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先週および今週の我が国主要経済指標から（№257） 

１．先週の動き概要 

〇先週も、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を注目していたわけであるが、結局、予想以上のスピードで悪化

が進んでいるように見える。この間、我が国でも、週末には、10 万人当たりの感染者数が最悪

の都道府県が 40 にも上り、重症者も過去最多を更新する状況となっている。このため、政府も、

「緊急事態宣言」先に 7 府県を追加し 13 都府県としたほか、「蔓延防止等重点措置」にも 10

県を追加し 16 道県とし、これで全都道府県の 6 割が何らかの指定を受ける形になっている。（こ

の間の詳細は、別添追補参照。） 

なお、この間、景気減速が懸念されている中国でも、重要指標の、7 月「小売売上高」（16

日、前年同月比＋8.5％と、前月の＋12.1％から伸び低下）、7 月「鉱工業生産」（16 日、同＋

6.4％と、同＋8.3％から伸び低下）が公表されたが、ともに慎重な市場予想（小売売上高＋11.5、

鉱工業生産＋7.8％）をさらに下回る水準にまで減速が進んだ格好だ。なお、この背景には、政

府の規制強化の影響もあるが、多くは、コロナ感染拡大に伴う移動制限に因るものと見られてい

る。このため、市場の中には、先行きの経済成長率見通しを下方修正（第 3 四半期＋6.2→5.4％、

第 4 四半期＋4.6→＋4.4％）する向きも出始めている。 

さらには、NY 株式市場も、「テーパリング」（量的金融緩和策縮小）の早期開始懸念から週を

通して値下りが続いていたが、週末には、景気減速懸念からテーパリングも遅れるとの見通しが

広がったこともあり、戻した格好になった。この間、長期金利は弱含み、為替は一時、9 か月半

ぶりのドル高を呼び込んでいたが、結局、これも小幅ドル安で終わった形だ。また、原油相場も、

NY 先物市場が、現況が需要減に繋がると見て、5 日連続での下落になるなど、いずれにしても、

コロナ感染再拡大に振り回された感のある一週間だった。 

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

だったが、8 月「フィラデルフィア連銀製造業景気指数」（19 日、19.4 と、前月の 21.9 から

伸び低下）は、市場の改善予想（23.0）に反して悪化に転じており、8 月「ＮＹ連銀製造業景

気指数」（16 日、18.3 と、43.0 から大幅低下）も、慎重な市場予想（29.0）をさらに下回る

水準まで、大きく悪化しているなど、さらに、後退が進んだ印象だ。ただ、第 2 週「新規失業

保険申請件数」（19 日、34.8 万件と、37.7 万件＜速報値 37.5 万件から上方修正＞から減少）、

同「失業保険継続受給者数」（19 日、同 282.0 万人と、289.9 万人＜速報値 286.6 万人から

上方修正＞から減少）は、予想通りに減少継続の格好だ。 
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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した格好だ。即

