
 

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 

№２５４ 

(2021.08.02) SAWAYAKA 

RESEARCH 

 

 

 

 

 

 

 

先週および今週の我が国主要経済指標から（№254） 

１．先週の動き概要 

〇先週も、コロナ感染が、東アジア・アフリカはもとより、再び世界中での拡散が目立ったとこ

ろだ。そして、ここにきて、ワクチン接種が進捗しているはずの米欧でも、再び感染抑制に苦慮

する姿が目立ってきているのが特徴となっている。この間、我が国でも、週後半には、連日感染

者数が 1万人を超すなど過去最高を更新し、東京でも、オリンピック競技が本格化するなかで、

4千人を超える事態となり、政府は急遽、東京・沖縄での「緊急事態宣言」を延長するほか、大

阪および首都圏 3県を再指定する事態になっている。（この点の詳細は、別添の追補参照。） 

なお、こうした状況にもかかわらず、世界的な人流にさしたる変化は見られないこともあって、

経済面への悪影響も足元についてはさほどではないが、さすがに先行きに対する警戒論が強まり

つつあり、主要国中央銀行としても、とりあえずは、現行の緩和政策を維持する構えだ。いずれ

にしろ経済実態は一段と読みにくくなっており、株式市場も、週央には、例えばＮＹ市場は過去

最高値を更新していたが、週末に至っては、コロナ感染拡大等への警戒感の強まりや利益確定売

りが出て、東京市場も含め反落しての週越えとなるなど、動きの大きい相場が続いている。ただ、

為替は一段のドル高、ガソリンも高値で推移した。（この間公表されたＩＭＦ（国際通貨基金）

の世界経済見通し、および米国経済実態をどう判断するかという点については、別添追補参照。） 

 

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

注目したが、予想通りに、現行の政策金利（0.00～0.25％）の変更はなく、テーパリング（量

的緩和策の縮小）についても、「今後検討を進める」といった、どちらともとれる言い方に終始

した格好だ。このため、市場もさしたる反応を示さなかった。なお、8月末に期限を迎える、連

邦政府の債務上限適用停止措置については、バイデン政権が議会に 9 月末までの延長案を提出

している。この間、市場が悪化すると見ていた景況感指数は、前月分を上方修正した上で、さら

に、軒並み改善方向に転じるといった予想外の展開になった格好だ。即ち、7月「消費者信頼感

指数」（27日、市場は 129.1と、前月の 128.9＜速報値 127.3から上方修正＞から上昇）は、

市場予想（123.9）とは様変わりの改善となった。さらに、7 月「シカゴ購買部協会景気指数」

（30日、同 73.4＜市場予想 64.6＞と、66.1から上昇）、7月「ミシガン大学消費者態度指数」

（30日、市場は、81.2＜市場予想 80.8＞と、80.8から上昇）、7月「リッチモンド連銀製造

業指数」（27 日、同 27 と、26＜速報値 22 から上方修正＞から上昇）といった具合だ。もっ

とも、こうした中で、第 3週「新規失業保険申請件数」（29日、40.0万件と、42.4万件＜速
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報値 41.9万件から上方修正＞から減少）については、順調に改善が進んだが、市場予想（38.0

