
 

1 

 

 経済動向レポート 

「先週および今週の 

我が国主要経済指標から」 

リサーチ＆コンサルティングでオンリーワンへのお 手 伝 い  株式会社 さわやかリサーチ 

特別参与 鈴木 茂 

№２６１ 

(2021.09.21) SAWAYAKA 

RESEARCH 

 

 

 

 

 

 

 

先週および今週の我が国主要経済指標から（№261） 

１．先週の動き概要 

〇今週も、引き続き、コロナ感染再拡大と経済の動きに注目したわけであるが、コロナ問題は、

感染者は大きく減少しても収束の目途が引き続き立たず、期待のワクチンも、主要国で接種率が

頭打ちになっているほか、その効果等についても様々な問題点が指摘されている状況だ。このた

め、今後経済復興をどう進めていくかという点をも含め、新たな議論・方策が必要になってきて

いるようにも見える。（この点は、別添追補で詳細解説。） 

こうした中、米国では、13日には、下院が、連邦政府税率を、現行の 21％から 26.5％（当

初案 28％）に引き上げ、民主党単独でも可決を目指すと発表している。ただ、成立には時間が

かかりそうだ。こうした中、米国バイデン大統領のワクチン接種の強硬策に反対する勢力の動き

がさらに目立ち始めているほか、食糧品などの価格上昇、ハリケーン被害、西海岸での山火事、

アフガニスタン（なお、同国の最近の動きは、主要国が恐れていた女性排除の方向に進む兆し）

からの撤退等での対応に不手際が目立ったとして、支持率が急下降している状況だ。さらに、北

朝鮮が、再び、ミサイル発射を繰り返したほか、中国についても、経済減速が一段と進んでいる

ようにも見える中で、突然、ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）への参加を求め始めてい

る。なお、わが国としては、英国・台湾にＴＰＰ参加を促し、「中国包囲網」を構築しようとし

ていただけに、この対応には苦慮しているようだ。（中国経済の現況については、別添追補参照。） 

さらに、市況については、株価は、米国では、週央に一時反発していたものが、結局、週末に

は、コロナ感染再拡大から景気の先行きへの警戒感が強まり、続落している。この一方で、我が

国では、経済実態よりも政治刷新への期待先行の形で上昇傾向が続いており、ここは正直やや気

掛かりだ。なお、長期金利は、米国での上昇を受けて、我が国の長期金利も、17日には、0.045％

と、約 2 か月半ぶりの高水準となっている。また、為替は、週前半の円安基調から、後半はや

や円高に進んだ格好だ。また、ＬＮＧ（液化天然ガス）は、欧州市場が、ロシアからの供給不足

から高騰していることもあって、アジア相場も、ここ 1か月で 3割上昇するなど、やや異常な

状態になっており、これから冬場の需要期を迎えるだけに、電力料金の押上げ要因になることを

も含め、市場は警戒している。 

 

〇なお、米国経済指標については、重要な公表が相次ぐ中で、まず注目したのは、景況動向であ

るが、9月「ＮＹ連銀製造業景気指数」（15日、34.3と、前月の 18.3から大幅上昇）、9月「フ

ィラデルフィア連銀製造業景気指数」（16日、30.7と、前月の 19.4から大幅上昇）ともに、
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市場の悪化予想（各々18.0、18.8）とは様変わりの大幅改善となっており、正直、ここはサプ

ライズだ。ただ、9月「ミシガン大学消費者態度指数・速報値」（17日、71.0と、前月の 70.3

から上昇）は、改善されたものの、市場予想（72.0）ほどには至らず、これが株価の下押し要

因として働くなど、読みにくい展開となっていることも確かだ。なお、この間、第 2 週「新規

失業保険申請件数」（16日、33.2 万件と、前週の 31.2 万件＜速報値 31.0 万件を上方修正＞

から増加）は、市場予想（32.0万件）を上回る増加に再び転じているが、これはハリケーンの

被害が大きかったルイジアナ州での急増を映じたものであって、労働市場が悪化したためではな

いとの見方が大勢だ。事実、同「失業保険継続受給者数」（16日、266.5万人と、前週の 285.2

万人＜速報値 278.3万人を上方修正＞から減少）は、順調に減少している。 

その他の実体経済指標では、まずは、気掛かりであった物価動向については、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＋4.0％と、前月の＋4.3％

から伸び低下）で確認したが、市場予想（＋4.2％）以上に低下した格好だ。ただ、8月「小売

売上高」（16日、前月比＋0.7％と、‐1.8％＜速報値‐1.1％を下方修正＞からプラスに転化）は、

市場のマイナス継続予想（‐0.8％）から一転して、プラスに転じている。さらに、8月「鉱工業

生産」（15 日、前月比＋0.4％と、＋0.9％から伸び低下）は、市場予想通りに、伸び鈍化した

が、この一方で、8月「設備稼働率」（15日、前月比 76.4％と、76.1％から若干上昇）は、や

や改善するなど、ややチグハグな動きを見せている。 

 

