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先週および今週の我が国主要経済指標から（№260） 

１．先週の動き概要 

〇先週も、コロナ感染と経済復興の動きに加え、我が国では、自民党総裁選挙の行方に関する報

道に忙殺された印象だったが、コロナ感染についても、感染者数は減少方向を辿り始めてはいる

が、依然水準は高く、病床逼迫度も収まっていないことから、政府は、「緊急事態宣言」を、現

行の 21のうち 19都道府県につき今月末まで延長することを決定した。また同時に、ワクチン

接種が進む、11 月をめどに、行動規制緩和措置を講じる旨発表している。（この間の詳細につ

いては、別添追補参照。） 

なお、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、暫定政権が発足

したが、その中には、テロに関して国際的に指名手配されている人物が含まれていることから、

米欧では、タリバン勢力がどの程度、国際協調路線を採るのか慎重に見定めている段階だ。さら

に、経済面では、米国については、後述のように足踏み感が目立っているわけでもあるが、金融

緩和の方向に、再び舵を切る動きが目立ち始めている。さらに中国経済についても、8月「消費

者物価指数」（9日、前年同月比＋0.8％と、前月の＋1.0％から伸び低下）は、引続き冴えない

が、8月「生産者物価指数」（9日、同＋9.5％と、＋9.0％から伸び上昇）はさらに伸びを高め、

格差拡大の動きが続いている。（なお、物価上昇とコンテナ不足深刻化の問題については、別添

追補参照。） 

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ＮＹ株式市場は、経済指標で一

喜一憂し、テーパリング（量的金融緩和政策縮小）の時期を巡る論争も激化しているが、とりあ

えずは、経済成長に対する懸念の方が強いうえに、インフレ懸念が加わり、5営業日連続での下

落になった。ところが、東京市場は、菅首相の退陣表明を好感して、3万円台に上るなど、大き

く上昇しており、世界市場の中でも異例の形になっており、ここは注意したほうが良さそうだ。

なお、この間、為替は、ドル高、金利高に動いたが、欧州では、ＥＣＢ（欧州中央銀行）が、9

日には、来年 3 月まで実施する予定の債券購入のペース縮小（ただあくまでもテーパリングで

はないと主張）を決めたことが、市場の安定予想に繋がり、金利は低下方向に動くなど、やや区々

（マチマチ）の様相を呈した格好だ。さらに原油については、ＮＹ先物市場が、中国の価格抑制

を狙った戦略原油放出もあって、ほぼ 3週間ぶりに大幅下落となっている。 

 

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、31.0万件と、前週の 34.5万件＜速報値 34.0万件を上方修
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正＞から減少）に注目したが、結果は、市場の増加予想（33.5万件）に反し減少となった。な

お、米国では、20～25万件が健全な労働市場と見られているわけで、既にその上限近くに達し

ている格好だ。さらに、同「失業保険継続受給者数」（11日、278.3万人と、前週の 280.5万

人＜速報値 274.8万人を上方修正＞から減少）も、減少継続となり、ともに、2020年 3月中

旬以来約 1 年半ぶりの低水準値となっている。さらに、6 日には、失業保険の特例加算措置が

終了していることから、今後さらに減少が進むと見られる。なお、こうした状況から、市場の中

には、「雇用の伸び鈍化も労働需要の減退ではなく人手不足が主因になっている証左（ショウサ：

証拠・証明）」と見る向きが増えており、従って、これも、テーパリングの時期を巡る論争に拍

車をかけかねないと見られるわけで、注意が必要だ。 

さらに、実体経済指標では、7月「消費者信用残高」（8日、同前月比＋170.0億ドルと、＋

378.7億ドル＜速報値＋376.9億ドルを上方修正＞から伸び低下）が公表されたが、慎重な市

場予想（＋250.0 億ドル）をさらに大きく下回る水準にまで伸びが低下している。また、7 月

「卸売売上高」（10日、前月比＋2.0％と、＋2.3％＜速報値＋2.0％から伸び上昇）も含め、や

やさえない動きとなっている。ただ、この間、8月「卸売物価指数・コア＜食品・エネルギー除

く＞」（10 日、同前年同月比＋6.7％と、前月の＋6.2％から伸び上昇）は、更に上昇テンポを

強めている。 

 

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）を気にしていたが、前四半期比年率＋1.9％（前々四半期＋11.9→前