万件）ほどではなく、カリフォルニア・ネバダ・ニューヨークでは増加しているなど州間の格差

も目立ち始めている。さらに、同「失業保険継続受給者数」（29日、326.9万人と、326.2万

人＜速報値 323.6万人から上方修正＞から増加）は、市場予想（319.6万人）に反し、小幅な

がらも増加に転じており、ここは注意して見ておいたほうが良さそうだ。 

また、実体経済指標についても、強気の市場予想ほどではないにしろ改善指標が目立ったこと

も事実だ。例えば、4～6 月期「ＧＤＰ速報値」（29 日、同前期比年率＋6.5 と、＋6.3％から

伸び上昇）は、市場予想（＋8.5％）を下回ったものの、さらに改善が進んだ格好となった。さ

らに、単独指標である、6月「個人所得」（30日、同前月比＋0.1％と、‐2.2％＜速報値‐2.0％

から下方修正＞からプラスに転化）についても、減少継続と見ていた市場予想（‐0.3％）に反

し、増加に転じ、つれて、6月「個人消費支出」（30日、同＋1.0％と、‐0.1％＜速報値 0.0％

から下方修正＞からプラスに転化）も、市場予想（＋0.7％）を上回る増加に転じている。なお、

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、同前年比＋

3.5％と、＋3.4％から伸び上昇）も、市場予想（＋3.7％）ほどではないにしろ、一段と上昇し、

むしろインフレ懸念さえ高める状況となっている。（なお、物価動向については、市場も大いに

気にしているところであり、3 日公表予定の、6 月「ＥＵ（欧州連合）・卸売物価指数」＜同前

年比＋10.3％と、＋9.6％からさらに伸び上昇予想＞も注目したい。） もっとも、この一方で、

6 月「耐久財受注」（27 日、同前月比＋0.8％と、＋2.3％から伸び低下）は、慎重な市場予想

（＋2.1％）をも大きく下回る形で伸び鈍化した格好になっているほか、住宅関連でも、6月「新

築住宅販売件数」（26日、年率換算 67.6 万件と、72.4 万件＜速報値 76.9 万件から下方修正

＞から減少）が、市場の増加予想（80.0 万件）とは逆に減少を余儀なくされている。さらに、

5 月「住宅価格指数」（27 日、同＋1.7％と、＋1.8％から伸び低下）も、小幅悪化しているな

ど、マイナス指標も残っているわけで、景気の予想以上の回復を囃している市場とは、コロナ再

感染の広がりもあり、ここは、まだ幾分距離をもって見ていたほうが良さそうだ。 

 

〇なお、我が国の経済指標については、まずは、景況関連の 7月「製造業・サービス業ＰＭＩ」

（ともに 26 日）に注目したが、前者は、52.5（前々前月 53.6→前々月 53.0→前月 52.4）

と、もともと底堅い需要に、これまで続いた供給制約も徐々に解消に向かったことが加わり、市

場予想（52.7）ほどではないにしろ、3 か月振りの改善となった。ただ、後者は、46.4（同

46.5→48.0）と、横ばいにとどまると見ていた市場予想（48.0）に反し、前々月水準にまで後

退した格好だ。結局、「緊急事態宣言」発令があっても人流の減少はさほど減少しなかったが、

相応にマイナス影響があったという形だ。 

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）で確認したが、小売業

売上高が、季節調整済み前月比＋3.1％（同‐4.6→‐0.3％＜速報値‐0.4％から上方修正＞）と、

これでもやや強気とも見られていた市場予想（＋0.2％）を、さらに大きく上回る増加となった。

要するに、「緊急事態宣言」の延長により、サービス消費等のさらなる抑制が予想されたが、結

局は、消費者のコロナ対策疲れが勝ったということかも知れない。ただ、前年比では、＋0.1％

（同＋12.0→＋8.3％＜速報値＋8.2％から上方修正＞）と、大きく伸び鈍化しているわけで、

ここは慎重に見ていく必要がある。 
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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

いては、前者が、2.9％（同 2.8→3.0％）と、小幅ながらも減少に転じ、後者に至っては、1.13

倍（同 1.09→1.09倍）と、慎重な市場予想（1.09倍）を大きく上回る上昇となった。このた

め、市場には、「緊急事態宣言」発令があっても労働市場そのものは基本的に底堅いと見る向き

も少なくないが、この間、失業者自体は、前年同月比＋11 万人と、17 か月連続での増加が続

いているうえ、コロナ以前の有効求人倍率は、1.4～1.5倍あったことを勘案すれば、引き続き

厳しい状況が続いていると見たほうが賢明のようにも思うのだが、どうだろうか。 

こうした中、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）で確認したが、前年比＋1.4％（同前年比＋1.1→＋1.5％）と、若干伸

