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先週および今週の我が国主要経済指標から（№255） 

１．先週の動き概要 

〇先週も、ワクチン接種が遅れている東アジア・アフリカ諸国はもとより、進捗している米欧を

も含めた世界中で、再びコロナ感染が猛威を振るい始めた 1週間だった。この間、我が国でも、

東京はもとより、日本中で過去最高値を更新し続け、このため、新たに「蔓延防止等重点措置」

対象先に、8県を追加する事態に陥っている。ただ、こうした中、政府・東京都等の対応は相変

わらず後手に回っており、経済状況も、足元については、それなりに回復方向を維持しているよ

うではあるが、先行きに対する懸念が強まってきていることも確かだ。（この間の詳細について

は、別添追補参照。） 

こうした中、市況については、株価は、ＮＹ市場が、週前半はコロナ感染の再拡大もあって、

鈍い動きであったが、6 日には、米国雇用指標が好調だったことを受けて、最高値を 2 週間ぶ

りに更新している。これを受けて、週前半には米国長期金利低下もあって円高が進んでいた為替

も、週末には急きょドル高に転じ、結局、110 円台での週越えとなっている。さらに、米国で

はテーパリング（量的緩和縮小）の前倒し発令が再び取りざたされる事態にもなっている。なお、

東京株式市場への影響は引き続き乏しく、小幅上昇が続くなど、いずれにしても読みにくい展開

が続いた格好だ。（なお、経済指標が一段と読みにくくなっている現況等についての解説は、別

添追補参照。） 

 

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、59.5

と、前月の 60.6から下降）、7月「ＩＳＭ非製造業景況指数」（4日、同 64.1と、60.1から上

昇）に注目したが、前者は、改善すると見ていた市場予想（60.8）とは逆に前月を下回ったが、

後者は、逆に、市場予想（60.5）をも大きく上回る形で前月を上回り、これが景況感を大きく

改善させ株価上昇につながった格好だ。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

用指標にも改善が目立ち、例えば、7 月「非農業部門雇用者数変化」（6 日、同 94.3 万人と、

93.8万人＜速報値 85.0万人から大幅上方修正＞から増加）や、7月「失業率」（6日、同 5.4％

と、5.9％から低下）、7月「平均時給」（6日、同前年比＋4.0％と、＋3.7％＜速報値＋3.6％

から上方修正＞から伸び上昇）が、いずれも、市場予想（87.0万人、5.7％、＋3.8％）をも上

回る改善となっている。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 38.5万件と、39.9万件＜速報値 40.0万件から下方修正＞から減少）、同「失業保

険継続受給者数」（5日、293.0万人と、329.6万人＜速報値 326.9万人から上方修正＞から

特に大きく減少）は、ともに予想通りの減少となった。 
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ただし、先週総じて好調だった実体経済指標については、再びやや低調な動きが目立ち、「製造

業新規受注」（3 日、同前月比＋1.5％と、前月の＋2.3％＜速報値＋1.7％から上方修正＞から

伸び低下）は、伸びが鈍化し始めているようにも見える。なお、6月「貿易収支」（5日、同‐757

億ドルと、‐710 億ドル＜速報値‐712 億ドルから上方修正＞から赤字幅拡大）や、6 月「卸売

在庫」（6日、同＋2.0％と、＋0.8％から伸び上昇）の動きにしても、結局は、内需好調の裏返

しとも言えなくもないところだ。 

 

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）に注目したが、前者が 53.0（速報値 52.2）、

後者が 47.4（同 46.4）と、ともに改善している。 

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）で確認したが、消費者

態度指数は、季節調整済み 37.5（同前々月 34.1→前月 37.4）と、再び、市場予想（36.0）を

上回る改善を見せている。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、新たに導入された営業制限は限定的で、人流もさほど減少してい