ち、7 月「小売売上高」（17 日、前月比‐1.1％と、＋0.7％＜速報値＋0.6％から上方修正＞か

らマイナスに転化）は、慎重な市場予想（‐0.2％）をさらに下回る水準にまで、2 か月ぶりの減

少に転じ、これまで経済再開や政府の景気対策を受けて力強く伸びていた個人消費の弱まりがは

っきりし出し、さらに、7 月「住宅着工件数」（18 日、同年率換算 153.4 万件と、165.0 万件

＜速報値 164.3 万件から下方修正＞から減少）も、慎重な市場予想（160.0 万件）をさらに下

回る水準まで減少した格好だ。もっとも、この一方で、7 月「鉱工業生産」（17 日、前月比＋

0.9％と、＋0.2％＜速報値＋0.4％から下方修正＞から伸び上昇）、7 月「設備稼働率」（17 日、

76.1％と、75.4％から上昇）、7 月「建設許可件数」（18 日、年率換算 163.5 万件と、159.4

万件＜速報値 159.8 万件から下方修正＞から増加）は、さらに改善が進むと見られており、製

造業の動きは堅調だ。この間、6 月「企業在庫」（17 日、前月比＋0.8％と、＋0.6％＜速報値

＋0.5％から上方修正＞から伸び上昇）も予想通りに積み増しが進んだ形だ。 

〇この間、我が国の経済指標については、もっとも注目していた、第 2 四半期「ＧＤＰ第 1 次

速報」（16 日、内閣府）の実質ＧＤＰ成長率が、前四半期比年率＋1.3％（前々四半期＋11.7→

前四半期‐3.7％）と、市場予想（＋0.5％）を上回る形で、2 か月ぶりのプラスに転じ、市場は

安堵した格好だ。ただ、先行き中心に慎重な見方をする先が少なくないことも事実で、ここは注

意が必要だ。（この間の詳細な動きについては、別添追補参照。） 

さらに、8 月「ロイター短観」（18 日、ロイター通信）についても、製造業が、33（前々月

22→前月 25）と、順調な改善が続いた格好だ。 

次に、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）

で確認したが、コア（除く、生鮮食品・エネルギー）が、前年同月比‐0.6％（前々月‐0.9→前

月‐0.9％）と、マイナスが続いてはいるが、その幅を縮小している。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い（前年比‐1.2％ポイントの押し下げ効果と見ている）

わけで、基調としては、プラス幅が拡大しているというのが市場の見方だ。この間、内訳を見て

も、上昇幅を伸ばした項目が多く、なかでも、「光熱・水道」（前月＋1.0→＋2.2％）、「教養娯

楽」（同 0.0→＋1.9％）、「家具・家事用品」（同＋1.6→＋2.4％）での伸び上昇が目立っている。

なお、「生鮮食品」（同＋0.7→‐4.2％）は、再びマイナスに大きく沈み、この一方で、「ガソリ

ン」（同＋17.9→＋19.6％）は、夏場需要期とあって、伸びを加速した格好だ。 

また、設備投資動向については、6 月「機械受注」（18 日、内閣府）で確認したが、市場は、

コア（船舶・電力を除く民需）が、前月比‐1.5％（前々月＋0.6→前月＋7.8％）と、マイナス

に転じ、しかも、市場予想（‐0.2％）に比べ、やや大幅だ。ただし、これも 5 月の大幅増加の

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る先が多いことも確か

だ。事実、同時に公表された 4～6 月期実績は、前四半期比＋4.6％（前々四半期＋12.9→前四

半期‐5.3％）と、プラスに転じており、7～9 月期については、同＋11.0％と、さらに大きく回

復すると見られている。なお、6 月「建設総合統計」（18 日、国交省）も公表されたが、前年同

月比＋2.1％（前々月＋0.2→＋前月 0.5％）と、さらに伸びが加速された形だ。内訳を見ても、

個人住宅が、同＋4.0％（同‐0.6→＋1.7％）と、好調を持続しており、これが全体を押し上げ

た格好だ。 
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最後は輸出動向で、これは、7 月「貿易統計」（18 日、財務省・日銀）で確認したが、季節調

整済み輸出が、前月比‐0.0％（前々月＋0.1→前月＋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いた市場予想（＋3.0％）に反して、マイナスに転じている。ただ、この

一方で、輸入も、同‐1.6％（＋1.0→＋4.0％）と、市場のプラス予想（＋0.3％）とは裏腹に、

輸出を上回る減少となり、結局、貿易収支は、＋0.052 兆円（前々月＋0.019→前月‐0.090 兆

円）と、市場予想（＋0.099 兆円）ほどではないにしろ、再び黒字に転じた格好だ。なお、こ

の間、米国向け輸出は、前年比＋26.8％（前々月＋87.9→前月＋85.7％）と、伸び率こそ大き

く縮小したが、5 か月連続の増加となり、同じく中国向けも、同＋18.9％（＋23.6→＋27.7％）

と、伸びを低めながらも、13 か月連続の増加となっている。 

 