四半期‐4.2％）と、第 1 次速報（＋1.3％）及び市場予想（＋1.5％）を上回る増加となった。

これは、注目の設備投資が、同＋9.5％（同＋18.3→‐4.6％）と、やや大きく上方修正された

ことによる面が大きい。さらに、個人消費も、同＋3.9（同＋9.4→‐5.1％）と、第 1次速報（＋

3.4％）を上回る伸び上昇を見ており、これも影響しているようだ。もっとも、こうした中、8

月「景気ウォッチャー調査」（8 日、内閣府）については、タイムラグがあるとはいえ、季節調

整済み現状判断ＤＩが、34.7（前々月 47.6→前月 48.4）と、慎重な市場予想（45.0）さえ下

回る大幅な悪化に転じた格好になっており、ここは注意が必要だ。なお、これは、コロナ感染自

体は、7月も拡大しながら人流にはさほど変化がなかったものが、8月に入って、病床逼迫が広

範化したこと等もあり、マインドが急速に低下した故と見ているようだ。なお、内訳を見ても、

全ての項目で悪化しているが、中でも、「飲食関連」（前々月 37.8→前月 40.4→当月 21.1）、「サ

ービス関連」（同 46.3→48.3→29.2）での大幅悪化が目立っている。ただ、先行きについては、

43.7（前々月 52.4→前月 48.4）と、さらに悪化する見通しにはなっているが、その幅は、「飲

食関連」、「サービス関連」を含め小さい。さらに地域別に見ても、沖縄を除くすべての地域で大

きく悪化しているが、東京都は、現状が、37.6（同 49.3→48.0）、先行きが、49.6（同 50.1→50.8）

と、悪化方向にはあるものの、全国と比較すると小幅で、オリ・パラがそれなりに、良い方向に

働いた可能性がありそうだ。 

なお、消費動向の詳細については、7 月「消費活動指数」（7 日、日銀）でも確認したが、前

月比＋0.5％（前々月‐3.5＜速報値‐3.7 を上方修正＞→前月＋3.0％＜速報値＋2.7％を上方修

正＞）と、オリンピック効果もそれなりにあった模様から、プラス継続となったが、伸び率自体

は、予想に反し低めの形だ。 
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なお、消費周辺指標としては、7 月「毎月勤労統計調査」（7 日、厚労省）が公表されたが、現

金給与総額が、前年同月比＋1.0％（前々月＋1.9→前月＋0.1％）と、僅かながらも市場予想（＋

0.3％）を上回る形で、伸びを高めた格好だ。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、特別給与が、同＋0.8％（同＋3.7→‐1.8％）と、再びプラスに転じ

たほか、所定外給与も、同＋12.2％（同＋19.9→＋18.0％）と、伸びを低めながらも、依然、

高い伸びを継続した影響が大きい。 

また、輸出動向については、7月「国際収支」（8日、財務省・日銀）で確認したが、輸出は、

季節調整済み前月比＋0.7％（前月＋2.3％）と、市場の減少予想に反し、僅かではあるがプラ

ス継続の格好になった。この一方で、輸入は、同‐0.9％（同＋5.3％）と、予想通りの減少とな

ったことから、貿易収支は、0.34 兆円（同 0.23 兆円）と、やや大きく黒字幅を拡大した格好

だ。ただ、経常収支は、第一次所得収支が前月の反動から黒字幅を縮小したことから、1.41兆

円（同 1.86→1.77兆円）と、ほぼ予想（1.52兆円）通りに減少した形だ。 

最後は、貸出動向だ。これは、8 月「貸出預金動向」（8 日、日銀）で確認したが、総貸出平

残は、前年比＋0.6％（前々月＋1.4→前月＋0.9％＜速報値＋1.0％を上方修正＞）と、さらに、

伸びが鈍化した格好だ。これは、マイナス底打ち気配を見せていた都銀等が、同‐1.6％（同‐

1.6→‐1.5％＜速報値‐1.4％を下方修正＞）と、結局、マイナス幅を拡大したほか、信金も、同

＋2.4％（同＋5.6→＋3.7％）と、伸び率を鈍化させ続けている影響が大きい。なお、地銀・地

銀Ⅱは、同＋2.0％（同 2.9→2.3％）と、伸びを低下させてはいるが、その幅は比較的小幅に

とどめており、ここはやや気になるところだ。この間、預金平残は、同＋5.1％（同＋6.1→＋

5.7％）と、貸出ほどではないにしろ、伸び鈍化傾向が続いている。 

 