びは縮小したが、「緊急事態宣言」延長があっても 5か月連続で上昇が続いている格好だ。なお、

この間の伸び縮小は、これまでの牽引車である広告が、同＋13.3％（同前月＋11.7→＋14.8％

＜速報値＋15.3％から下方修正＞）と、さすがにやや頭打ちの状況となってきたことに因るも

のと見られる。 

この他、6月「鉱工業生産」（30日、経産省）も公表されたが、季節調整済み前月比＋6.2％

（同＋2.9→‐6.5％）と、強気の市場予想（＋4.3％）をも上回る増加に転じており、生産水準

自体も 99.3と、コロナ感染前の 2020年 1月の水準（99.1）を上回るに至っている。これは、

国内外の基調的な需要が強まっているところに、半導体の供給制約に伴う生産活動面への影響が

徐々に解消に向かい始め、自動車工業や生産用機械工業がこれまでの反動もあって大幅増加に転

じていることによる面が大きい。 

最後は、設備投資動向を、6月「新設住宅着工戸数」（30日、国交省）で確認したが、前年比

＋7.3％（同＋7.1→＋9.9％）と、市場予想（＋10.0％）を下回りはしたが、4 か月連続での

プラスとなった。なお、内訳を見ても、持ち家が、同＋10.6％（同＋8.8→＋16.2％）と 8 か

月連続、貸家が、同＋11.8％（同＋13.6→＋4.3％）と 4か月連続での高い伸びとなっている

のが目立っている。 

 

２．今週の動き予想 

〇今週も、ワクチン接種が滞り始めた中で、コロナ感染が再び、我が国はもとより、世界中で猛

威を振るい始めており、ここはさらなる注視が必要だ。なお、市場は、こうした中でも、米欧中

心にした経済回復は基本的に進むと見ているが、中には「ピークアウト懸念」を唱える向きも出

てきているほか、中国経済も 7 月「製造業ＰＭＩ」（31 日、50.4 と、前月の 50.9 から低下）

が 4 か月連続の悪化となったこともあり、これらの行方には一段の注意が必要だ。さらに、市

況についても、株価がコロナ感染の再拡大から上値に重い展開が予想されるうえ、米国長期金利

も、ＦＲＢ（連邦準備制度理事会）の性急な緩和縮小予測は低下しているとは言え、6日発表の

雇用統計次第では荒れる局面も予想される状況だ。このため、為替についても、本来金利低下は

円高要因であるが、我が国の経済回復の遅れがドル高要因になっており、読みにくい構図が続く

見込みだ。なお、原油は引き続き底堅い推移が見込まれている。いずれにせよ、過去の経験値と

は異なるやや不自然ともいえる動きもあるだけに、ここは一段と注意深くウォッチしていくこと

が肝要だ。また、市場が気にしている物価動向についても、注視が必要だ。 
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〇この間、米国の経済指標は、まずは、景況関連の、7 月「ＩＳＭ製造業景況指数」（2 日、市

場は 60.8 と、前月の 60.6 から上昇予想）、7 月「ＩＳＭ非製造業景況指数」（4 日、同 60.5

と、60.1から上昇予想）に注目したいが、とりあえず市場は小幅改善が続くとの見方だ。さら

にバイデン政権が政策判断の重要指標としている雇用指標も公表が集中するので注意が必要だ。

これについては、7月「非農業部門雇用者数変化」（6日、同 88.8万人と、85.0万人から増加

予想）、7 月「失業率」（6 日、同 5.7％と、5.9％から低下予想）、7 月「平均時給」（6 日、同

前年比＋3.9％と、＋3.6％から伸び上昇予想）いずれの指標もさらに改善が進むとの見方にな

っている。また、先週やや予想外の展開を見た、第 4週「新規失業保険申請件数」（5日、同 38.0

万件と、40.0万件から減少予想）、同「失業保険継続受給者数」（5日、326.0万人と、326.9

万人から減少予想）は、ともに減少基調に戻るとの見方だ。 

なお、先週総じて好調だった実体経済指標については、再びやや慎重な見方が目立っている。

即ち、「製造業新規受注」（3日、同前月比＋1.0％と、＋1.7％から伸び鈍化予想）、6月「卸売

在庫」（6日、同＋0.8％と、＋1.3％から伸び低下予想）といった具合だ。なお、6月「貿易収

支」（5日、同‐740億ドルと、‐712億ドルから赤字拡大予想）については、内需回復もあって

さらに赤字が膨らむ見通しだ。 

 

