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先週および今週の我が国主要経済指標から（№259） 

１．先週の動き概要 

〇先週、我が国では、コロナ感染再拡大の動きに加え、菅首相の突然の辞意表明から、政治情勢

の緊迫度も高まり、文字通りに、「正念場」が始まった感が強い一週間だった。なお、コロナに

関しては、東京都での新規感染者数は減少方向に入りつつあるようにも見えるが、水準自体は依

然かなり高く、さらに、関西・中部を中心とした地方では感染再拡大傾向にあり、また、重症者・

死亡者数も、過去最高値を更新する状況が続いているなど、依然、予断を許さない状況と思われ

る。（詳細は、別添追補参照。） 

こうした中、米欧中心に改善が進んでいる経済も、市場には依然として強気の見方をする向き

もないではないが、正直のところ、さらに足踏み気配が強まってきているようにも見える。こう

した中、米国では、先週のパウエルＦＲＢ（連邦準備制度理事会）議長の講演が、株価押し上げ

に働いていたことも事実であるが、その後は、雇用指標の改善が予想以上に鈍かったことに反応

して、結局、テーパリング（量的金融緩和政策縮小）の年内実施に慎重な見方も増え、株・債券

下落、ドル売りの形での週越えとなった。なお、懸念される中国経済については、さらに鈍化が

目立ち始めているようにも見えるところだ。（なお、中国経済の現況を見る上での留意点につい

ては、別添追補参照） 

 

〇この間、米国の経済指標については、予想以上の停滞が目立った格好だ。即ち、景況指標の、

8 月「消費者信頼感指数」（31 日、113.8 と、前月の 129.1 から低下）、8 月「シカゴ購買部

協会景気指数」（31日、66.8と、前月の 73.4から低下）、8月「ＩＳＭ非製造業景況指数」（3

日、61.7と、前月の 64.1から低下）など、非製造業では、いずれも、慎重な市場予想（各 124.0、

68.0、61.5）さえ下回る水準にまで悪化している。ただ、製造業では、8月「ＩＳＭ製造業景

況指数」（1日、同 59.9と、前月の 59.5から上昇）が、逆に、市場の悪化予想（58.0）とは

異なり、懸念されていた頭打ちはとりあえず回避された形になっているなど、悪化一辺倒ではな

いことにも相応の留意が必要だ。さらに、市場が注目している雇用関連指標についても、8月「非

農業部門雇用者数変化」（3日、前月比＋23.5万人と、＋105.3万人＜速報値 94.3万人から上

方修正＞から大幅に伸び減少）は、市場予想（75.0万人）を大きく下回り、市場にサプライズ

的波紋を投げている。ただ、こうした中、8月「失業率」（3日、5.2％と、前月の 5.4％から低

下）は予想通りに若干改善、8月「平均時給」（3日、前月比＋0.6％と、＋0.4％から伸び上昇）

に至っては、伸び縮小予想（＋0.3％）に反して高まるなど、ややチグハグな結果になっており、
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いずれにせよ、軽々には判断できない状況にもなってきていることは確かだ。なお、第 4週「新