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）に注目したが、大企業全産業の国内景況判断ＢＳＩ（「上

昇」－「下降」社数構成比の前期比変化）は、‐1.4％ポイント（前々四半期‐21.8→前四半期‐

13.7→前回調査時当期見通し＋5.6％ポイント）と、前四半期までの 2 期連続マイナスからの

脱却見込みとは裏腹に、マイナス継続となった。これは、想定以上に、「緊急事態宣言」の再発

令のマイナス効果があったということだ。なお、第 4四半期については、＋4.5％ポイント（前

回調査時見通し＋8.2％ポイント）と、下方修正されながらも、再びプラスに転じる見通しにな

っている。さらに、同時に公表された、大企業全産業の「貴社の景況判断ＢＳＩ」では、＋3.3％

ポイント（同‐4.5→‐4.7→＋7.7％ポイント）と、予想ほどではないにしろ着実にプラス転化し

ており、「社業の回復が全体に先行していることが窺われる。なお、9 月「ロイター短観」（15

日、ロイター通信）については、製造業が、＋18（同＋25→＋33））と、市場予想（＋30）を

大きく下回る水準にまで、再び悪化した格好だ。 

さらに、物価動向については、8月「企業物価指数」（13日、日銀）で確認したが、国内物価

指数は、前年同月比＋5.5％（前々月＋5.0→前月＋5.6％）と、再び、極く小幅ながら伸び低下

に転じた形だ。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

足を引っ張る格好になったと考えられる。 

なお、設備投資動向については、7月「機械受注」（15日、内閣府）で確認したが、民需コア

（船舶・電力を除く）が、前月比＋0.9％（前々月＋7.8→前月‐1.5％）と、市場予想（＋4.0％）

を大きく下回ったものの、再び、増加に転じており、さらに、同時に発表された、第 3 四半期

見通しも、前四半期比＋11.0％（前々四半期‐5.3→前四半期＋4.6％）と、大幅回復となって

いることから、市場は、製造業での設備投資意欲の底堅さを確認出来たと好感している。なお、
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7 月「建設総合統計」（17 日、国交省）も公表されたが、前年同月比＋3.0％（前々月＋0.5→

前月＋2.1％）と、伸び上昇テンポがさらに高まった形だ。中でも、民間住宅が、同＋6.6％（同

＋1.7→＋4.0％）と、さらに伸び率を高めているのが目立っている。 

また、輸出動向について、8月「貿易収支」（16日、財務省・日銀）で確認すると、季節調整

済み輸出が、前月比＋0.8％（前々月＋2.4→前月 0.0％）と、アジア地域を中心とした資材の

供給停滞もあり、予想外（＋11.1％）に小幅な伸びにとどまり、この一方で、輸入は、同＋4.6％

（同＋4.1→‐1.6％）と、輸出の伸びをやや大きく上回るプラスに転じたことから、結局、貿易

収支は、‐0.27兆円（前々月‐0.06→前月＋0.05兆円）と、市場の黒字拡大予想（＋0.31兆円）

に反し、再び赤字に戻った形となった。なお、内訳を見ると、米国向けは、前月比＋22.8％（前々

月＋85.7→前月＋26.8％）と、6 か月連続、中国向けも、同＋12.6％（同＋27.7→18.9％）

と、14か月連続でのプラスとなった。 

 

２．今週の動き予想 

〇今週についても、コロナ感染再拡大は、基本的には、収束の方向にあるとはいえ、ワクチンの

有効期限や、新種株に対する有効性等に関する様々な疑問の解明には、なお時間を要しそうだ。

さらに、ワクチン接種を固く忌避する人々と政府の間で深刻な問題になりつつあるようにも見え

る。このため、経済復興の動きも、前進はしているが、思うようには進展していないようにも見

えるところだ。こうした中、市場は、米国について、増税を含む 3.5 兆円規模のインフラ投資

予算案や債務上限問題等の行方を気にしつつ、22～23日開催のＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）

