＋5.0％

（同＋3.8→＋5.1％＜速報値＋4.9％から上方修正＞）と、慎重な市場予想（＋4.5％）に反し、

ほぼ前月並みの伸びを確保した格好になり、基本的に高水準の伸びが続いている。 

最後は、設備投資動向を、5月「機械受注」（12日、内閣府）で確認したが、コア（船舶・電

力を除く民需）が、前月比＋7.8％（同 3.7→0.6％）と、市場予想（＋1.5％）をも大きく上回

る伸びとなった。このため、4～6月期通して見ても、同＋2.5％（同＋12.9→‐5.3％）と、再

びプラスに転じる見通しになってきている。これは、要するに、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、この流れが続いているということだ。 

 

２．今週の動き予想 

〇今週も、引き続き、コロナ感染と経済復興の行方を注目せざるを得ないようだ。特に、感染急
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拡大が我が国には身近な東アジアでも多発しているだけに、注意が必要だ。さらには、今週後半

にはオリンピック開催が予定されており、肝心の「バブル方式」（オリンピック選手等を市民か

ら隔絶）も、有効性が疑われる事例がすでに多発しているだけに、市場の懸念は大きい。なお、

こうした中、米国では、市場には、インフレ懸念の高まりもあって、早期のテーパリング（金融

政策における量的金融緩和の縮小）を警戒する向きも増えているが、パウエルＦＲＢ議長は、「イ

ンフレ加速も一時的現象」とする見方を強調しており、表面上は、「議論はするが、直ぐに着手

する考えはない」との立場のようだ。 

さらに、「政治・地政学リスク」面でも、14日に、バイデン政権が、「ウイグル禁輸」法案を

成立させるなど、一段と中国けん制に動いているわけで、この行方も注目する必要がある。また

市況面でも、長期金利については、米国の経済指標次第ではあるが、基本的には低位安定して推

移すると見られている。つれて、為替は緩やかな円高方向を辿る見込みだ。こうした中、世界の

株価は一段と不安定な動きを見せる可能性が高く注意が必要だ。なお、原油価格についても、

18 日には、「ＯＰＥＣプラス」が、急きょ足並みを揃えて協調減産を 8 月から順次縮小するこ

とを合意（もっとも、この一方で、現行の協調減産の枠組みについては、当初の 2022 年 9 月

末期限を、極力生産調整を終了させるべく努力しつつ、2022年末まで延長）しており、上昇圧

力が和らぎそうな気配になっている。ただ、いずれにせよ、これらの行方については、引き続き

慎重なウォッチが必要な状況が続いていると見たほうが良さそうだ。 

 

〇この間、米国経済指標については、まずは、景況関連の 6 月「景気先行指標総合指数」（22

日、市場は、前月比＋0.9％と、前月の＋1.3％から伸び低下予想）に着目したいが、やや冴え

ない動きになりそうだ。さらに、7月「製造業・サービス業ＰＭＩ」（ともに 22日、同前者は、

62.0と 62.1から若干低下予想、後者も、64.5と 64.6から同様低下予想）についても、やや

慎重な見方になっている。また、第 2 週「新規失業保険申請件数」（22 日、同 35.0 万件と、

36.0万件から減少予想）、同「失業保険継続受給者数」（22日、同 305.0万人と、324.1万人

から減少予想）は、ともに減少が進むとの見方だ。 

なお、実体経済指標では、住宅関連のものが中心になるが、6月「住宅着工件数」（20日、同

年率換算 159.0万件と、157.2万件から増加予想）、6月「建設許可件数」（20日、同 170.0

万件と、168.3 万件＜速報値 168.1 万件から上方修正＞から増加予想）、6 月「中古住宅販売

件数」（22日、同 590万件と、580万件から増加予想）と、いずれも堅調な動きとなる見込み

だ。 

 

〇こうした中、我が国の経済指標は、オリ・パラ開催に伴う休日変更で、週末は 4連休となり、

公表指標は数少ない。その中で、景況については、7 月「製造業・サービス業ＰＭＩ」（ともに

23日、Markit Economics）で確認したいが、市場では、製造業は、52.3（前々月 53.0→前月

52.4）、サービス業が、47.6（同 46.5→48.0）と、「緊急事態宣言」の再発令もあり、ともに

再び小幅悪化に転じると見ているようだ。なお、こうした中、市場が期待していた、「五輪特需」

については、コロナ感染再拡大が障壁となって、総じて盛り上がりを欠いたままオリ・パラ開催

に突入する可能性が高いと見られているようだ。 
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さらに、物価動向については、6月「全国消費者物価指数」（20日、総務省）で確認すること

