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先週および今週の我が国主要経済指標から（№253） 

１．先週の動き概要 

〇先週も、引き続き、コロナ感染と経済復興の行方を注目したわけであるが、感染急拡大が我が

国には身近な東アジアでさらに深刻化しているほか、改めてアフリカでのワクチン接種の遅れ

（わずか 1％台にとどまっていると言われている）と感染拡大がクローズアップされたほか、経

済行動規制の全面解除に至った英国・米国でも1日当たりの新規感染者が5万人を超えるなど、

収束の行方が依然不透明なままの 1週間だった。（詳細は、別添追補参照。） 

なお、こうした中、我が国では、オリンピックが、直前まで混乱したほか関係者の感染者も相

次いでいるが、予定通り 23日に開始されている。また、欧州経済は、7月「総合ＰＭＩ」（23

日、60.6と、前月 59.5から上昇）が、20年ぶりの高水準になるなど改善が目立つが、この一

方で、ＥＣＢ（欧州中央銀行）は、22 日の理事会で、「物価の一時的な上振れは容認し、低金

利を向こう 5～6年継続する」旨を表明しており、これが内部論争を呼び込む格好にもなってい

る。（この間の詳細、およびＩＭＦ（国際通貨基金）のＦＲＢ（連邦準備制度理事会）への勧告

については、別添追補参照。） 

また、株価は、ＮＹ市場が、前半は長期金利低下を受けて低迷したが、後半は景気回復気配が

強まったとして、23日には過去最高値をつけての週越えとなるなど、神経質な動きが続いてい

る。いずれにせよ、この間、東京市場は軟調に推移しており、市場の失望を招いている。この間

為替は小動きに終始し、原油については、「ＯＰＥＣ（石油輸出国機構）プラス」が、急きょ足

並みを揃えて協調減産の順次縮小を打ち出したこともあって、上昇頭打ちの状況も見られるが、

我が国については、ガソリンが連休を控えて店頭価格が 2 割高になっているなど、恩恵は未だ

見られない。 

 

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、前月比＋0.7％と、前月の＋1.2％＜速報値＋1.3％から下方修正＞から伸び低下）に着目し

たが、慎重な市場予想（＋0.9％）をさらに下回る水準にまで伸びが鈍った格好だ。さらに、7

月「製造業・サービス業ＰＭＩ」（ともに 23日、同前者は、63.1と、62.1から若干上昇した

ものの、後者は、59.8 と、64.6 からやや大きく低下）についても、サービス業での悪化がや

や目立っており、米国経済の現状についてやや慎重な見方をする向きも出てきていることには注

意が必要だ。また、第 2週「新規失業保険申請件数」（22日、同 41.9万件と、36.8万件＜速

報値 36.0 万件から上方修正＞から増加）は、減少すると見ていた市場予想（35.0 万件）とは
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逆に再び増加に転じており、ここも気になるところだが、この一方で、同「失業保険継続受給者

数」（22日、同 323.6万人と、326.5万人＜速報値 324.1万人から上方修正＞から減少）は、

市場予想（310.0 万人）ほどではないにしろ、減少が進んでおり、ここは次週結果を見て判断

したいところだ。 

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

日、年率換算 164.3 万件と、154.6 万件＜速報値 157.2 万件から下方修正＞から増加）が、

市場予想（159.0万件）を上回る増加となったが、この一方で、先行き指標でもある、6月「建

設許可件数」（20日、同 159.8 万件と、168.3 万件＜速報値 168.1 万件から上方修正＞から

減少）は、増加すると見ていた市場予想（170.0 万件）とは裏腹に、やや大きく減少を余儀な

くされている。ただ、6 月「中古住宅販売件数」（22 日、同 586 万件と、578 万件＜速報値

580万件から下方修正＞から増加）は、市場予想（590万件）を下回るとは言え、増加が続い

ており、必ずしも弱気一辺倒にはなっていない。いずれにせよ判断が難しい局面が続いている格

好だ。 

 