ないことから、消費者センチメント（心理・心情）は、結局、さほど低下しなかったということ

だ。事実、内訳を見ても、「資産価値」以外の項目は、すべて改善となっている。ただ、市場は、

この間にコロナ感染が爆発的に増加していることもあり、オリ・パラ終了後の消費減退を大いに

気にしていることも事実だ。このほか、7月「新車登録台数」（2日、自販連）も公表されたが、

前年比＋3.3％（同＋30.9→＋9.2％）と、さらに大きくブレーキがかかった格好だ。ただ、こ

れにしても、普通乗用車は、同＋12.0％（同＋68.3→＋27.2％）と、伸び率は低下しても高い

水準を保っており、半導体の供給不足の影響はあっても、需要自体はさほど悪くないとの見方も

あり、ここは注視が必要だ。 

また、消費周辺指標である、6 月「毎月勤労統計」（6 日、厚労省）は、現金給与総額が、前

年比‐0.1％（同前年比＋1.4→＋1.9％）と、「緊急事態宣言」下にも拘わらず改善が続くと見て

いた市場予想（＋1.5％）をしり目に、再びマイナスに転じている。なお、これは、特別給与が、

同‐2.3％（同＋8.7→＋3.7％）と、マイナスに転じた影響が大きく、他の項目の伸びには変化

がないことから、基調的には増加方向が続いていると見て良いかもしれない。 

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、これを、7月「東

京都区部消費者物価指数」（3 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 0.0％（同‐0.1→0.0％）と、市場予想通りに、引き続きプラスマイナスゼロの

動きが続いた格好だ。ただし、これも内訳を子細に見ると、4月から現れた通信大手の携帯電話

通信料引き下げの影響も、「交通・通信」（同前月‐3.7→当月‐3.5％）の動きを見る限りでは、

低下底打ちの気配にあるとも言えそうだ。さらに、「被服及び履物」（同＋0.6→＋1.2％）、「光

熱・水道」（同‐2.2→‐1.2％）等、伸び上昇、低下幅縮小の項目も少なくなく、基調としては、

水準の低さは否めないとしても、上昇方向にあるとも思われる。なお、「生鮮食品」（同＋0.5→‐

2.8％）は、マイナスに転じているが、この一方で、「ガソリン」（同＋17.4→＋20.2％）は需

要期入りもあって、再び、上昇幅を高めており、市場には、家計へのマイナスの影響を懸念する

向きも出始めている。 
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２．今週の動き予想 

〇今週も、まずは、再び世界中で猛威を振るい始めているコロナ感染の動きを注目する必要があ

る。そして、米欧中心に復興が進んでいる経済の動きも、足元は比較的順調ではあるが、ワクチ

ン接種効果・期限に関するやや懐疑的な見方も出始めていることもあり、先行きについては、む

しろ懸念を強める向きも少なくない状況だ。さらに、わが国としては、8日にオリンピックが終

了しているわけで、24日にはパラリンピックがあるとしても、ここは、いわゆる「オリンピッ

クの崖」発生の懸念もあり、一段と注意深くウォッチしていく必要がありそうだ。 

さらに、先週末での米国雇用統計の予想以上の改善を契機とした、米国経済に対する強気の見

方の行方（中にはテーパリングを、9月の政策決定会合にも議論しようとする動きもあるようだ）

も気になるところだ。こうした中、まずは、米国長期金利低下には歯止めがかかり、つれて、為

替は、ドル高がさらに進みそうな気配だが、この一方で、コロナ再感染の勢い次第では、上値は

重くなりそうで、株価も、結局は高値圏での一進一退の動きになると、市場は見ているようだ。

この間、これまで、世界経済の牽引車であった中国経済に対する不安材料も一層出回り始めてお

り、例えば、これまで好調だった輸出（7日、税関総署）についても、7月は、前年比＋19.3％

（同前月＋32.2％）と、慎重な市場予想（同＋20.0％）をも下回る水準まで伸び鈍化している

わけで、このままでは、下期には経済減速がよりはっきりするとの見方もあり、注意が必要だ。

なお、物価関連指標を見ても、週明けに公表された、7 月「生産者物価指数」（9 日、前年比＋

9.0％と、前月の＋8.8％から若干伸び上昇）は、世界的な資源高の影響もあって伸びを高めた

が、7 月「消費者物価指数」（9 日、同＋1.0％と、＋1.1％から伸び低下）は引き続き冴えず、

企業採算は一段と悪化していると思われる。 

 

