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先週および今週の我が国主要経済指標から（№256） 

１．先週の動き概要 

〇先週も、コロナ感染は、世界中で一段と猛威を振るった格好だ。なお、ワクチン接種の進捗を

背景に、米欧中心に進んできた経済復興の動きにしても、足元については基本的に継続している

形だが、市場の中には警戒感を仄（ホノ）めかす向きも出てきていることは確かだ。例えば、米

国では、先々週末の米国雇用統計の予想以上の改善を契機に、経済に対する強気の見方（中には

テーパリング〈量的緩和縮小〉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）

が加速し、つれて株価も、先週後半には 4 日連続での最高値更新となっていたわけであるが、

週末に、8 月「ミシガン大学消費者態度指数」が予想外の悪化を示すと、一気にドル安が進み、

上昇気配にあった長期金利も低下に転じ、先行き経済に対する警戒感が浮上するなど、極めて分

かりにくい展開になっている状況だ。（この間の詳細な動きについては、別添追補参照。なお、

世界経済と経済指標の動きをどう読み合わせるかといった点については、後日「動画」で詳細解

説の予定。） 

 

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が、前述の

8月「ミシガン大学消費者態度指数・速報値」（13日、70.2と、前月の 81.2から大幅低下）

については、市場の横ばい予想に反し、リーマンショックが続く、2011年以来、約 10年ぶり

の低水準（なお、下げ幅としても、ここ 50年で 3番目に大きな落ち込み）となるなど、サプラ

イズ状況を呈した格好だ。さらに、景況関連の、4～6 月期「非農業部門労働生産性・速報値」

（10日、同前期比＋2.3％と、＋5.4から伸び低下）も公表されたが、慎重な市場予想（＋3.5％）

をさらに下回る水準まで改善鈍化となった格好だ。ただし、第 1週「新規失業保険申請件数」（12

日、同 37.5万件と、38.7万件＜速報値 38.5万件から上方修正＞から減少）、同「失業保険継

続受給者数」（12日、同 286.6 万人と、298.0 万人＜速報値 293.0 万人から上方修正＞から

減少）は、ともに減少継続となった。 

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

く食料品・エネルギー＞」（11日、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、同＋6.2％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。また、7月「輸入物価指数」（13日、同前月比＋0.3％と、＋1.1％＜速報値＋1.0％

から上方修正＞から伸び低下）と、予想以上の減速となっており、これは昨年 11月以来、最少

の伸びであり、それだけドル高が進んだということでもある。なお、当然その反面で、7月「輸

出物価指数」（13 日、同＋1.3％と、＋1.2％からやや伸び上昇）は、減速予想とは逆に若干で
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はあるが拡大している。 

 

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）に注目したが、季節調整済み現状判断ＤＩが、48.4（前々月 38.1→前月