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、

公表指標は数少なかったが、まずは、景況について、7 月「製造業・サービス業ＰＭＩ」（とも

に 23日、Markit Economics）で確認すると、製造業は、52.3（前々月 53.0→前月 52.4）、

サービス業が、47.6（同 47.2→同 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。 

次に、注目の物価動向について、6月「全国消費者物価指数」（20日、総務省）で確認すると、

コア（除く生鮮食品・エネルギー）が、前年同月比‐0.2％（同‐0.2→‐0.2％）と、市場予想通

りに同水準のマイナスが続いた格好だ。ただ、内訳を子細に見ると、このところの最大の低下要

因と見られている、「交通・通信」（同前月‐1.5→当月‐1.8％）は、確かに、マイナス幅を拡大

しているが、その他にも、「保険医療」（同‐0.1→‐0.3％）が同様の動きになっているほか、「家

具・家事用品（同＋2.1→＋1.6％）、「教養娯楽」（同＋0.6→＋0.5％）が伸び率を低めるなど、

物価低下要因になっている項目は少なくない。さらには、この一方で、「光熱・水道」（同‐0.3→

＋0.6％）、「教育」（同＋1.3→＋1.5％）等、プラス転化している項目や、伸びを高めているも

のも少なくなく、要するに、実勢は、市場が主張しているような、「全体的には回復基調にある

中で、通信大手の携帯電話料金引き下げの影響が大きい」といった単純なものではないことが解

る格好だ。なお、「生鮮食品」（同‐5.2→＋0.6％）は、プラスに転化したが、ガソリン（同＋19.8→

＋17.9％）は、ようやく伸び率が頭打ちになった形だ。 

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）で確認したが、出来

高総計は、前年同月比＋0.5％（同前々月＋0.5→同前月＋0.2％）と、再び伸びを回復している。

これは、民間居住用が、同＋1.7％（同‐2.1→＋0.6％）と順調に伸びを高めてきていることに

よる面が大きい。 

最後は、輸出動向を、6月「貿易統計」（21日、財務省・日銀）で確認したが、季節調整済み
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輸出は、前月比＋2.4％（同前々月＋2.2→同前月 0.0％）と、ほぼ市場予想（＋2.9％）通りに、

外需の強さを映じて再び伸びを高めた格好だ。なお、この結果、実数ベースでの 2021 年上期

輸出は、39.85兆円となり、コロナ以前の 2019年上期（38.25兆円）の水準を 5期ぶりに上

回った格好だ。ただ、この一方で、輸入は、同＋4.0％（同＋7.0→0.7％）と、市場予想（＋

6.3％）ほどではなかったにしろ、前月の反動もあって、再び、輸出を上回る伸びになり、この

結果、貿易収支は、‐0.09 兆円（同＋0.3→＋0.4 兆円）と、再び小幅赤字に転じた格好だ。

なお、この間の国別輸出動向は、米国向けが、前年比＋85.8％（同前々月＋45.1→同前月＋

87.9％）と 4か月連続のしかも大幅な増加となっているほか、中国向けも、同＋27.7％（同＋

33.8→＋23.6％）と、12か月連続での増加となっており、この 2か国だけで全体の 40.6％を

占めていることになる。なお、米国向け輸出が、中国向けに対して劣勢に立たされている状況に

変わりはないが、足元緩やかではあるが改善方向を辿りつつあることは事実だ。 

 

２．今週の動き予想 

〇今週も、再び世界中で拡散し出しているコロナ感染の行方が大いに気になるところだが、こう

した中、我が国では、オリンピック競技が本格化するわけであるが、肝心の「バブル方式」（オ

リンピック選手等を市民から隔絶）の有効性が疑われる事例がすでに多発し、東京都内の人流も

逆に大幅に増加し、新規感染も 25日には日曜日としては過去最多を記録していることから、市

場には懸念を述べる向きも少なくないことも事実だ。なお、この間、世界経済は、例えば、米国

では、景気後退が昨年 4月を谷にして僅か 2か月で終了しているとの発表があるなど強気の見

方がある一方で、7 月末には、コロナ禍で家賃が払えなくなった人向けの立ち退き猶予措置が、

再三の延長の後期限切れとなり、約 400万人もが住む家を失う可能性が高いとの指摘もあり、

いずれにせよ格差が一段と拡大しそうな気配だ。さらには、東アジア・アフリカ等では、コロナ

感染拡大に伴う苦境が続いている。さらに、中国にも、40年続いてきた改革開放路線から「統

制」へと急速に傾斜しているとの指摘があり、ここは引き続き、きめ細かなウォッチが求められ

ている。 

なお、市況面でも引き続き不安定な動きが続くと見られるが、市場には、米国経済の先行きに

ついて依然懸念する向きが多く、長期金利は低位で推移し、株価は先週末の高値が持続すると見

る向きが大勢だ。ただ、わが国市場には、かつての「リスク回避の円買い」がこのところ弱まっ

ているとの指摘があり、ここは留意が肝要だ。 

 

〇こうした中、米国経済については、まずは、28日開催のＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）に