になるが、市場は、コア（除く生鮮食品・エネルギー）が、前年比‐0.2％（同‐0.2→‐0.2％）

と、マイナスが続くと見ている。ただし、これも通信大手の携帯電話料金引き下げの影響が大き

く、これが引き続き‐0.6 ポイントの押し下げ要因になることから、実質的には、プラスが続い

ているとの見方だ。なお、エネルギー価格はさらに大きく改善すると見ている。 

なお、設備投資動向については、5月「建設総合統計」（20日、国交省）で確認するが、市場

は、前月（同前年比＋0.5→＋0.2％）での伸び率低下が基調化するか否かを注目している。 

最後は、輸出動向を、6月「貿易統計」（21日、財務省・日銀）で確認するが、市場は、季節

調整済み輸出が、前月比＋2.9％（同＋2.2→0.0％）と、外需の強さを映じて再び高まると見て

いるが、部品の供給制約に伴う生産減少の煽りもあってその幅は小幅にとどまりそうだ。この一

方で、輸入は、同＋6.3％（同＋7.0→0.7％）と、前月の反動もあって、再び、輸出を上回る伸

びになると見られることから、結局、貿易収支は、‐0.19 兆円（同＋0.03→＋0.04 兆円）と、

再び大きく赤字に転じると見ている。  

 

３．来週の公表予定経済指標 

〇来週も、引き続き、コロナ感染と経済復興の行方が注目されるところだ。経済指標は、以下の

ものの公表が予定されている。 

 

・消費関連；6月「商業動態統計」（30日） 

・消費周辺；6月「失業率、有効求人倍率」（ともに 30日） 

・物価関連；6月「企業向けサービス価格指数」（27日） 

・設備関連；6月「住宅着工統計」（30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(No252－追補) 

――コロナ感染収束は不透明 

――中国経済のその後 

――円の購買力は、1970年代前半レベルまで低下しているとの見方台頭 

 

１．コロナ感染収束は不透明 

コロナ感染については、ワクチン接種の進捗度如何の差によって、米欧とアジアとの間の格差

が、経済面を含めてさらに拡大しているとこれまで報じてきたが、ここにきて、一段と拡大した

上、やや異なる次元に突入しているようにも見える。 

即ち、ワクチン接種が大きく進捗したとして、経済行動面での規制を撤廃し、経済指標の中に

は、コロナ前の水準を上回る国も出始めていることも確かだが、こうした先でも、実は、接種完

了率が 5 割程度（最先端と見られているイスラエルでも 6割未満）で急速に頭打ちになってい

るのが実情で、これが改めて問題視され始めているということだ。このため、各国ともあの手こ

の手の接種推進策を講じているが、「ワクチン忌避層」の壁は厚く、効果をあげ得ていないのが

実情のようだ。こうした状況から、ワクチン滞留が、米欧中心に 1.5 億回分にも上っていると

の指摘もあるほどだ。しかも、こうした中でも、行動制限を完全撤廃している国が少なくなく、

人流も完全の元に戻り始めていることから、感染拡大が再び徐々に広がる気配なのだ。つれて、

週報本文でも指摘したように、先行きの経済不透明化を嫌気して、先週末は、世界中で株価が続

落している。もっとも、これとて「コロナ治療薬」の完成が間近とあって心配ないとする向きも

少なくないことも、また事実であり、いずれにせよ、これらが、経済指標の動きを読みにくくし

ている要因にもなっているようだ。なお、イスラエルは、こうした中、「ワクチン 3回接種」を

推奨し始めている。 

 

〇そして、さらなる問題は、こうした一方で、これまで感染が比較的少数にとどまってきていた

東アジア諸国（我が国を含め、これまで優等生と見られてきた韓国・台湾も含め）での感染拡大

が目立ってきていることだ。こうした国は、感染拡大が比較的抑制されてきたが故に、ワクチン

確保・接種が遅れがちとなり、しかもワクチン手当の目途も立たないという国が少なくないわけ

であるが、これが、もともと広がっていた米欧との格差を、一段と拡大する動きになってきてお

り、市場は大いに気にしている。従って、ここは、一段と注意深くウォッチする必要がありそう

だ。 

 