47.6）と、市場の悪化予想（46.0）に反して、改善がさらに進んだ格好だ。これは、「緊急事

態宣言」の再発令・延長があったものの、足元の人流・経済活動はさほど滞ってはいなかったこ

とに因るものであるが、ただ、先行き判断は、48.4（同 47.6→52.4）と、「住宅関連」を除く

すべての項目で、3か月ぶりに悪化に転じており、人心は、コロナ感染の爆発的な広がりを受け

て、徐々に警戒感を強めていることも確かであり、ここは、足元の改善も一時的な動きと見たほ

うが良さそうだ。なお、現状判断の内訳を見ても、家計動向関連の現状判断が、47.2（同

33.5→44.6）と、改善が目立つ一方で、企業動向関連が、49.4（同 46.9→53.1）と、早めに

悪化しており、ここも注意が必要だ。なお、この間、東京都は、現状判断が、48.0（同 35.8→49.3）、

先行き判断が、50.8（同 50.6→50.1）と、全体とは真逆の動きを示しており、ここも正直気

掛かりだ。 

さらに、物価関連で、7月「企業物価指数」（12日、日銀）も公表されたが、国内企業物価が、

前年同月比＋5.6％（同＋5.1→＋5.0％）と、市場の伸び低下予想（＋4.5％）に反し、さらに

伸びを高めた格好だ。これは、原油価格が予想に反してさらに伸びを高めた影響が大きいと見ら

れている。 

なお、輸出動向については、6月「国際収支」（10日、財務省・日銀）で確認したが、輸出が、

季節調整済み前月比＋2.3％（同前月＋1.4％）と、世界需要増を背景に伸びを高めた一方で、

輸入も、同＋5.3％（同＋0.1％）と、国内需要増を映じて、量・価格ともそれ以上に上昇した

ことから、結局、貿易収支は、＋0.23 兆円（同＋0.41 兆円）と、予想通りに、黒字幅を減少

させた格好だ。この結果、季節調整済み経常収支も、＋1.77 兆円（同＋1.55→＋1.86兆円）

と、再び、黒字幅を縮小させている。 

最後は、貸出動向を、7月「貸出預金動向」（10日、日銀）で確認したが、金融機関貸出は、

前年比＋1.0％（同＋2.9％＜速報値＋2.8％から上方修正＞→＋1.4％）と、伸び率をさらに低

めた格好だ。これは、都銀等が、同‐1.4％（同＋0.2→‐1.6％）と、引き続きマイナス基調であ

ったほか、信金が、同＋3.7％（同＋7.5→＋5.6％）と、大きく伸びを低めていることに因るも

のだが、「緊急事態宣言」の再発令・延長により資金需要が高まっている中でのことで、金融機

関の対応の苦しさが窺われるところだ。ただ、この間、米欧では、コロナ対策資金需要への対応

姿勢を強めているわけで、この差は気になるところだ。なお、預金平残についても、同＋5.7％

（同＋8.0→＋6.1％）と、貸出に比べマイルドではあるが、同様の動きになっている。 

 

２．今週の動き予想 

〇今週も、引き続き、まずは、世界的に爆発気味のコロナ感染の行方と、これが、どこまで経済

復興の動きに悪影響を及ぼすかが注目されるところだ。さらに、この間、世界中で気候変動が進

んでおり、我が国でも、この週末をはさんで、これまで経験したことのない豪雨に見舞われてお

り、これが、景気下押しに追い打ちをかけかねない状況になってもいるわけで、ここもきめ細か



 

3 

 

先週および今週の我が国主要経済指標から（№256） 2021.08.16 

くウォッチしていく必要がある。 

なお、米国では、先週に上院で、1兆ドル規模のインフラ投資が可決されたことを評価する向

きが少なくないが、ただ、この一方で、下院では民主党員の一部造反があり、可決の見通しがつ

かない状況になっていることも事実であり、この行方も注視する必要がある。さらに、景気の減

速が懸念されている中国についても、7 月「小売売上高」（16 日、市場は、前年比＋11.5 と、

前月の＋12.1％から伸び低下予想）、7月「鉱工業生産」（同、＋7.8％と、＋8.3％から伸び低

下予想）といった重要指標が公表予定であり、市場は、さらに鈍化が進むと見ているようだ。 

この間、長期金利、株価、為替、商品といった市況動向も、このところ振れが大きいだけに、

一段の注視が肝要だ。 

 