〇こうした中、我が国の経済指標については、まずは、景況関連の 7 月「製造業・サービス業

ＰＭＩ」（各 2、4 日、ともに Markit Economics）が気になるところだが、市場は、ともに横

ばい（前者前回 52.4→今回 52.2、後者同 48.0→46.4）と見ている。 

さらに、消費動向については、７月「消費動向調査」（6日、内閣府）で確認するが、市場は、

消費者態度指数が、季節調整済み 36.0（同前々月 34.1→37.4）と、再び、小幅低下すると見

ている。これは、「緊急事態宣言」再発令下でのオリンピック開催という異例の事態になったわ

けであるが、消費者センチメントは、当然、6月の改善を戻す形で低下に転じるとしても、新た

に導入された営業制限は限定的にとどまっており、人流もさほど減少していないことから、結局、

小幅の低下にとどまると見ているためだ。なお、市場は、当面の改善は見込めなくとも、さすが

に年末近辺になれば、改善に向かうと期待しているようだ。 

このほか、7月「新車登録台数」（2日、自販連）も公表されるが、市場は、前月（前年比前々

月＋30.9→＋9.2％）には、大きくブレーキがかかった伸びも、当月はいくらかでも挽回できる

のではないかと期待しているようだ。 

また、消費周辺指標である、6 月「毎月勤労統計」（6 日、厚労省）については、市場は、現

金給与総額が、前年比＋1.5％（同前年比＋1.4→＋1.9％）と、企業活動の鈍化を映じて若干伸

びは縮小するが、「緊急事態宣言」下にも拘わらず、改善が続くと見ている。 

最後は、世界中でインフレ懸念まで生じ始めている注目の物価動向であるが、これは、7月「東

京都区部消費者物価指数」（3 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、前年比 0.0（同‐0.1→0.0％）と、引き続きプラマイゼロの動きが続くと見ている。

これは、4 月から影響が大きく現れた通信大手の携帯電話通信料引き下げの影響（前年比‐0.5

ポイント押し下げ）を除けば、プラス基調が続いていることにはなるが、他国に比べるといかに

も水準の低さが目立っているわけで、ここも大いに気になるところだ。なお、エネルギー価格に
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ついては、さらに伸びを高めると見ているようだ。 

 

３．来週の公表予定経済指標 

〇来週も、コロナ感染拡大と経済復興の行方が大いに気になるところだ。なお、公表予定指標は、

以下の通りだ。 

 

・景況関連；7月「景気ウオッチャー調査」（10日） 

・物価関連；7月「企業物価指数」（12日） 

・輸出関連；6月「国際収支」（10日） 

・貸出関連；7月「貸出預金動向」（10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(No254－追補) 

――世界の新型コロナ再感染はさらに拡大の状況 

――ＩＭＦ（国際通貨基金）の世界経済見通し 

――米国の経済実態をどう判断するか 

 