２．中国経済のその後 

〇中国経済については、市場は、第 2 四半期「ＧＤＰ」（15 日）の動きに注目していたが、結

果は、実質前年比＋7.9％（同前四半期＋18.3％）と、慎重な市場予想（＋8.1％）をも下回る

形での減速となった。ただし、前期比では＋1.3％（同＋0.4％）と、前期の伸びを上回ってい

ることを理由に、経済活動は、順調に活発化していると見る先が少なくないことも事実だ。さら

には、先進国同様に、前期比年率換算ベースで見ても、＋5.5％（同＋5.0％）と、成長率が加
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速すると計算しているようだ。さらには、6月「貿易収支」（13日）も、515.3億ドル（同 455.4

億ドル）と、黒字幅を一層拡大しており、こうした見方を裏付けているようだ。 

ただし、この一方で、同時に公表された、6 月「小売売上高」（15 日）は、前年比＋12.1％

（同前月＋12.4％）、6月「工業生産」も、同＋8.3％（同＋8.8％）と、前月の伸びを下回って

おり、明らかに、外需依存が高まっている反面、内需回復は遅れているように見えるのだ。さら

に、最近の資源高が、企業収益を圧迫していることの事実で、これが今後企業の設備投資を圧迫

する可能性もあり、事実、中国人民銀行も、15日から預金準備率を引き下げて、中小企業向け

貸し出しを支援する姿勢を示しているわけで、ここは軽軽に成長率が加速していると判断するの

は、控えたほうが賢明と思われる。 

 

３．円の購買力は 1970年代前半レベルまで低下しているとの見方台頭 

〇市場には、ここにきて 110円前後で推移している円の実行レートが、実は、アベノミクス以

降、1970年代前半と同水準で推移しており、様々な弊害が生じているとの見方が台頭しており、

ここは注意が必要と思われる。 

即ち、過去 20年間で、我が国の物価は、2.6％しか上昇していないが、他国は、この間に、

40～50％上昇しており、しかも、通常であれば、円の相対的価値は上昇しているはずなのに、

実際の為替相場には反映されていないなど、機能不全に陥っているとの指摘だ。（なお、為替に

ついては、教科書的に「物価マック相場」（全世界的に実質同一価格に収束する）という考え方

があるが、これに従えば、円相場は 65円になるとの計算もある。） 

ところで、こうした事態に陥っている理由として、市場は、以下の 5点を挙げている。 

① 日本企業は、アベノミクス開始以降、対外投資を急増させ、海外現地法人の内部留保額は 40

兆円にまで拡大しており、これが円相場の足を引いている。 

② 日本企業が円安メリットを従前ほどには享受できなくなってきており、事実、円安でもさほ

ど輸出量は増加していないし、輸入価格上昇を国内価格に転嫁できなくなってきている。こ

の結果、物価は上がらず、輸入企業の採算は悪化するばかりになってきている。 

③ そうした日本企業に対する海外投資家に失望が広がっており、アベノミクス期待で 20 兆円

の買い越しになった外国人投資家は、その後 10兆円を売り戻している。 

④ 日本の家計による現金選好はむしろ高まっており、預貯金保有比率は高止まりしたままだ。

このため、対外的に円の購買力が低下しても、国内価格は維持したままとなっている。 

⑤ そもそも、日本の平均年収は、名目・実質ともに過去 30 年間上昇しておらず、購買力に変

化はない。この一方で、他国は当然上昇しており、購買力にもかなりの差が生じ始めてきて

いる。 

 

〇従って、ここで懸念しなければならないのは、先行き円高への調整が進むことはもとより、こ

のままでは、一段と円の購買力が低下する可能性があることで、場合に因っては、日本人が海外

旅行に行きづらくなる一方で、外国人観光客に割安な買い物の機会を提供するだけになる可能性

もあるということだ。 
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要するに、為替相場については、冷静に実体相場を甘受する必要がある（むやみに円安を好機

としない）ということであり、コロナ感染で、海外との行き来がしにくい今こそ抜本的是正策を

講じるのが得策とも思えるのだがどうだろうか。 

                                           

以 上 
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