〇この間、米国の経済指標については、引き続き、まずは景況関連の指標に注目したいが、8月

「ミシガン大学消費者態度指数・速報値」（13日、市場は 81.2と、前月の 81.2から横ばい予

想）については、市場は、とりあえず改善横ばいとの慎重な見方に変化している。なお、景況関

連で、4～6月期「非農業部門労働生産性・速報値」（10日、同前期比＋3.5％と、＋5.4％から

伸び低下予想）も公表されるが、これも改善鈍化予想となっている。ただし、第 1 週「新規失

業保険申請件数」（12日、同 37.5万件と、38.5万件から減少予想）、同「失業保険継続受給者

数」（12日、同 288.0万人と、293.0万人から減少予想）はともに減少継続と見ている。 

その他の実体経済指標は、物価関連のものが中心だが、7月「消費者物価指数・コア＜除く食

料品・エネルギー＞」（11日、同前年同月比＋4.3％と、＋4.5％から伸び低下予想）、7月「卸

売物価指数・コア」（12 日、＋5.6％と、＋5.6％から伸び横ばい予想）ともに慎重な見方にな

っている。 

 

〇こうした中、我が国の経済指標については、まずは、景況関連の 7 月「景気ウォッチャー調

査」（10 日、内閣府）に注目したいが、市場は、季節調整済み現状判断ＤＩが、46.0（同前々

月 38.1→前月 47.6）と、再び低下すると見ている。これは、「緊急事態宣言」の再発令を受け

て、再び人流が低下する影響が大きいと予想してのことであるが、現実的には、足元の人流・経

済活動はさほど滞ってはいないようでもあり、結局は、低下幅はより小幅化する可能性が高く、
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場合に因っては、小幅上昇となることも全くないわけではないと思われる。 

さらに、物価関連で、7月「企業物価指数」（12日、日銀）も公表されるが、市場は、国内企

業物価が、前年比＋4.5％（同＋5.1→＋5.0％）と、水準は高めが続くとしても、伸び率自体は、

さらに低化すると見ている。ただし、これも、原油価格の伸び鈍化を見込んでのことであり、正

直、この通りに展開するかはやや疑問だ。 

なお、輸出動向については、6月「国際収支」（10日、財務省・日銀）で確認することになる

が、市場は、輸出が、引き続き増加するとしても、輸入が、国内需要増を映じて、量・価格とも

それ以上に上昇すると見ており、結局、貿易収支は、黒字幅を減少させるとの見方だ。この結果、

季節調整済み経常収支も、1.52兆円（同 1.55→1.86兆円）と、再び、黒字幅をやや大きく縮

小させると予想されている。 

最後は、貸出動向を、7月「貸出預金動向」（10日、日銀）で確認することになるが、市場は、

「緊急事態宣言」の再発令により資金需要が高まっている折柄（オリカラ）、金融機関貸出は、

前月（同前年比＋2.8→＋1.4％）には、都銀等（同＋0.2→‐1.6％）、信金（同＋7.5→＋5.6％）

中心に、一段と伸び低下したわけであるが、これが、コロナ再感染に因る資金需要増が予想され

るにもかかわらず、さらに鈍化するのではないかと危惧されている。なお、この間、外銀（同＋

2.5→＋9.3％）の貸出が急増しており、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、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であるが、特に市場は、