〇こうした中、米国の経済指標については、まず気掛かりなのは前週予想外に悪化した景況指標

だ。これは、8 月「フィラデルフィア連銀製造業景気指数」（19 日、市場は 24.0 と、前月の

21.9 から上昇予想）は、さらなる改善が予想されているが、8 月「ＮＹ連銀製造業景気指数」

（16日、29.0と、43.0から大幅低下予想）は、大きく悪化すると見込まれており、未だ区々

（マチマチ）の動きだ。さらに、第 2週「新規失業保険申請件数」（19日、36.0万件と、37.5

万件から減少予想）、同「失業保険継続受給者数」（19日、280．0万人と、286.6万人から減

少予想）は、減少継続と見込まれている。 

なお、この他の実体経済指標では、非製造業と製造業との格差がよりはっきりするとの見方に

なっている。即ち、7月「小売売上高」（17日、同前月比‐0.2％と、＋0.6％からマイナスに転

じる予想）、7 月「住宅着工件数」（18 日、同年率換算 160.8 万件と、164.3 万件から低下予

想）については、慎重な見方に転じているが、この一方で、7月「鉱工業生産」（17日、同前月

比＋0.5％と、＋0.4％から伸び上昇予想）、7月「設備稼働率」（17日、同 75.7％と、75.4％

から上昇予想）、7 月「建設許可件数」（18 日、同年率換算 161.0 万件と、159.4 万件＜速報

値 159.8 万件から下方修正＞から増加予想）は、さらに改善が進むと見られており、6月「企

業在庫」（17日、同前月比＋0.8％と、＋0.5％から伸び上昇予想）も積み増しが進む見通しだ。 

 

〇この間、我が国の経済指標も盛りだくさんであるが、市場は、まずは、第 2 四半期「ＧＤＰ

第 1次速報」（16日、内閣府）の動きに注目しており、実質ＧＤＰ成長率は、前期比年率＋0.5％

（前々四半期＋11.7→‐3.9％）と、僅かではあるが、再びプラスに戻ると見ている。これは、

当該期間のほとんどで、「緊急事態宣言」が発令されていたが、これが人々の活動に追加的に与

える影響も限定的にとどまり、個人消費は、同＋1.4％（同＋9.1→-6.0％）と、小幅増加に戻

ると見ているためだ。さらに、供給制約が生産活動の重しとなったことは事実としても、世界的

な需要増加に支えられて、輸出入は好調に推移し、これが大きく下支えになるとの見方だ。なお、

設備投資も、同＋2.0％（同＋18.3→‐4.6％）と増加に転じ、住宅投資は、同＋10.0％（同＋

0.2→＋4.9％）と、さらに伸びを高めると見ている。ただ、この一方で、足元の、8 月「ロイ

ター短観」（19 日、ロイター通信）において、市場は、コロナ感染の再拡大もあり、製造業の

業況判断ＤＩについては、26（前々月 22→前月 25）と、極く小幅ながらも改善が続くとしな

がらも、同非製造業は、‐5（同 0→‐3）と、さらに悪化が進むと見ているようだ。 
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なお、さらに気掛かりな物価動向については、7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‐0.8％（同

‐0.9→‐0.9％）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

き下げの影響大きく（前年比‐1.2％ポイントの押し下げ効果と見ているようだ）、基調としては、

プラスが続いていることに変わりはない。 

さらに、設備投資動向については、まずは、6月「機械受注」（18日、内閣府）で確認するが、

市場は、コア（船舶・電力を除く民需）が、前月比‐0.2％（同＋0.6→＋7.8％）と、マイナス

に転じると見ている。ただし、これも 5 月に大幅増加の反動要因が大きく、企業の設備投資意

欲自体は高水準を維持したままと見ており、全体としての回復基調には変化がないとの強気の見

方だ。さらに、6月「建設総合統計」（18日、国交省）も公表されるが、市場は、前月（前年比

前々月＋0.2→同前月＋0.5％）まで続く小幅増加が、個人住宅（同‐0.6→＋1.7％）等の好調

を背景に、いくらかでも伸びを拡大することを期待している。 

最後は輸出動向であるが、これは、7月「貿易統計」（18日、財務省・日銀）で確認したい。

市場は、季節調整済み輸出が、前月比＋3.0％（同＋0.1→＋2.4％）と、世界需要の強さを映じ

てさらに伸びを高めると見ており、この一方で、輸入は、同＋0.3％（同＋1.0→＋4.0％）と、

前月の反動もあって小幅の伸びにとどまる見通しから、結局、貿易収支は、＋0.099 兆円（同

＋0.019→‐0.090兆円）と、再び黒字に転じるとの見方だ。 

 

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の動きとこれが経済復興の動きにどう影響するかに注目すること

になるが、公表予定の経済指標は、以下のように物価関連のものが中心だ。 

 