２．今週の動き予想 

〇今週も、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を中心に注目す

る必要があるが、事態は一段と悪化の方向にあるように見える。そうした中、我が国では、パラ

リンピックが 24 日に予定通りに開催される模様だが、この一方で、学校の夏休みを延長するか

否かの議論が活発になっている。また、26 日には、自民党総裁選のスケジュールが公表され、

更には何時総選挙があってもおかしくない状況に入っているわけでもあり、いずれにせよ、これ

らは、経済面への影響が大きいだけに、一段の注視が必要だ。こうした中、27 日には、世界の

中央銀行総裁らが集まる 8 月恒例の経済シンポジウム「ジャクソンホール会議」がリモートで

開催されるので、市場は、ここにも注目している。こうした中、我が国の政府信頼度が主要国の

中で最も低いとの調査結果もある。（詳細は、別添追補参照。） 

なお、「政治・地政学リスク」については、アフガニスタン全土を手中に納めたタリバンの行

方が、特に注目されるところだ。さらに、市況については、市場は、コロナ感染の再拡大に因る

景気減退懸念はもとより、上記「ジャクソンホール会議」や、9 月「米国ＦＯＭＣ（連邦公開市

場委員会）」の行方に注目しており、とりあえずは小動きにとどまるとの見方だ。即ち、株式は、

上値が重いまま神経質な展開になると見ており、この間、長期金利や為替は、一進一退で膠着、

原油は安値のまま不安定継続と見ているようだ。いずれにせよ、読みにくい状況が続くと見られ

るが、ここも、過去の事例にとらわれない、きめ細かなウォッチが求められているとも言えそう

だ。 

〇この間、景気減退が懸念され始めている米国の経済指標については、まずは、8 月「製造業・

サービス業 PMI」（ともに 23 日、市場は、前者が 62.8 と前月の 63.4 から、後者も、59.4 と

前月の 59.9 からともに低下すると予想）に注目したいが、8 月「リッチモンド連銀製造業指数」

（24 日、25 と、前月の 27 から低下予想）を含め、これまで堅調に推移してきた製造業にやや

ブレーキがかかる予想になっており、ここは気掛かりだ。さらに、消費動向についても、8 月「ミ

シガン大学消費者態度指数・確報」（27 日、71.0 と、同 81.2 から大幅下落予想）が、速報（70.2）

ベースに比較すれば、若干上方に調整されてはいるが、大幅悪化を見込んでいる。なお、第 3

週「新規失業保険申請件数」（26 日、35.0 万件と、34.8 万件から増加予想）は増加に転じ、

同「失業保険継続受給者数」（26 日、278.5 万人と、282.0 万人から減少予想）は順調に減少

する予想になっているなど、ここもややチグハグな動きが予想されている。 
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さらに、実体経済指標についても、7 月「個人消費支出」（27 日、前月比＋0.4％と、＋1.0％