１．世界の新型コロナ再感染はさらに拡大の方向 

〇新型コロナ感染については、収束が見えない状況が続いていることはこれまでと同様であるが、

ここにきて、新たな局面入りしているようにも見えるところだ。即ち、ワクチン接種が遅れてい

る、東アジア・アフリカ（例えば、インドネシアでは感染急増から医療崩壊の状況）や、これま

での優等生の韓国・中国（再びロックダウンをも実行）で、深刻な状況が続いていることはもと

より、ワクチン接種が進捗し、経済活動も活性化の方向に切り替えている米欧でも急激な再拡大

が目立ち始めているということだ。 

即ち、経済復興が目立つ米国でも、28日には、新規感染者が 8.6万人と、本年 2月以来の高

水準に達しているほか、死者も 200人を超えている。さらには、一部地域ではあるが、コロナ

感染者の 74％がワクチン接種済みという報告もなされており、これを受けて、バイデン政権は、

公共の場でのマスク着用を再び義務化したほか、ワクチン接種者に 100ドルを支給するとか、

連邦職員に実質的にワクチン接種を義務化する等、あらゆる手を尽くして、行動規制を再強化し、

コロナを封じ込める方策を打ち出している状況だ。ただ、米国内には、行動の自由を死守しよう

とする勢力があるほか、ワクチンについても根強い反対派がいるわけで、これがどれだけ奏功（ソ

ウコウ：作戦・施策等が結果に結びつくこと）するかは不明だ。なお、こうした状況は、他国も

同様（ただし、英国では感染減少が報告されている）で、イスラエルに至っては、3回目のワク

チン接種を早々と打ち出している。 

このため、市場には、ワクチン接種を早めることは当然として、更なる方策を打ち出さなけれ

ば、コロナ禍が予想以上に長期化し、足元復興が目立つ経済もやがて再反落しかねないと懸念す

る向きも出始めており、ここは注意が必要だ。 

 

〇この間、わが国でも、コロナ感染は急速に拡大し、週末には、東京では、4千人超え、その他

の地域でも、神奈川・埼玉・千葉・群馬・栃木・静岡・沖縄等で、過去最多を更新し、全国ベー

スでも、とうとう 1 万人を超す異例の事態になってきている。このため、政府は、東京・沖縄

の「緊急事態宣言」の 8 月末までの延長、大阪・神奈川・埼玉・千葉の再指定に踏み切ったほ

か、併せて北海道・石川・京都・兵庫・福岡を、「蔓延防止等重点措置」対象先に再指定した。

ただ、これも、市場には「コロナ・各種宣言慣れ」が指摘されているうえ、この一方でオリンピ

ックが続いており、しかも「バブル方式」（オリ・パラ関係者を一般国民から遮断する）もほこ

ろびが多数指摘されている状況とあって、この効果については疑問視する向きが少なくない。従

って、わが国にも、早晩（ソウバン：早かれ遅かれ）、医療崩壊が生じると危惧する向きも出始

めているわけで、ここは目が離せない状況になっている。 

こうした中、各種宣言に強制力を持たせて、より強引にコロナを封じ込める必要があるとの意
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見も強くなってきているのも事実だが、ただ、この一方で、我が国としては、今年後半に政治の

季節（政権変動等時節）を控えていることもあり、これが臨機応変の対応を採りにくくしている

ようにも見えるわけで、厄介な事態にならなければよいがと願うところだ。いずれにせよ、この

点については、更に注意深くウォッチしていく必要がある。 

 

２．ＩＭＦ（国際通貨基金）の世界経済見通し 

〇ＩＭＦは、27日に、恒例の世界経済見通しを改定し、2021年の成長率見通しを、現行統計

で遡れる 1980年以降最も高い伸びである＋6.0％と、前回 4月の予測から据え置いた。ただ、

内訳的には、ワクチン接種の進捗度によって国別格差が広がると見ており、例えば、先進国は、

米国が、ワクチン接種拡大と財政出動により、前回予測から、＋0.6 ポイント上方修正されて、

＋7.0％となり、欧州と共に全体を押し上げる形になっている。ただ、先進国で唯一ワクチン接

種が遅れている日本は、＋2.8％（前回＋3.3％）と、「緊急事態宣言」の再発令もあり、例外的

に下方修正されている。さらに、新興・途上国でも、ワクチン接種の遅れに加え、財政力の弱さ

から下方修正を余儀なくされており、とくに、コロナ変異種に襲われているインドでは、＋9.5％

と、前回比‐3.0ポイントの大幅下方修正されている格好だ。 

なお、2022年については、ワクチン普及を前提にすれば、世界全体の成長率は、前年が急伸

した後だけに伸びは鈍化するとしても、＋4.9％と、前回予測の 4.4％から上方修正されるとし

ている。ただ、この場合でも、コロナ変異株の感染拡大やインフレの長期化および米国の財政出

動の縮小等により、下方修正される可能性あり（この場合、2025年の世界のＧＤＰは想定を 1％

下回り、その間の経常損失は 4.5兆ドルに上ると試算）としており、ここは注意が必要だ。 

 