２．今週の動き予想 

〇今週も、引き続き、コロナ再感染と経済の動きに加え、自民党総裁選挙（17日告示）の行方

を注視する必要があるが、さらには、米国のハリケーン被害、西海岸でも山火事、中南米での大

規模地震の頻発等災害絡みの事件も多発しており、市場の中には、我が国でも同様のことが起き

得るとの見方もあることから、経済的観点からしても、注視しておいたほうが良さそうだ。 

なお、「政治地政学リスク」についても、引き続き、アフガニスタン、ミャンマーの動きが気

になるが、米国では、バイデン政権に対する支持率が、アフガニスタン問題もあって、急速に落

ちてきているとの報道もあり、さらには、8日には、パウエルＦＲＢ（連邦準備制度理事会）議

長が、再び「債務上限」問題が蒸し返されかねないとの警告を発する事態になっており、ここも

大いに気掛かりだ。（この点の詳細は、別添追補参照。）、 

さらに、市況については、株価は、とりあえず米国で底打ち、わが国で頭打ちが予想され、つ

れて、長期金利、為替、原油は横ばい圏内の動きが予想されるところだ。 

 

〇こうした中、米国経済指標については、重要な公表が相次ぐので注意したい。まずは、景況動

向に注目したいが、9 月「ＮＹ連銀製造業景気指数」（15 日、市場は、18.0 と、前月の 18.3

から低下予想）、9月「フィラデルフィア連銀製造業景気指数」（16日、19.2と、前月の 19.4

から若干低下予想）等、製造業では、景況感がやや悪化すると見る先が大勢だ。ただ、9月「ミ
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シガン大学消費者態度指数・速報値」（17日、72.6と、前月の 70.3から上昇予想）等、非製