・物価関連；8月「東京都区部消費者物価指数」（27日） 

       7月「企業サービス物価指数」（26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(No256－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(続) 

 

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（続） 

〇新型コロナについては、一段と世界中に感染が拡大している。例えば、ワクチン接種が大きく

進捗している米国でも、接種率「7割の壁」が問題視されるようになっている中、コロナ入院者

数が、この 1 か月の間に 4 倍にもなるなど急増しており、ＦＤＡ（全米食品医薬品局）も、3

回目のワクチン接種を、将来的には免疫力が落ちているか否かを問わず、国民全員を対象に推奨

し始める事態になっている。さらに、米国大手企業の中には、出社再開の方針を見直し始めてい

るなど、状況に明らかな変化が生じているようだ。また、当初にはコロナ感染抑え込みに成功し

たとされていた、韓国（週後半 3日連続で感染者 1,900人越え）・中国（13日には、過去 7か

月で最多）・ロシア（2万人を超え、13日には死者 815人と最多）でも、感染がこれまでにな

い勢いで広がっている。 

この間、我が国でも、新規感染者が、13日には、再び 5千人を超えた東京都をはじめ 18都

府県で過去最多を更新するなど全国に拡散しており、初めて 2万人越え（20,357人）、しかも

それが続いている。さらに重症者も、過去最大の 1,521人を数えるに至っている。このため、

政府・都・医師会は、「制御不能」、「災害レベルの非常事態」として、対応を急ぐとしているが、

この一方で、市場の中には、「遅い」、「場当たり的」、「効果に疑問」といった厳しい批判を漏ら

す先も少なくなく、いずれにせよ、先週の追補で紹介した「コロナ感染再拡大の６つの要因」（最

後尾に採録）の行方を含め、先行きを注意深くウォッチしていく必要がありそうだ。 

 

〇ただ、こうした中にもかかわらず、世界経済自体は、足元については、ワクチン接種が進捗し

ている米欧中心に、力強い回復が続いているように見え、事実、13日時点での世界の株価時価

総額は 116兆ドルと、過去の月末値に比べ最大になっている。この背景について、市場では、

ワクチン接種の進捗に加え、感染再拡大にも拘わらず、2020 年前半のような「ロックダウン」

といった厳しい対応策があまり講じられていないことから、企業活動の急激な落ち込みが回避さ

れているためと見ているようだが、この一方で、コロナ感染の再拡大が、サービス業及びその周

辺業種中心に大きな影を落とし始めていることも事実であり、さらには、これまで景気を下支え

てきていた財政支出も、「マネーの大洪水」とも称されている中で、さすがに終了時期を迎えつ

つあるほか、「先週および今週の我が国主要経済指標から（№256）で紹介したように、米国の

景況感は、週末の「ミシガン大学消費者態度指数」が、サプライズとも言えるほどの予想外の悪

化（2011年以降約 10年振りの低水準で、ここ 50年で 3番目に大きな落ち込み）を見せてい

るなど、経済の行方は一段と見極めにくくなってきていることも事実なのだ。このため、市場に

は、これが、景気減速の「転換点」になるのか、それとも、「一時的事象」で終わり、40 年ぶ

りとも言える経済伸長が続くのか、また、どちらになるにしろ、その場合の我が国経済への影響

はどうなるのかを、大いに気にし始めており、いずれにせよ、ここも、さらに注視していくこと

が肝要だ。 

なお、こうした中、市況面を見ると、為替はドル安に動き、上昇基調にあった米国長期金利も
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低下基調に転じ、ＦＲＢ（連邦準備制度理事会）の早期の量的緩和縮小懸念もやや後退している

ように見える。ただ、株価は、逆にこれを好感し、むしろ 4 日連続で最高値を更新しているな

ど、市況の反応は、一段と読みにくくなっていることも事実であり、いずれにせよ、一層注意深

くウォッチしていくことが肝要と思われる。 

 

（注）コロナ感染再拡大の 6つの要因 

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 

 

――なお、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されている。 

 

以 上 
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