規失業保険申請件数」（2日、34.0万件と、前週の 35.4万件＜速報値 35.3万件から上方修正

＞から減少）および同「失業保険継続受給者数」（2 日、274.8 万人と、前週の 290.8 万人＜

速報値 286.2万人から上方修正＞から減少）は、ともに、予想通りに減少し、2020年 3月以

来の低水準になった格好で、これは、株価上昇の要因にもなっている。 

ただ、その他の実体経済指標については、7月「製造業新規受注」（2日、前月比＋0.4％と、

＋1.5％から伸び低下）が、予想通りに減速しているほか、第 2四半期「非農業部門労働生産性・

改定値」（2日、前四半期比＋2.1％と、＋2.3％から伸び低下）、6月「住宅価格指数」（31日、

前月比＋1.6％と、＋1.8％＜速報値＋1.7％から上方修正＞から伸び低下）も、市場の改善予想

（各＋2.4、＋1.9％）に反し悪化している状況だ。ただ、中には、7月「建設支出」（1日、前

月比＋0.3％と、＋0.0％から伸び上昇）のように、市場の予想通りに改善が進んでいるものも

ある。もっとも、これとて、タイムラグ効果が大きいと見る向きもあり、ここは慎重に判断する

ほうが賢明と思われる。なお、7月「貿易収支」（2日、同‐701億ドルと、‐732億ドル＜速報

値‐757億ドルから上方修正＞から赤字減少）については、赤字幅減少がさらに進んではいるが、

これも市場には、国内消費構造の変化（モノからサービスへのシフト）によるものとの見方もあ

るわけで、単純には評価出来ないところだ。 

 

〇こうした中、我が国の経済指標については、まずは、景況関連の第 2四半期「法人企業統計」

（1日、財務省）に注目したが、市場が特に注目していた設備投資は、前年四半期比＋5.3％（前々

四半期‐4.8→前四半期‐7.8％）と、市場予想（＋2.0％）をも上回る形でのプラスに転じた格好

だ。さらに、売上高も、同＋10.4％（同‐4.5→‐3.0％）と、プラスに転じ、経常利益に至って

は、同＋93.9％（同‐0.7→＋26.0％）と、著しい増益となっている。ただ、これも、前年が、

コロナ関連で極端な悪化に見舞われていた反動による面が大きく、例えば、季節調整済前四半期

比（金融業・保険業除く）で見れば、設備投資は、＋3.2％（前々四半期‐0.1→前四半期＋0.8％）

と、伸び率を上昇させているが、経常利益は、＋1.8％（同＋30.1→＋9.2％）は、伸び率を大

きく低下させており、売上高に至っては、‐0.1％（同＋5.0→‐0.2％）と、2期連続でのマイナ

スを余儀なくされるなど、まったく異なった面を見せており、ここは注視して判断する必要があ

る。 

さらに、消費動向も気になるところだったが、7月「商業動態統計」（30日、経産省）での小

売業販売額については、前年同月比＋2.4％（前々月＋8.2→＋前月 0.1％）と、市場予想（＋

3.0％）ほどではないにしろ、再び伸びを高めた格好だ。これは、7月後半にかけて、コロナ感

染再拡大が見られたものの、オリンピック開催もあって、人流は結局高止まりしていることから、

消費も堅調に推移したと見られる。ただ、8月「消費動向調査」（31日、内閣府）での消費者態

度指数は、36.7（前々月 37.4→前月 37.5）と、再び低下に転じており、これは、前述のよう

に小売業販売額自体は増加しているが、消費者センチメント（心情・心理）自体は、慎重な市場

予想（34.0）ほどではないにしろ、「緊急事態宣言」発令が全国にやや大きく拡大したこともあ

って、それなりに顕現化したということだ。なお、内訳を見ても、「資産価値」以外はすべての

項目で悪化しており、特に雇用環境（前々月 35.0→前月 35.1→当月 33.2）での悪化が目立っ

ているのは気になるところだ。この間、8月「新車登録台数」（1日、自販連）も公表されたが、
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前年同月比＋4.4％（前々月＋9.2→前月＋3.3％）と、伸びを高めている格好だ。とくに、「貨