ＩＭＦの経済成長率見通し 

            2021年（前回比）  2022年（前回比） 

世界   6.0％ （+0.0）   4.9％ （+0.5） 

先進国      5.6  （+0.5）   4.4  （+0.8） 

米国      7.0  （+0.6）  4.9  （+1.4） 

欧州      4.6  （+0.2）   4.3  （+0.5） 

日本      2.8  （-0.5）  3.0  （+0.5） 

新興・途上国  6.3  （-0.4）  5.2  （+0.2） 

中国      8.1  （-0.3）  5.7  （+0.1） 

インド     9.5  （-3.0）  8.5  （+1.6） 

 

〇さらに、ＩＭＦは同時に、成長率を上方修正した米欧でも、上記のようにコロナ感染が再拡大

していることや、コロナ対策のために政府債務が先進国でＧＤＰ比 122.5％にまで膨れ上がっ

ていること等をも問題視しているわけで、いずれにしても、ここは慎重に見て置いたほうが良さ

そうだ。 
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３．米国の経済実態をどう見るか 

〇米国経済指標については、景況指標の動きが実体経済指標に先行したり遅行したりと、思惑的

動きが続いているようにも見えるが、実体経済は、徐々に回復基調を辿ってきており、中には「雇

用ひっ迫」、「インフレ懸念」を訴える向きも出てきているわけであるが、「先週および今週の我

が国主要経済指標から（№254）」本文でも指摘しているように、未だ区々（マチマチ）の動き

があり、必ずしも、市場が指摘しているほど順調な景気回復局面を辿っているとは、正直、言い

難い。 

こうした中、29日に公表された、第 2四半期「ＧＤＰ」は、年率換算前期比＋6.5％（同前

期＋6.3％＜速報値＋6.4％から下方修正＞）と、強気の市場予想（同＋8.5％）ほどではなかっ

たにせよ、コロナ直前の 2019年第 4四半期（同＋6.0％）を上回ったことから、市場では、「米

国経済は、パンデミック前まで回復し、このままいけば、2021 年を通してみても、＋7％と、

1987年（ブラックマンデー：世界的株価大暴落）以来の高水準となる」と期待する声が増加し

ている。この間、内訳を見ても、個人消費が、＋11.8％と、2 期連続での高い伸びとなり、こ

れが全体をけん引した格好だ。なお、市場には、これもコロナ禍で蓄積した貯蓄が、約 2.5 兆

円にも上っており、これが消費の原動力になるとの見方だが、この行方については、コロナ感染

再拡大の動きもあり、軽々には判断しないほうが良さそうとも思うのだが、どうだろうか。また、

このほか、設備投資も＋8.0％と好進したが、期待の住宅投資は、‐9.8％と逆にマイナスに転じ

ており、ここは注意が必要だ。さらに特筆すべきは、物価が、コア（食品・エネルギーを除く）

ベースで、＋6.1％と、前期（＋2.7％と、ほぼ目標圏内）をさらに上回る高い伸びを示したこ

とだ。このため、パウエルＦＲＢ(連邦準備制度理事会)議長は、「一過性のこと」として、市場

の利上げ予想を抑え込もうとしているようにも見えるが、市場は「インフレ懸念」が高まること

を、一段と気にし出している格好だ。米国経済は、この他にも、前述のように「雇用ひっ迫」が

一段と深刻化しているとの指摘もあり、先行き、この 2点が大きなリスク要因になりそうだ。 

 

〇こうした中、米国の金融政策については、テーパリングの時期について諸説飛び交っているが、

とりあえず、市場の大勢は、「年内にはない」ということで落ち着いているようだ。さらに、世

界的に「通貨安競争」を呈している中で、米国がどこまでこれを許容できるかといった問題もあ

り、いずれにせよ、今後もきめ細かくウォッチしていく必要がありそうだ。 

以 上 
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