注目したい。市場は、量的緩和縮小時期について、多少なりとも前倒し感を仄（ホノ）めかすか

否かに注目しているが、いずれにせよ、現行の政策金利（0.00～0.25％）の変更はないと見て

いるようだ。また、8月末には、連邦政府債務の上限適用停止措置の期限を迎えるわけで、バイ

デン政権はそれまでに何らかの手を打たなければ、諸施策の不履行、政府機関閉鎖を余儀なくさ

れる恐れがあることにも留意して置く必要がある。 

なお、この間、景況感指数が多数公表される予定でもあり、注視する必要がある。市場は、7

月「消費者信頼感指数」（27日、市場は 124.0と、前月の 127.3から低下予想）、7月「シカ
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ゴ購買部協会景気指数」（30日、同 63.0と、66.1から低下予想）、7月「リッチモンド連銀製

造業指数」（27日、同 20と、22から低下予想）、7月「ミシガン大学消費者態度指数」（30日、

市場は、80.8と、80.8から横ばい予想）とも、基本的には悪化を余儀なくされるとみており、

そうでないものも精々横ばいにとどまるなど、要するに、冴えない動きが続くとの見立てだ。な

お、第 2週「新規失業保険申請件数」（29日、38.0万件と、41.9万件から減少予想）、同「失

業保険継続受給者数」（29日、320.0万人と、323.6万人から減少予想）は、順調に減少する

との見方だ。 

ただ、この一方で、実体経済指標については、逆に強気の見方が少なくなく、例えば、4～6

月期「ＧＤＰ速報値」（29 日、同前四半期比年率＋8.5％と、＋6.4％から伸び上昇予想）は、

さらに改善が進むと見ている。また、単独指標である、6月「個人所得」（30日、前月比‐0.5％

と、‐2.0％からマイナス幅縮小）についても、減少底打ち気配で、つれて、6月「個人消費」（30

日、同＋0.7％と、0.0％から伸び上昇予想）も回復すると見られており、さらに注目の、6 月

「個人消費デフレーター・コア＜除く食料品・エネルギー＞」（30日、同前年同月比＋3.7％と、

＋3.4％から伸び上昇予想）も、好調持続の見方になっている。もっとも、この間、6月「耐久

財受注」（27日、前月比＋2.1％と、＋2.3％から伸び低下予想）、5月「住宅価格指数」（27日、

同＋1.6％と、＋1.8％から伸び低下予想）といった、慎重な見方もあり、結局は、まだら模様

が続いているとも言えるところだ。 

 

〇この間、我が国の経済指標については、まずは、景況関連指数である、7月「製造業・サービ

ス業ＰＭＩ」（ともに 26日）に注目したい。市場は、前者が、52.7（前々月 53.0→前月 52.4）

と、もともとの需要には底堅い強さが窺われる中で、これまで続いた供給制約も徐々に解消に向

かうと見て、3か月振りの改善を見込んでいる。ただ、後者は、48.0（同 46.5→48.0）と、「緊

急事態宣言」発令はあったが、結局は営業制限が飲食店のみにとどまったこと等から人流の減少

も予想ほどには大きくないと見て、とりあえず横ばいと予想している格好だ。 

この間、消費動向については、6月「商業動態統計」（30日、経産省）で確認するが、市場は、

小売業売上高が、前月比＋0.2％（同‐4.5→‐0.3％）と、「緊急事態宣言」の延長により、サー

ビス消費は抑制され、百貨店などの売り上げも低迷したものの、4～5月の低迷からすれば、僅

かとはいえ、プラスに転じると見ているようだ。なお、前年比で見ても、＋8.2％（同＋11.9→

＋8.3％）と、伸び横ばいを維持する見込みだ。 

さらに、消費周辺の、6 月「失業率、有効求人倍率」（ともに 30 日、各総務省・厚労省）に

ついても、前者が、3.0％（同 2.8→3.0％）、後者が、1.09倍（同 1.09→1.09倍）と、とも

に横ばいで推移すると見ているようだ。これは、「緊急事態宣言」発令により、企業活動の鈍化

が予想されるものの、労働市場そのものは基本的に底堅いと見ているためだ。 

また、足元、世界的に注目されている物価動向については、6月「企業向けサービス価格指数」

（27日、日銀）で確認することになるが、市場は、前月（同前年同月比＋1.1→＋1.5％）まで、

広告（同＋11.7→＋15.3％）中心に、4 か月連続で伸びを高めてきている勢いが、「緊急事態

宣言」延長があっても継続するか否かに注目している。 

この他、6月「鉱工業生産」（30日、経産省）も公表されるが、市場は、前月比＋4.3％（同
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前々月＋2.9→同前月‐6.5％）と、半導体の供給制約に伴う生産活動面への影響は未だ残るにし