物車」が、同＋9.0％（同＋12.2→＋9.0％）と、好調を持続しているのが目立っている。なお、

乗用車も、同＋3.7％（同＋8.8→＋2.5％）と、やや伸びを戻し気味だった。 

また、消費周辺指標では、7月「失業率・有効求人倍率」（ともに 31日、各総務省・厚労省）

が公表されたが、前者については、2.8％（前々月 3.0→前月 2.9％）と若干低下したほか、後

者も、1.15倍（同 1.09→1.13倍）と、予想通りに若干上昇しており、雇用状況は底堅く推移

している状況だ。 

なお、生産動向については、7月「鉱工業生産・速報値」（31日、経産省）で確認したが、季

節調整済前月比‐1.5％（前々月‐6.5→前月＋6.5％）と、市場予想（‐2.0％）ほどではないが、

再びマイナスに転じ、コロナ感染前の 2020 年 1月の水準を下回った格好になった。これは、

半導体等の中間財の供給停滞が依然として残る中で、自動車を中心とした生産調整の動きが断続

的に生じていることを反映したものだが、国内外の基調的な需要自体は依然として強いと見てお

り、政府の基調判断自体は「持ち直している」に据え置かれている。さらに、年末にかけて供給

停滞が解消すれば、生産の大幅な回復が期待されると見ているようだ。 

最後は、設備投資動向を、7月「住宅着工統計：新設住宅着工」（31日、国交省）で確認した

が、前年同月比＋9.9％（前々月＋9.9→前月＋7.3％）と、慎重な市場予想（＋6.5％）とは逆

に、伸びをやや大きく高める結果となった。なお、内訳を見ても、「持ち家」が、同＋14.8％（同

＋16.2→10.6％）と、高い伸びが続いており、2019年の消費増税と 2020年のコロナ感染拡

大の影響は、年明け以降には改善傾向に転じていることが、よりはっきりした格好だ。 

 

２．今週の動き予想 

〇今週、引き続き、コロナ感染と経済復興の動きを注目せざるを得ないが、わが国では、先週か

ら学校が始まっているうえ、政治面でも、菅首相の突然の辞意表明の影響大きく、当然、これは、

経済面への影響が大きいわけで、とりわけ、山積しているコロナ対策等喫緊の課題への対応が中

断しかねないことを、市場は警戒している。ここは一段と注意深いウォッチが必要だ。 

その他の「政治・地政学リスク」面でも、アフガニスタンについては、早期に組閣し、統治力

を高めるとともに国際協調路線を採ると、タリバン勢力は宣言してはいるが、米欧では警戒感を

むしろ増していることも事実で、ここも注意が怠れないところだ。さらに、米国のハリケーン絡

みの被害が予想以上の規模になっているほか、西海岸でも山火事被害が相次いでいるようで、バ

イデン政権に対しては、アフガニスタン問題を含め、批判が高まってきていることも事実であり、

ここも一層の注視が肝要だ。 

この間、市況面では、コロナ感染再拡大の動きの中で、米国の雇用統計が市場予想を大きく下

回ったことの影響が大きく、株価、為替相場は、ともに上値重く、長期金利も結局安定的に推移

すると、市場は見ているようだ。なお、国内株式市場については、政治情勢の変化から、とりあ

えず、株高で反応したが、海外には、「日本政治の先行きは不透明感が増した」と見る向きも少

なくないわけで、当面は上昇し続けるとしても、これも上値は重いと見たほうが良さそうだ。さ

らに、原油については、「ＯＰＥＣ（石油輸出国機構）プラス」は、需要増を見込んで、1 日に

協調減産の縮小を決議し、日本向けＬＰＧ（液化石油ガス）についても、約 7 年ぶりの高水準
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となる値上げ通告をしたわけであるが、現実的には、コロナ感染の再拡大で需要は減少しており、

事実、3日の米国先物市場は下落し、我が国の輸入原油・ガソリン価格も低下してきているわけ

で、ここも慎重な見方が必要と思われる。 

 

〇こうした中、米国の経済指標については、公表予定指標は数少なく、景況関連では、第 1 週

「新規失業保険申請件数」（9 日、市場は 34.3 万件と、前週の 34.0 万件から幾分増加予想）

に注目したいが、市場は、前週に近年最小レベルまで減少したことから、さすがに若干の増加に

転じると見ているようだ。なお、同「失業保険継続受給者数」（9日、同 274.4万人と、前週の

274.8万人から減少予想）は、減少継続と見ている。 

さらに、実体経済指標では、まず気掛かりなのは物価動向だが、これは、8月「卸売物価指数・

コア＜食品・エネルギー除く＞」（10 日、前年同月比＋6.6％と、前月の＋6.2％から伸び上昇

予想）で確認するが、更に上昇テンポが強まるとの見方だ。なお、この他、7月「消費者信用残

高」（8日、前月比＋265.0億ドルと、＋376.9億ドルから伸び低下予想）、7月「卸売在庫」（10

日、前月比＋0.6％と、＋1.1％から伸び低下予想）が公表されるが、ともに減速すると見られ

ている。 

 