から伸び低下予想）は伸び悩む見通しだが、その背景の、7 月「個人所得」（27 日、同＋0.1％

と、＋0.1％から伸び横ばい予想）、7 月「個人消費支出デフレーター・コア＜食品・エネルギ

除く＞」（27 日、前年同月比＋3.6 と、＋3.5％から伸び上昇予想）の動きとは必ずしも平仄（ヒ

ョウソク：つじつま）がとれていないようにも見えるところだ。さらに、住宅関連でも、7 月「中

古住宅販売件数」（23 日、年率換算 583 万戸と、586 万戸から減少予想）は慎重な見方だが、

この一方で、7 月「新築住宅販売件数」（24 日、同 70.0 万件と、67.6 万件から増加予想）は

好調持続予想となっており、やはりチグハグな動きだ。 

〇こうした中、我が国の公表予定指標については、市場に、期待含みの見方が少なくないようで、

やや気掛かりだが、まずは、8 月「製造業・サービス業 PMI」（ともに 23 日、Markit Economics）

に注目したい。市場は、後者については、さすがに、コロナ感染者の増加が、医療ひっ迫に繋が

りつつあり、人々の自粛機運がさらに高まると見て、46.0（前々月 48.0→前月 47.4）と、さ

らに悪化すると見ているが、前者については、53.0（同 52.4→同 53.0）と、高水準ながらも

横ばいにとどまると見ている。これは、供給制約が依然として足枷になっているものの、需要は

引き続き強く、先行き、供給制約が徐々に解消すれば、上昇に向かうとの見方を反映した格好だ。 

なお、物価動向については、8 月「東京都区部消費者物価指数」（27 日、総務省）で確認する

が、市場は、コア（除く生鮮食品・エネルギー）が、前年同月比‐0.3％（前々月-0.6→前月-0.4％）

と、通信大手による携帯電話通信料引き下げの影響が続いており、引き続きマイナスではあるが、

物価基調そのものはプラスに推移していると見て、その幅を縮小すると予想している。ところで、

前年 8 月は、GoTo トラべルキャンペーンにより下押し圧力が働いたわけであり、今年のプラス

増にはその反動もあると見ているようだ。さらに、7 月「企業サービス物価指数」（26 日、日銀）

も公表されるが、市場は、前年同月比（前々月＋1.5→前月＋1.4％）まで 4 か月続く上昇傾向

が、継続するものと見ている。 

 

３．来週の公表予定経済指標 

〇来週は、月末・月初とあって、以下のように重要指標の公表が相次ぐので、注目したい。 

・景況関連；第 2 四半期「法人企業統計」（1 日） 

8 月「製造業・サービス業ＰＭＩ」（各 1 日、3 日） 

・消費関連；7 月「小売業販売額」（30 日） 

       8 月「消費者態度指数」（31 日） 

       8 月「新車登録台数」（1 日） 

・消費周辺；7 月「失業率・有効求人倍率」（ともに 31 日） 

・生産関連；7 月「鉱工業生産・速報値」（31 日） 

・設備関連；7 月「新設住宅着工」（31 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(No257－追補) 

    ――コロナ再感染は、世界的に感染爆発とも言われるほどに急速拡大 

    ――第 2 四半期 GDP 成長率は、足元プラス回帰するも、先行きに懸念 

    ――政府信頼度が、主要国の中でも最低に 

 

１．コロナ再感染は、世界的に感染爆発とも言われるほどに急速拡大 

〇コロナ再感染は、一段と世界的な拡散を強めている。例えば、いち早く収束宣言を発していた

米国でも、週末の新規感染者は、14 万人（2 週間前比 2 割増）を超え、ＩＣＵ（集中治療室）

を利用せざるを得ない重症患者が、約 2.1 万人、死亡者が 862 人と、ともに 2 週間前比 6 割増

と、急速に悪化している。これは、1 月の感染ピーク時と比較しても、ワクチン接種効果が期待

されている重症者だけで、すでに 75％に達する水準になっている。このため、行動制限が復活

しつつあり、景気面でも、これまでの楽観論はかなりスローダウンする気配となっている。こう

した事態は、欧州、中国でも多かれ少なかれ同様の事態に逢着（ホウチャク：出くわす、行き当

たる）し始めているようだ。 

〇この間、我が国の場合はさらに深刻で、新規感染者は、東京都で週末にかけ 4 日連続で 5 千

人を超え、全国でも、過去最多を更新する先が連日続出した。さらに、東京都のモニタリング責

任者に至っては、「制御不能」、「災害レベル」と称する状況にまでなってきている。このため、

政府も、週末には、「緊急事態宣言」先（これまでは、東京、埼玉、千葉、神奈川、大阪、沖縄

の 6 都府県）に、茨城、群馬、栃木、静岡、京都、兵庫、福岡の 7 府県を加え、さらに、「蔓延

防止等重点措置」先（北海道、福島、石川、愛知、滋賀、熊本）に、宮城、山梨、富山、岐阜、

三重、岡山、広島、香川、愛媛、鹿児島の 10 県を加える措置を講じている。いずれも期限は、

9 月 12 日であるが、「効果」および「予定期日に解除されるか否か」は不透明だ。なお、北海

道、愛知は、「非常事態宣言」への切り替えを申請している。 

ただ、こうした事態の中、拡散が進んでいるデルタ株を含めたコロナウイルスに関する研究も

進み、以下のように、当初の理解とは異なる事実も少なからず見受けられることから、新たな対

応策が求められているようにも思われる。 

 