造業では、コロナ禍再発にもかかわらず改善を見込む指標もあるわけで、相変わらず一様でない

動きを示しており、ここも留意が必要だ。なお、第 2週「新規失業保険申請件数」（16日、32.0

万件と、前週の 31.0万件から増加予想）は、再び増加に転じると見ているが、同「失業保険継

続受給者数」（16日、前週の 278.3万人）は、若干なりとも低下が続くと見ているようだ。 

なお、その他の実体経済指標では、まずは、物価動向が気掛かりであり、これは、8月「消費

者物価指数・コア＜食品・エネルギー除く＞」（14日、市場は、前年同月比＋4.3％と、前月の

＋4.3％から伸び横ばい予想）で確認することになるが、市場は、上昇一服になると見ているよ

うだ。さらに、8月「小売売上高」（16日、前月比‐0.8％と、‐1.1％からマイナス幅縮小予想）、

8 月「鉱工業生産」（15 日、前月比＋0.5％と、＋0.9％から伸び低下予想）は、伸び低下する

と見ているが、8 月「設備稼働率」（15 日、76.4％と、前月の 76.1％から若干上昇予想）は、

やや改善すると見ており、ここはやや読みにくいところだ。 

こうした中、我が国の経済指標については、まずは、景況動向を知るうえで、第 3四半期「法

人企業景気予測調査」（13 日、財務省）に注目したい。市場は、大企業の国内景況判断ＢＳＩ

（「上昇」－「下降」社数構成比の前四半期比変化）については、今期については、前四半期比

＋5.6％と（前々四半期‐21.8→前四半期‐13.7％）までの 2 期連続のマイナス傾向からの脱却

を見込む内容になっていたが、「緊急事態宣言」の再発令もあって、これが伸び縮小することは

もとより、場合に因っては、再びマイナスに転じることもあり得ると懸念している。なお、こう

した市場の懸念は、9月「ロイター短観」（15日、ロイター通信）についても同様で、製造業に

ついては、＋30（前々月＋25→前月＋33））と、再び悪化すると見ているようだ。ただ、非製

造業については、＋8（同‐3→＋5）と、僅かながら改善に進むと見ている。これは、人流の減

少はさほど見られない一方で、足元の感染者は低下傾向にあることを意識してのものと思われる。 

さらに、物価動向については、8月「企業物価指数」（13日、日銀）で確認することになるが、

市場は、国内物価指数が、前年同月比＋5.0％（前々月＋5.0→前月＋5.6％）と、再び伸び低下

に転じると見ている。これは、基本的には、高い伸びが継続するわけであるが、原油価格の伸び

鈍化が足を引く格好になるとの見方だ。 

なお、設備投資動向については、7月「機械受注」（15日、内閣府）で、確認可能だが、市場

は、民需コア（船舶・電力を除く）が、前月比＋4.0％（前々月＋7.8→前月‐1.5％）と、再び、

増加に転じると見ている。これは、足元の企業の生産活動は、資材の供給停滞が続いてはいるが、

基本的な設備投資意欲は堅調と見られているためだ。なお、7月「建設総合統計」（17日、国交

省）も公表されるが、市場は、前月（前々月＋0.5→＋2.1％）まで続く伸び上昇傾向が、さら

にテンポを高めると見ているようだ。 

また、輸出動向については、8月「貿易収支」（16日、財務省・日銀）で確認することになる

が、市場は、季節調整済輸出は、前月比＋11.1％（前々月＋2.4→前月 0.0％）と、伸びを大き

く拡大する一方で、輸入は、同＋7.5％（同＋4.1→‐1.6％）と、プラスに転じるとしても、ア

ジア地域を中心とした資材の供給停滞もあり、輸出の伸びを下回り、結局、貿易収支は、＋0.31

兆円（前々月‐0.06→前月＋0.05 兆円）と、大きく黒字幅を拡大することになると見ているよ

うだ。 
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３．来週の公表予定経済指標 

〇来週は、休日も多く、発表予定経済指標も以下のように少ないが、注目指標であるうえ、21

～22日には、日銀政策決定会合も開催されるので、注視したい。 

 

・景況関連；9月「製造業・サービス業ＰＭＩ」（ともに 24日） 

・物価関連；8月「全国消費者物価指数」（24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(No260－追補) 

     ――新型コロナ再感染の現況と先行きの影響（続報） 

     ――食糧・市況商品の価格上昇に潜む、コロナ問題とコンテナ不足 

     ――米国に、再び「債務上限」問題勃発の恐れ 

 

１．新型コロナ再感染の現況と先行きの影響（続報） 

〇コロナ感染者数は、減少方向を辿り始めている国と、ここにきて再拡大している地域もあり、

例えば、米国では、7日時点で、累計感染者数が 4012.7万人、死者が 64.9万人（全世界では、

460.2 万人）にも達しているが、ここ 5か月に感染者は、1 千万人も増加しており、バイデン

大統領は、改めて、ワクチン接種を、連邦政府職員に義務化するとともに、100 人以上の職員

がいる企業に対しても求める事態に至っている。さらに、学校の対面授業を受ける際にも義務化

を命じている。また、我が国に対する渡航制限も復活させている。 

こうした中、わが国では、感染者数自体は大きく減少しているが、なお高水準にあるとして、

9日には、現行の、「緊急事態宣言」発令中の 21都道府県のうち、宮城・岡山を除く、19都道

府県（北海道、東京、埼玉、千葉、神奈川、茨城、栃木、群馬、静岡、岐阜、愛知、三重、滋賀、

京都、大阪、兵庫、広島、福岡、沖縄）について、30 日まで延長し、「蔓延防止等重点措置」

については、上記の 2 県（宮城、岡山）を新たに加えたうえで、6 県（山梨、富山、愛媛、高

知、佐賀、長崎）を、予定通りに 12日に解除し、8県（福島、石川、香川、熊本、宮崎、鹿児

島）にすることを決定した。さらに、8日には、感染症対策分科会が、緊急事態宣言を解除する

際の新たな基準案（医療体制を重視）をまとめたほか、政府は、9 日の新型コロナ対策本部で、

今週にも、ワクチン接種済みや陰性証明等を条件に、行動制限を緩和（とくに、都道府県をまた

ぐ旅行、会食・イベントの人数制限、酒類提供、学校活動制限等の 4 点の緩和を重点緩和）す

る方針を打ち出している。 

ただ、こうした中、人々の行動制限意識は、あきらかに希薄化していることも事実で、ワクチ

ンの接種効果・期限に対する疑義（結局、半年ごとに追加接種が必要とか、死亡率が意外に高い、

あるいは新種変異種には効きにくい等）の表面化もあり、さらに、これから冬場を迎えると言う

事情もあることから、収束の方向は依然として見えにくいのが実状だ。 

 

〇もっとも、こうした中でも、米欧中心に経済復興の動きが引き続き進んでいるが、さすがに足

元は、コロナ感染再拡大懸念の方が強まっているようで、やや停滞しているように見える。この

ため、週報本文で紹介したように、米国の経済指標、市況は冴えず、欧州も、ＥＣＢ（欧州中央

銀行）が、債券購入のペースダウン縮小を決定すると、市場は、むしろ、これを緩和的シグナル

と捉え、金利低下を招いているなど、複雑な動きを示している。 

いずれにせよ、ここは、当面、慎重にウォッチしたほうが賢明のようだ。 

 

２．食糧・市況商品の価格上昇に潜む、コロナ問題とコンテナ不足 

〇このところ、経済回復にやや足踏みが見られる一方で、物価上昇が、卸売物価中心に目立って
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おり、どうも、その背景には、コロナ感染拡大と、それに伴うコンテナ不足問題も深く関係して