4～6 月期「ＧＤＰ」の動きに注目しているようだ。即ち、1～3 月期にはマイナスに沈んだわ

けであるが、当初の大幅プラス復帰予想から、小幅プラス（場合に因ってはマイナス継続もあり

得る）にとどまるとの見方が広まりつつあるからだ。なお、その他にも、以下のように重要指標

が公表されるので、注視したい。 

 

・景況関連；8月「製造業・サービス業ＰＭＩ」（ともに 20日） 

       第 2四半期「ＧＤＰ第 2次」（16日） 

・物価関連；7月「全国消費者物価指数」（20日） 

・設備関連；6月「機械受注」（18日） 

       6月「建設総合統計」（18日） 

・輸出関連；7月「貿易統計」（18日） 

以 上 

  



 

5 

 

先週および今週の我が国主要経済指標から（№255） 2021.08.10 

先週および今週の我が国主要経済指標から(No255－追補) 

――世界および日本の新型コロナ再感染状況と経済の行方 

――経済指標が読みにくくなっている背景等 

 

１．世界および日本の新型コロナ再感染状況と経済の行方 

〇新型コロナ感染については、収束に向かうどころか、これまでのワクチン接種が遅れていた「東

アジア・アフリカ」はもとより、対応が進んでいたと見られていた「中国・韓国」そして、ワク

チン接種の進捗が目立つ「米欧」でも、再び感染が過去最多を更新続けるなど、いわば爆発的に

拡大している状況だ。このため、世界の感染者総数は、4 日には 2 億人を突破し、世界人口の

2.6％が感染した格好になっている。この間、ワクチン接種が進み、経済活動を再開している米

国でさえ、デルタ株の広がりから、1日当たりの新規感染は、8日には 11.8万人にも達してお

り、一時解除した公共の場でのマスク着用を再度義務化する動きが広範化している。また、ワク

チンの 3 度目の接種を推奨する国（すでに実施しているイスラエルに加え、米・英・仏でも実

施の構え）も増加しており、ワクチン不足を懸念したＷＨＯ（世界保健機構）が、9月末までは

控えるように勧告する事態にもなるなど混乱している。 

この間、我が国でも、東京都の新規感染者が 5 千人を超え、その他の首都圏 3県・大阪で軒

並み１千人越えと、未曽有の事態に逢着（ホウチャク：出会う・出くわす）、更にはその他の県

でも、過去最多を更新する先が続出している。この結果、全国の新規感染者累計は、既に 100

万人を上回り始め、政府も慌てて「中等症」以下の患者に対し、「自宅療養を原則」とする指示

を発出したが、一時、逆にこれが騒ぎに拍車をかけた格好にもなった。なお、こうした中、5日

には、「蔓延防止等重点措置」対象先に、福島、茨城、栃木、群馬、静岡、愛知、滋賀、熊本を

追加指定したが、お盆を控えた人流には、さほど抑制が効かないと見られ、これが産業間格差を

一段と拡大させ、さらには、先行きの経済回復も予想以上に遅れざるを得ないのではと、懸念す

る向きもあるのは確かだ。 

 

〇なお、こうした中、市場には、コロナ感染の再拡大要因として、①感染力の強いデルタ株の影

響、②コロナ疲れや度重なる自粛要請に因る危機感の減退、③ワクチン接種による気の緩み、④

ワクチン接種効果の限定性発覚、⑤オリンピック開催に因る行動規制意識の減退、⑥民間検査の

急増による感染発見率の上昇をあげ、中でも、②および③の要因が大きく、結局は、このところ

の感染再拡大は、むしろワクチン接種率が高い国ほど目立っていると指摘して向きもあり、ここ

は注意が必要かもしれない。 

なお、我が国の感染拡散パターンにしても、これまでの第 3波、第 4波は、まずは、大阪や、

北海道、沖縄といった地方で始まり、その後東京に拡散する格好であったものが、第 5 波に関

しては、東京がやや先行したものの、結局は、全国一斉に拡散しているわけで、明らかに様相を

異にしてきている。 

要するに、ここは、コロナ対応策についても、これまでにない方法を講じる必要があるという

ことであり、いずれにせよ、正念場を迎えているのかもしれない。 
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〇なお、このように、全世界的にコロナ感染の再拡大が進行しているわけであり、当然、経済面