〇この間、我が国の経済指標については、まずは、景況関連で、第 2 四半期「実質ＧＤＰ第 2

次速報」（8 日、内閣府）が気になるところだが、市場は、前四半期比年率＋1.5％（前々四半

期＋11.7→前四半期‐3.9％）と、第 1 次速報＋1.3％から上振れすると見ている。これは、注

目の設備投資が、同＋8.5％（同＋18.3→‐4.6％）と、第 1次速報の＋7.0％からやや大きく上

方修正されると見ていることの影響が大きい。もっとも、8月「景気ウォッチャー調査」（8日、

内閣府）については、市場は、季節調整済現状判断ＤＩが、45.0（前々月 47.6→前月 48.4）

と、悪化に転じると見ている。この違いは、コロナ感染自体は 7 月も拡大していたわけである

が、人流にはさほど変化がなく、これが、8月に入って、病床逼迫が広範化したこと等から、さ

すがに人流にも変化が生じたと見ているためだ。ただ、これまでの「緊急事態宣言」下での動き

に比べれば、明らかに、行動抑制も小幅化しているとはいえ、中小企業では、影響を懸念する向

きも多いわけで、ここは留意が必要だ。 

さらに、消費動向については、7月「消費活動指数」（7日、日銀）で確認することになるが、

市場は、前月（前々月‐3.7→＋2.7％）にプラス回帰はしたが、オリンピック効果もそれなりに

あった模様から、伸びをさらに高めると見ているようだ。 

なお、消費周辺指標としては、7 月「毎月勤労統計」（7 日、厚労省）が公表されるが、市場

は、現金給与総額が、前年同月比＋0.3％（前々月＋1.9→前月＋0.1％）と、僅かながらも伸び

を高めると見ている。これは、オリンピック効果もあり、人流がそれなりに活発化したことから、

所定外給与（同＋19.9→＋18.0％）のプラス寄与が大きくなると見ているためだ。 

また、輸出動向については、7 月「国際収支」（8 日、財務省・日銀）で確認することになる

が、市場は、輸出・輸入はともに減少するものの、輸入減少の方がやや大きく、この結果、貿易

収支は、若干黒字拡大すると見られている。ただ、第一次所得収支が前月の反動から黒字幅を縮

小すると見られていることから、季節調整済み経常収支は、1.52兆円（前々月 1.86→前月 1.77
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兆円）と、黒字幅縮小を余儀なくされるとの見方だ。 

最後は、貸出動向を、8月「貸出預金動向」（8日、日銀）で確認することになるが、市場は、

総貸出平残が、前月（前々月＋1.4→＋1.0％）まで続いている伸び鈍化傾向がさらに継続する

か否かに注目している。なお、前月には、都銀等（同‐1.6→‐1.4％）がマイナス底打ち気配を

見せていたのに対し、特に信金（同＋5.6→＋3.7％）が、遅れて伸びを大きく縮小するなど、

やや真逆の動きを見せていたわけで、この行方も気になるところだ。なお、預金平残（同＋6.1→

＋5.7％）でも、伸び鈍化傾向が続いていたわけで、市場はこの行方も気にしている。（なお、

世界的なコロナ感染と貯蓄増の関係については、別添追補参照。） 

 

３．来週の公表予定経済指標 

〇来週は、引き続き、コロナ再感染と経済の動きに注目したいが、自民党総裁選挙の行方も気掛

かりであり、注視したい。なお、注視したい公表予定経済指標は以下の通り。 

 

・景況関連；第 3四半期「法人企業景気予測調査」（13日） 

・物価関連；8月「企業物価指数」（13日） 

・設備関連；7月「機械受注」（15日） 

       7月「建設総合統計」（17日） 

・生産関連；7月「鉱工業生産指数・確報」（14日） 

・輸出関連；8月「貿易収支」（16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(No259－追補) 

     ――新型コロナ再感染の現況と先行きの影響 

     ――中国経済の現況を見る上での留意点 

     ――世界的なコロナ感染対策と貯蓄増との関係について 

 