ても、国内外の基調的な需要は強まっており、再びプラスに転じると見ている。なお、夏場以降

は、この供給制約が解消されると見ており、生産の大幅回復が見込まれるとしている。 

最後は、設備投資動向を、6月「住宅着工統計」（30日、国交省）で確認するが、市場は、前

年比＋10.0％（同前々月＋7.1→同前月＋9.9％）と、小幅であれ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 年のコロナ禍で大きく落ち込んでいた住宅市場も、

このところ回復傾向が目立ち始めているためだ。いずれにせよ、ここは注意が必要だ。 

 

３．来週の公表予定経済指標 

〇来週も、コロナ感染が再び拡散気配にある中で、経済の行方が気になるところだ。経済指標に

ついては、以下を注目したい。 

 

・景況関連；7月「製造業・サービス業ＰＭＩ」（各 2、4日） 

・消費関連；6月「消費活動指数」（6日） 

       7月「新車登録台数」（2日） 

・消費周辺；6月「毎月勤労統計」（6日） 

・物価関連；7月「東京都区部消費者物価指数」（3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(No253－追補) 

――世界は、新型コロナ感染再拡大の状況 

――ＥＣＢ（欧州中銀）の金融政策を巡る動き等について 

――ＩＭＦが、ＦＲＢの政策運営に注文 

 

１．世界は、新型コロナ感染再拡大の状況 

〇新型コロナ感染については、米欧中心にワクチン接種が進捗、つれて経済活動も活性化の方向

にあるが、この一方で、足元は、ワクチン接種が遅れている、東アジア・アフリカはもとより、

米欧でも感染拡大が目立っているなど、再び、世界中で経済行動制限に踏み切る国も少なくない

状況になっている。 

例えば、ワクチン接種が進捗し、経済活動を全面再開している米欧諸国でも、米国では、22

日の新規感染者が、5.5万人と、既に世界最高値に戻っているわけであるが、この間、ＣＤＣ（米

国疾病予防管理センター）は、21 日、仮に「ワクチン接種が 70％台にとどまり、デルタ株が

アルファ―株を 6割上回る事態になれば、10月にも感染ピークを迎えることもあり得る」との

試算を発表している。さらに、ドイツでは、23日に、スペインとオランダを「コロナ感染深刻

地域」と指定し、移動制限を課している。また、イタリアでも、22日には、店内飲食、映画館・

劇場、スポーツイベントには、事前のワクチン接種証明書、24時間以内の陰性証明書の提示を

義務付けており、イスラエルでも、29日から再び行動制限措置を発令する構えだ。 

さらに、これまで、コロナ対策先進国と見られてきていた国でも、例えば、ベトナムでは、足

元の感染急増を背景に、24日には、昨年 4月以降 2度目の「不要不急の外出禁止令」を発出す

るに至っている。また、韓国でも、感染再拡大から、「社会的距離の確保」を最高レベルの「4」

に引き上げていたが、この期限を、当初の 7月 25日から 8月 8日に延期している。 

こうした中、もともと疾病対策力が十分ではなく、ワクチン接種も遅れていた東アジア・アフ

リカ諸国では、一段と困難な状況に逢着（ホウチャク：行きあたる、出くわす）している。例え

ば、インドネシアでは、新規感染者が 5 万人を超え、医療崩壊がさらに進んでいる。なお、こ

うした背景には、ラマダン明けの人流急増が挙げられており、昨今の我が国の現状を鑑みれば、

他人事とは思えないところもあるのだが、どうだろうか。なお、タイでも、新規感染が 1.4 万

人、ミャンマーが、6千人と急増しており、気になるところだ。 

 

〇こうした中、我が国では、コロナ感染第 5 波が、現に進行しているにもかかわらず、人流は

むしろ急増しており、さらに、オリ・パラ開催も強行され、しかも、当初主張していたオリ・パ

ラ関係者をバブル内に閉じ込める案にもほころびが目立っていることから、懸念を示す向きも少

なくないのが実情だ。とくに、海外のマスコミからは辛辣な意見も述べられているとの指摘も少

なくない。従って、いずれにしても、もう少し実効性のある、本腰を入れた対応策を早急に講じ

る必要があるように思われところだ。なお、この間、ワクチン接種が遅れていた台湾が、一時感

染レベルが最高の「4」にまで達していたわけであるが、その後の対応策が早めに奏功し、これ

を 27日には、「2」まで引き下げるとしており、ここは、我が国としても学べるところが多いよ
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うにも思えるところだ。 

 