への悪影響も、このままでは長期化を覚悟せざるを得ないようにもみえる。その中でも、我が国

の米欧に比しての経済回復の遅れや、物価回復の遅れが一段と顕著になってきているわけで、こ

こは大いに気掛かりだ。 

なお、政府は、これでも「ワクチン接種が進めば問題解決」と見ているようであるが、前述の

論説が事実とすれば、あまりにも楽観的過ぎるとの誹り（ソシり：非難・けなし）をも招く可能

性もあるわけで、まずは、ワクチン接種を絶対忌避（キヒ：きらって避ける）する人々がいるこ

ともあり、ここは、その有効性・期限に関する我が国なりの学術的な検証結果をしっかり示し、

さらには、痛みを伴うかもしれない医療体制の抜本的再編成はもとより、有効な治療薬の早期開

発を急ぐことが求められているようにも思われる。 

ただ、この場合、ある経済誌に因れば、コロナ感染者数と死亡者には、国によってかなりのバ

ラつきがあるが、これは、①経済格差、②人口密度、③人口当たりの介護施設入所者数に、相関

関係があり、特に、①の所得格差の影響が最も大きいとのことだ。これが確かとすれば、我が国

の場合は、逆に、②を除けば何らかの解決方法があるようにも見えるわけで、これをアドバンテ

ージとして、早急に考慮・工夫すべきとも思えるのだが、どうだろうか。 

 

２．経済指標が読みにくくなっている背景等 

〇毎週、経済指標に関する解説を書かせていただいている身として、最近とみに感じるのは、「変

動の激しさ」と、「経済指標と肌身感覚とのズレ」による現状判断・予測の難しさだ。この点は、

週報でも時折、その旨述べさせていただいているが、マスコミの中にも同様の感覚が生じている

との記述があったので紹介したい。 

なお、こうした感覚のズレや予測が難しくなっている要因として、経済誌が指摘しているのは

以下の４点だ。 

 

① 基本的に、景気は一方向に向いていると考えがちだが、そうではない。 

② さらに、コロナ感染は、経済面での業種別格差（例えば、観光・外出関連産業と輸出・生産

関連産業とは大きく格差が生じている）を広げており、いわゆる「Ｋ字型回復」状況を呈し

ている。この結果、「景気動向」と、「企業の業績」に格差が生じているケースが少なくない。 

③ また、政府のコロナ対策も、「緊急事態宣言」を頻繁に、設定・解除を繰り返しており、これ

がむしろ遵守の精神を阻害している。 

④ さらに、経済対策にしても、安倍首相時代の、「アベノミクス」、「異次元の金融緩和」、「大規

模な財政支出」に、そのまま拍車をかけようとしており、うまく回らなくなっている。 

 

〇こうした指摘については、いずれも肯首（シュコウ：肯定する・納得する）出来るところでは

あり、要するに「答えはひとつとは限らない」ということだろう。とすれば、問題は、各自が、

どこまで、「自ら考えられるか」、しかも、「幅を持って物事をとらえられるか」、「反対論を許容

できるか」といったことが重要になるということになりそうだ。 
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ただ、残念ながら、我が国政府等は、ここで指摘されている問題点を是正するよりも、むしろこ

れを拡大する方向にあるようにも見えることも確かだが、ここで、これまで何度も繰り返して紹

介している先人の格言を思い出してもらいたい。それは、「良い経営者は、自社の業績不振を景

気悪化のせいにせず、独自の解決策を探る」ということだ。 

                                           

以 上 
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