１．新型コロナ再感染の現況と先行きの影響 

〇コロナ再感染は、猛威を振るっていたインドネシアが、減少気配にあるなど、若干落ち着き始

めているように見えなくもないが、この一方で、米国では再び、マスク着用やワクチンパスポー

トを義務化する動きが目立ち始めているほか、わが国との縁が深いハワイでも、再び大規模な行

動・渡航制限措置に入っているなど、収束の動きは見られない。さらに優等生であったニュ―ジ

ーランドで、本年 2 月以来の死者が出るなど、深刻な状況が続いていると言ったほうが良さそ

うな状況だ。この間、大阪大学の研究チームが、「デルタ４プラス」という、ワクチンの効きに

くい変異種が生まれる可能性を指摘し、感染拡大の早期収束を急ぐ（感染拡大長期化が変異種発

生の最大の要因）必要性を強調していることも気掛かりだ。 

こうした中、わが国でも、東京では、感染者数が 13日連続で、前週同日を下回るなど、減少

方向を示し始めていることは確かだが、水準としてはなお高く、「爆発的感染拡大」にあたる「ス

テージ 4」の状況にあることに変わりない。しかも、この分野で「ステージ４」に該当するのは、

未だ 43都道府県にも及んでいるのが実態だ。このため政府は、12日に期限を迎える「緊急事

態宣言」対象先２１都道府県のうち、首都圏（東京、神奈川、千葉、埼玉）、関西圏（大阪、京

都、兵庫）、中部圏（愛知、岐阜、三重）の 10都府県については、2～3週間の延長とすべく検

討しているようだ。さらに、残りの先についても、「ステージ 3（感染者急増）」該当先や重症者

病床使用率の高い先は、「蔓延防止等重点措置」対象先に振り変える方針のようだ。 

なお、この間、政府・自治体では、ワクチン接種拡大に懸命の姿勢を示してはいるが、何分に

も掛け声倒れになっているとの指摘も多く見られるのが実状で、結局、思うようには進捗してい

ないと見たほうが良さそうだ。 

 

〇さらに、こうした中で、首相辞任に伴う自民党総裁選挙、総選挙があるわけで、いずれにせよ、

政治的混乱が当面続く気配から、飲食店や百貨店、旅行・イベント業中心に、「コロナ対応が中

断しかねず、経営的にも我慢の限界を超え始めている」といった不満の声が高まっている状況だ。

事実、企業倒産も増加している。いずれにせよ、このままでは、コロナ最盛期と言われる冬場を

再び迎えるわけでもあり、経済面からしても、文字通りの「正念場」とも思われるのだが、どう

だろうか。 

 

２．中国経済の現況を見る上での留意点 

〇中国経済については、かねてからその減速が懸念されていたが、コロナ感染の再発もあって、

一段とその傾向がはっきりし出しているように見える。さらに、政府と民間の発表内容が肝心の

ところで異なるなど、統計の読み方にも注意が必要になってきているようだ。 
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例えば、31日に政府が発表した、8月「製造業ＰＭＩ」（50.1と、前月の 50.4から低下）