２．ＥＣＢ（欧州中央銀行）の金融政策を巡る動き等について 

〇コロナ感染の動きに収束の気配が見えない中、比較的ワクチン接種の進捗度が高く、早々と経

済活動の規制撤廃を打ち出している欧米諸国及び中銀も、難しいかじ取りを強いられているのが

実情だ。そして、この間、ＥＣＢは、22 日の理事会で、金融政策の先行き指針である、「フォ

ワードガイダンス」を変更し、「このところの物価上昇は一時的なものと見てこれを許容し、低

金利政策をさらに長期間継続する」ことを決定した。このため、市場は、要するに「向こう 5

～6年は利上げしない」ことを確約したと見ているなど、一段と金融緩和方向に政策を進めたと

判断しているようだ。 

このため、ＥＣＢ理事の中には異論があるようで、例えば、ウンシュ・ベルギー中銀総裁は、

以下の事由での反対論を述べている。 

 

① このままでは、ＥＣＢが長期間、自身の政策変更の手足を縛ることになる。 

② また、この場合、政府からの独立性が問われる可能性もある。 

③ さらに、ＥＣＢは、特定の国の財政状況に応じて、柔軟に政策遂行をする必要も生じ得るわ

けで、それを可能にする「逃避条項」を盛り込む必要があるのに、それがない。 

④ なお、現行の「パンデミック緊急購入プラグラム」も、予見不能な事態が発生しない限り、

来年 3月に終了させるべき。 

 

〇いずれにせよ、こうした意見の違いは、現行の景気状況をどう見るかの違いによってもたらさ

れていると見られる。ただ、冷静に見る限りでは、本文記載のように足元の欧州「総合ＰＭＩ」

が 21年ぶりの高水準にまで回復したとはいえ、コロナ感染状況やその他の経済指標を見る限り

では、ここで金融緩和政策を変更するのは時期尚早と思われる。従って、そうした意味では、Ｅ

ＣＢに軍配をあげたいところだが、さりとて、「5～6 年間の利上げ停止」は、如何にも長すぎ

るし、ここでそこまで明言する必要もないと思われる。さらにその他のウンシュ総裁の指摘につ

いても、④を除けば、いずれも肯首（コウシュ：うなづく、納得する、肯定する）したいところ

が少なくないのが実情だ。 

要するに、ここは両者が歩み寄るべき部分が少なくないということだろう。 

 

３．ＩＭＦ（国際通貨基金）が、米国ＦＲＢ（連邦準備制度理事会）の政策運営に注文 

〇ＩＭＦが、22日に年次報告を公表したが、そのなかで、米国ＦＲＢやバイデン大統領に対し、

「コロナ危機管理をうまくやっているほか、短期的な物価上振れに対しても、これを容認しなが

ら景気回復を支援すべく非常に効果的に対応している」、さらには、「金融政策が引き続き経済を

強力に支援するという安心感を市場に与えている」ほか、「バイデン大統領が、インフラ投資、

脆弱な家計への支援、労働力参加の促進、生産性の向上といった、まさに時期を得た施策を強力

に展開している」と、高く評価しながらも、その一方で、次のような注文を付けており、市場で
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話題になっている。 

 

① ＦＲＢは、2022 年後半（現在は、2023 年中と見られている）にもゼロ金利を解除し、利

上げを開始する必要がある。 

② 巨額の経済対策により景気は回復しているが、一方で物価上昇が加速している。 

③ 量的緩和策の縮小は、2022年前半（現在は 2022年後半と見られている）にも始めるべき。 

 

〇確かに、米国のコロナ対策とこれに呼応した経済金融対策については、我が国にとっても学び、

かつ見習うべきところが少なくないわけで、ここはＩＭＦに、率直に同意したい。 

ただ、後半の金融政策への注文については、正直違和感がある。というのは、米国経済が世界

経済に与える影響が極めて大きい現状では、単に米国経済の事情のみで金融政策等を変更するの

は問題が多い（これは、トランプ大統領下で学んだ事実でもあるが）ことは事実だが、さりとて、

前述の「ＥＣＢの金融政策を巡る動き」でも議論になったように、どこまで、国際機関が一国の

金融経済政策に関与できるかは、ここも思案が必要な部分のように思うのだ。さらに当該国の経

済金融の現状は、同国にしか十分には判断できない場合もあることもまた事実である。さらに言

えば、小生は市場が主張しているほどには、米国経済は順調な回復基調を辿っていないと判断し

ており、こうした中で、国際機関が早期の金融緩和措置の解除を主張するのは行き過ぎとも思う

のだが、どうだろうか。 

従って、いずれにせよ、ここは、ＦＲＢ及びバイデン大統領の良識・見識に期待したい。 

                                           

以 上 
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