① 人への感染はない。・・・これは極く初期に否定され、対応済み。 

② ウィルスの突然変異は大きな問題にならない。・・・現状猛威を振るっているデルタ株ばかり

か、そのあとに、より強力とされている、ラムダ株（すでに南米では 2 割が相当）をはじめ、

イータ株（英国・ナイジェリア）、カッパ株（インド）、イオタ株（米国）等が、少なからず

控えているなど、大きな問題になりつつある。なお、デルタ株個体の変異率は比較的低いが、

個体絶対数が感染者の中でずば抜けて多くなることから、現状のように感染期間が長くなれ

ばなるほど、より強力かつ多数の変異株が発生する筋合い。 

③ ワクチン接種が進めば、感染も自ずと収束に向かう・・・事実はそうなっていない。そもそ

もワクチン接種に否定的な人々が少なからず存在しているほか、ワクチン接種効果自体も、

有効期間を含め、想定よりもやや低いことが判明。 
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④ ワクチン接種が、感染確率をさほど下げないにしても、重症化率、死亡率は劇的に下げる。・・・

事実は必ずしもそうなっていない。確かに足元死亡率を下げているが、先行き医療ひっ迫が

進行すれば、当然その限りではないし、重症者自体は、逆に病床が全く足りないほどに急増

している。検査時の陽性化率も在り得ない水準にまで急上昇している。 

⑤ 遠からず、集団免疫が形成され、収束する。・・・事実はそうなっていない。とすれば、ウィ

ルスが永遠に居座ることを前提にした対応策が必要か。 

⑥ 接触・飛沫感染が中心で、空気感染は基本的にない。・・・最近の調査ではこれを否定するも

のも出現。これが確かとすれば、大気中での生存期間が長く、しかもより遠く移動可能であ

ることから、現行の「3 密回避」だけでは不十分で、いずれにせよ、現行の対応策を、「換気

徹底」、「陽性者の個別隔離徹底」等を中心に、根本から見直す必要。 

⑦ 感染源は、「飲食店」及び「東京」であり、ここを重点的に規制すれば、感染拡大を防止でき

る。・・・事実はそうなっていない。感染源の主体は圧倒的に「家庭」であり、感染地域も、

いまや日本中、ほぼまんべんなく感染拡大している状況。 

⑧ 若年層は感染しにくい。感染しても軽症で終わる。・・・これも少なからず事実でない。確か

に比較的少数であることは事実としても、最近は、若年層の感染・重症化が急増しており、

感染源の 7 割を占める家庭内感染の主役の一人にもなりつつある。なお、保育所でのクラス

ターも多発している。さらに、やむなく休講措置を講じる小・中学校やリモート授業を再開

する先も増え始めている。 

〇従って、ここで必要なことは、例えば、現在進められている「行動制限の法的強化」よりも、

当初から主張する向きもいた、「検査徹底」、「陽性者を施設（自宅隔離ではない）で個別隔離す

る」という点と、このところ急速に進みつつある「治療薬」の早期活用ということに、重点をよ

りシフトさせることも考慮すべきと思えるのだが、どうだろうか。なお、この場合、当然、医療

従事者のひっ迫がさらに進むことが予想されるわけであるが、それこそ「緊急対応」として、開

業医・その他関係者の方々に一段の協力を求め、かつ役割分担の徹底を図れば、ある程度、凌ぎ

うるようにも思われる。 

いずれにせよ、経済面への悪影響が、世界中で再び広がり始めているようにも見えるわけで、

ここは、そこにも配慮した、実効性のある策を講じるべく、思案のしどころとも考えるのだ。 

 

２．第 2 四半期 GDP 成長率は、足元プラス回帰するも、先行きに懸念 

〇第 2 四半期 GDP 成長率については、「先週および今週の我が国主要経済指標から（№257）」

で解説の通り、前四半期比年率＋1.3％（前々四半期＋11.7→前四半期‐3.7％）と、市場予想

（＋0.5％）を上回る形でのプラス回帰となり、市場の中には、相応に評価する向きもあったこ

とは確かだが、この一方で、特に先行きを中心に、慎重に評価する向きもあることも事実だ。 

というのは、今回のプラス成長は、個人消費が、同＋3.5％（＋9.4→‐4.2％）と、市場予想

（＋1.4％）を大きく上回る増加となったことが主因であるが、当該成長率にしても、消費増税

前の 2019 年上半期（＋3.2％）に比べると、なお見劣りが免れないからだ。さらに、これとて

も、6 月に、「非常事態宣言」が解除されたわずかの間の上昇によるもので、この間に消費者マ
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インドの下押し効果が小さくなったとはいえ、7 月以降には、コロナ再感染が、モニタリング責