は、5 か月連続での悪化となったが、好不調の分かれ目とされる「50」を下回ることはなかっ

た。ところが、1日発表の 8月「Caixin製造業ＰＭＩ」（49.2と、前月の 50.3から低下）は、

2020年 4月以来の悪化水準に落ち込み、同「サービス業ＰＭＩ」（46.7と、前月の 54.9から

低下）に至っては、やや大幅な悪化を余儀なくされた格好になっている。 

この点については、市場は、中国のコロナ感染は、他国に比べ、水準的には極く小幅にとどま

っているにもかかわらず、中国政府が、基本的に「ゼロコロナ」政策を採用し、かなり厳しい行

動制限を国民に課しており、これが、経済面へのブレーキ効果として大きく働く構造になってい

ると見ているようだ。ただ、市場が、特に問題視しているのは、①景気減速が、コロナによる一

時的なものなのか、②政府発表係数に何らかの操作が含まれていないかであり、前者①について

は、かつては、世界経済面で中国の一人勝ちの状況だったのが、米欧の経済復興に伴って、相対

的に減速気味に見えるだけで、さほど気にする必要はないとも見方もあるが、中国製コロナワク

チンに対する信認が薄れていることや、このところ、中国政府が相次いで経済構造改革策を打ち

出している（先週も、貧困格差縮小を狙った「共同富裕」を強調）ことからして、何らかの問題

が生じている可能性も高いと見る向きも少なくないのだ。さらに、後者②についても、以前から

懸念されていたことではあるが、市場の中には、本件をもって、一段とその意を強めた先もある

ようだ。 

いずれにせよ、中国の経済指標については、発表数字を鵜呑みにせず、総合的に判断する必要

があるということを、改めて気づかされたようにも思うのだ。 

 

３．世界的なコロナ感染対策と貯蓄増との関係について 

〇今回のコロナ感染に際しては、世界中で膨大な対策資金が投ぜられ、つれて、家計貯蓄が、急

増したわけであるが、その過程につき面白い分析が、「世界経済の潮流」（31日、内閣府）に記

載されているので、特に今後の消費動向を探るうえで有用と思われる部分を抜き取って、その一

部を紹介したい。 

なお、コロナ対策として投じられた資金については、諸説（当該論文では、米国は、約 2 兆

8000億ドル、加盟国単独のものを含まないＥＵ圏が、1兆 8000億ユーロとしている）あるが、

いずれにしてもこれまで類を見ない多額に及んでおり、金融・経済面で大きな波乱要因になって

いることは確かだ。こうした中、当該論文では、この結果として、2020 年第 1 四半期以降の

「家計貯蓄超過累積額」が、米国で、2兆 5000億ドル、ＥＵ圏が、6800億ユーロと、ともに、

極めて多額に積み上がった格好にもなっていると試算している。 

ところが、これを要因分解すると、明確な違いがあり、米国は、うち 32％が「3度にわたる

現金給付」、同じく 32％が、「失業手当の増加」に起因するもので、「消費支出の減少効果」は、

‐8％と、逆にマイナスになっている。要するに、これは、給付金等の多くは貯蓄に回したが、

一方で、消費も増やしていることを示している。これに対し、ユーロ圏では、実に 88％が、「消

費支出の減少効果」による貯蓄増としているわけで、根本的に、貯蓄増の由来を異にしているの

だ。なお、当該論文では、同時に、コロナ禍での家計の消費・貯蓄行動をサーベイ（物事の全体

像を把握するために行う調査・測定等）しているが、「貯蓄を減らすか負債を増やして消費に充
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てた」と回答した人の割合は、米国では、33％にも上っているのに対し、ＥＵ圏の、英国、ド

イツでは、ともに 23％にとどまっており、この違いが、経済復興のプロセスの違いにも明瞭に

表れているように思われる。さらに、同時に調査された「コロナ禍で蓄えた貯蓄を年末までにど

の程度支出するのか」という問いに対しては、米国は、一部と答えた割合が、44％だったのに

対し、ＥＵ（ただし英国のみ）は、49％になっている。 

要するに、これは、米国消費は、給付金等の蓄え（すでにかなり消費していると思われるが）

が尽きれば、当然、減退しかねない状況（景気自体も後退の可能性）を示している一方で、ＥＵ

については、底堅い消費が長続きすることを示しているとも言えるわけで、ここは極めて興味深

いところだ。 

いずれにせよ、我が国は、コロナ対策資金としては、世界第 2の水準（ＩＭＦ調べによれば、

2兆 2000億ドル、なお、このベースでの米国は、4兆 100億ドル）となっているわけである

が、この一方で、貯蓄性向の高さは、世界の中でもずば抜けているわけで、今後の息長い経済復

興を目指す上では、むしろＥＵに倣う（ならう）面が多く、しかも、如何に消費マインドを底上

げする施策・商品開発を展開し得るかが鍵になることを、当該論文が示唆しているように思える

のだが、どうだろうか。 

                                           

以 上 
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