いるようだ。 

要するに、2020年 11月に発生した港湾混雑と、コンテナ船の沖待ち増加、輸送遅延は、も

っぱらコロナ感染拡大に因る「荷役作業員不足」、「コンテナ生産の縮小」、さらには、「緊急物資

輸送の増加」を背景としたものであったが、その後もこれが継続している模様なのだ。すなわち、

中国では、既に、昨年第 2 四半期には、一時的にせよ、コロナ抑え込みに成功し、主要国の中

で唯一、経済もＶ字復興を遂げており、必然的に、米欧は、中国からの輸入に頼らざるを得ない

構造になっていたわけである。このため、コンテナ需要に、「片荷の偏在（米欧に空コンテナ滞

留）」が生じ始め、しかも、その後、米欧は、経済復興に向かい始めたわけであるが、生産体制

の復活は遅れがちで、結局、ますます、この関係が際立つ形になり、現在に至っても解消のめど

が立たない状況が続いているのである。 

さらに、この関係は、わが国にも大きな影響を及ぼしており、注目する必要がある。要するに、

米欧は、需要が急増している、家具、家電等の輸入の時間短縮を狙って、空コンテナ（場合に因

っては、穀物で満杯にして）で、直接、中国に送り込んで回収する方法を採るようになっており、

アジアにコンテナが回送・途中寄港されず、ますますコンテナ不足・輸送費高騰を招いているの

が実態で、これも、アジア産の穀物、非鉄金属、各種部品等の値上がりにもつながっているのだ。

さらには、わが国で、目下、米国からの大豆・小麦等の輸入が大きく減少し、大幅な価格上昇を

招来しているが、この原因は、ここにもあるようなのだ。 

 

〇こうした中、中国では、このところ各種政策打ち出しに余念がないところだが、「食糧安保」

と称して、食糧品等の取り込みに一段と注力し始めているようだ。これには、長江流域での深刻

な洪水被害から、相場低迷期に積み上がっていた在庫の多くが使用できなくなったという事情も

あるようだが、いずれにせよ、この動きが、世界的な、穀物相場や化学肥料の原料、そして、非

鉄金属、原油、輸送価格等の高騰の原因の一つになっていることも確かなようなのだ。なお、穀

物について言えば、例えば、トウモロコシの 20～21穀物年度（９月～８月）の輸入量は、26

百万トンと前年度の 3.4倍に急増しているほか、大豆についても、1億トンと、10年前の 2倍

にも達している状況だ。さらには、海外農地や、食品・流通企業の買収にも積極的に動いている

ようなのだ。 

ところで、食糧については、原油や金属資源と異なり、もともと自国での消費が中心となるも

のであることから、「マーケットは薄い」わけで、その中で、中国が、今や世界貿易量の 6割を

も占めるようになっている事態は、異常とも言えるわけで、ここは我が国としても、一段と注意

深くウォッチしていく必要があると思われる。 

 

３．米国に、再び「債務上限」問題勃発の恐れ 

〇米国では、2019年に、法的な連邦政府の「債務上限」を、22兆ドルに設定していたわけで

あるが、その後に、コロナ禍もあって、これを 2021年 7月までの 2年間、運用停止措置を講

じていた次第。そして、紆余曲折はあったが、同年 8月には、「債務上限」を、当時の債務額に

匹敵する 28兆 5000億ドルに引き上げて運用を再開し、政府は「特例措置」を講じて、なんと
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か当面の資金繰りを工面していたところであった。 

ところが、8 日には、パウエルＦＲＢ（連邦準備制度理事会）議長が、このままでは、「10

月中にも手持ち資金が枯渇する可能性が高く、米国経済と金融市場に取り返しのつかないダメー

ジを与えかねない」との書簡を、議会に提出したことから、この問題が再び、大きな論議を引き

起こしている模様だ。というのは、この間、民主党は、10月以降も一定期間の歳出を認める「予

算のつなぎ法案」の形で、「債務上限」を凍結させるか、引き上げる規定を盛り込みたい考えで

あったが、協調歩調が求められていた共和党が、民主党が単独可決を目指す、3 兆 5000 億ド

ル規模の大型歳出法案への反発から、これに反対する姿勢を示しているからだ。 

なお、この見解の差は、早期に埋まる見通しが全く立っていないことから、市場には、10月

以降に、再び、一部政府機関の閉鎖や下手をするとデフォルトの事態もあり得るとの懸念が高ま

っているようなのだ。 

                                           

以 上 
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