任者をして、「制御不能」、「災害レベル」と称させるほどの爆発的拡大を見せていることから、

結局、「非常事態宣言」が通期適用されかねない状況ともなりつつあるわけで、このままでは、

経済面への影響は大きくなり、第 3 四半期も、極論にはなるが、再びマイナスに転じる可能性

なしとはしないとの見方が増えているのが現状だ。 

ただ、こうした中でも、設備投資は、世界的な需要増を反映して、同＋7.0％（＋18.3→‐4.9％）

と、市場予想（同＋2.0％）を大きく上回る増加に転じ、さらには、輸出も、同＋12.3％（＋

55.8→＋9.8％）と、順調に伸びを高めている。もっともこれとて、上述のようにコロナの世界

的感染再拡大を勘案すれば、第 3 四半期には減速の事態も、十分考えられるわけで、そうした

意味では、不透明感が拭い得ないのだ。さらには、住宅投資にしても、足元は、同＋8.6％（＋

0.1→＋3.8％）と、順調に伸びを加速させてはいるが、コロナ再感染に加え、給与の増加もま

まならない中では、どこまで持続可能かについてもやや心もとないところだ。 

〇要するに、足元の成長率上昇は事実としても、先行きについては、コロナ感染再拡大の程度次

第ではあるが、政府の「非常事態宣言」が、このままでは、形だけのものに終わりかねないほど

に、人々の行動制限意識が薄くなっていることも事実であり、従って、このままコロナ感染が拡

大していけば、当然、成長率は、マイナスに転じることはないにしても、当初の楽観的見通しが、

大きく下方修正される可能性が高いと見るべきと思われる。 

 

３．政府信頼度が主要国の中でも最低に 

〇米国のＰＲ会社が世界 11 か国を対象に、定期的に実施している「政府信頼度の調査結果」が、

このほど公表されたが、上記のように、コロナ対策が、米欧主要国に比べ、我が国の対応はいか

にも、「後手に回り」、しかも、「小出しで」、「当を得ていないものが多い」との批判も少なくな

い現状下、参考とすべき点も多いと思われたので、あえて紹介すると以下の通り。 

―― なお、本調査は、「全く信頼していない」（評点１）から、「大いに信頼している」（評点 9）

まで、9 通りに区分して、それぞれ点数化して調査したもののようだが、このうち 6～9 を「政

府を信頼している」回答と判断する仕組みだ。 

―― その結果、我が国は、「政府を信頼している」割合が、37％となり、最下位だった。因み

に、その上の 10 位は、米国（42％）であるが、それでも、わが国より 5 ポイント高かった模

様だ。なお、我が国は、2 年前に比べても 6 ポイント低下しており、しかも、これは、「新型コ

ロナ対策の不手際」を反映したものと分析されている。さらには、コロナ禍においても、過半の

6 か国が、逆に、「政府への信頼度」を高めているにもかかわらず、我が国は、「信頼度を低めた」

3 か国の中に含まれているわけで、これは大いに問題と思われる。 

ただ、この一方で、「信頼できる」上位 3 か国は、サウジアラビア（82％）、中国（82％）、

インド（79％）であり、正直、ここはあまり参考にならないかもしれない。 

―― さらに、昨年 10～11 月での日経新聞社調べに因れば、我が国の「信頼できる」機関の

最上位は、自衛隊（59％）であるのに対し、最下位 3 業種が、マスコミ（9％）、国会議員（13％）、

国家公務員（28％）であったとのことで、ここも、今回のコロナ騒動を振り返って見れば、改
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善の余地が少なくないようにも見るところだ。 

                                          

以 上 
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