で、何らかの形で、「テーパリング（量的金融緩和政策縮小）」の実施時期についての示唆（市場

は、8月の雇用統計が予想を下回っていることや、コロナ再感染増加もあって、結局は、早期の

実行はなく、精々年内実施。ただし、利上げはまだ先と予想）があるのではないかと注目してい

る。 

また、「政治・地政学リスク」についても、アフガニスタン・ミャンマー問題に加え、台湾・

中国海峡で各国が軍事演習を実行して緊張感を高めており、さらに、この間、米国が急遽、豪州

向けに原子力潜水艦の技術提供を決めたことから、それまで取引を進めていたフランスが猛反発

し、米・豪国から大使を引き上げる事態に発展しているなど、気掛かりな動きが続いている。さ

らに、市況についても、市場は、まずは、週央のＦＯＭＣの動きを見極め、その後、株価は持ち

直し、長期金利は上昇方向、為替は円が底堅く推移する展開になると見ていたが、20日の香港・

ＮＹ株式市場が、中国不動産大手の「恒大」の経営危機を背景に大きく下落し、これが欧州市場

にも広がり、一気に不透明感が広がっている。従って、次期政権への期待から先高を煽られてい

る我が国株式市場の動きも含めて、この行方を一段と注意深くウォッチしていく必要がある。 

 

〇こうした中、米国経済については、まずは、景況関連指標の、9月「製造業・サービス業ＰＭ

Ｉ」（ともに 23日、市場は、前者が 60.8と前月の 61.1から、後者も 55.0と前月の 55.1か

ら、ともに若干低下すると予想）に着目したいが、市場は、前週の大幅改善から若干調整する形

で、やや悪化すると見ているようだ。さらに、8月「景気先行指標総合指数」（23日、前月比＋

0.6％と、＋0.9％から伸び低下予想）も、若干改善頭打ちになると見ており、前週の予想を大
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幅に上回る改善とは対照的な動きだ。ただ、第 3週「新規失業保険申請件数」（23日、32.0万

件と、前週の 33.2 万件から減少予想）、同「失業保険継続受給者数」（23 日、263.0 万人と、

前週の 266.5万人から減少予想）については、ともに減少すると見ているようだ。 

なお、実体経済指標でも、設備投資関連の、8 月「住宅着工件数」（21 日、年率換算 155.5

万件と、153.4万件から増加予想）、8月「新築住宅販売件数」（24日、同 71.0万件と、70.8

万件から増加予想）は、ともに若干なりとも増加が続くと見られているが、この一方で、8月「中

古住宅販売件数」（22日、同 583万件と、599万件から減少予想）、8月「建設許可件数」（21

日、同 160.0 万件と、163.0 万件＜速報値 163.5 万件を下方修正＞から減少予想）について

は、減少が見込まれているなど、動きは一様ではない。 

 

〇この間、我が国の経済指標は、休日も多く、発表予定も少ないが、経済状況は、引き続き、微

妙な状況にあるので、まずは、21～22日の日銀政策決定会合に注目したい。ただ、市場は、コ

ロナ対応に伴う大規模な金融緩和策の維持を決めるほかは、引続き、さしたる変更はないと見て

いるようだ。 

この他では、景況関連で、9月「製造業・サービス業ＰＭＩ」（ともに24日、Markit Economics）

に注目したいが、市場は、前者が、51.0（前々月 53.0→前月 52.7）と、さらに悪化が進むと

見ているが、後者については、44.0（同 47.4→42.9）と、相応に回復に転じると期待してい

るようだ。 

さらに、物価関連の主要指標でもある、8月「全国消費者物価指数」（24日、総務省）も公表

されるが、市場は、コア（生鮮食品・エネルギーを除く）が、前年同月比‐0.5％（同‐0.9→‐0.6％）

と、若干マイナス幅を縮小すると見ている。これは、携帯電話通信料引き下げが引き続き下押し

要因になるにしても、前年の「Go To トラベルキャンペーン」の裏の影響が現れると見ている

ためだ。ただ、こうした中でも、基調としては、やや鈍化しているとの見方もあるわけで、ここ

は注意しておいた方が良さそうだ。なお、生鮮食品は、天候不順もあって上昇方向である一方、

ガソリン価格は、足元は上昇しているものの、この時点では、プラス寄与がやや縮小すると見て

いるようだ。 

 

３．来週の公表予定経済指標 

〇来週は、自民党総裁選挙が決着し、総選挙の日程も確定するなど、経済面への影響も大きい重

要な日程が組まれているが、公表予定の経済指標が、月末月初でもあり、以下のように数多いの

で、注視したい。 

 

・景況関連；第 3四半期「日銀短観」（1日） 

       9月「製造業ＰＭＩ最終」（1日） 

・消費関連；8月「商業動態統計」（30日） 

       9月「消費活動指数」（1日） 

       9月「新車登録台数」（1日） 
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・消費関連；8月「失業率・有効求人倍率」（ともに 1日） 

・物価関連；8月「企業向けサービス価格指数」（27日） 

・設備関連；8月「住宅着工統計」（30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(No261－追補) 

      ――新型コロナ再感染の現況と先行きの影響（続々報） 

      ――中国経済に一段と減速気配 

 

１．新型コロナ再感染の現況と先行きの影響（続々報） 

〇コロナ新規感染者数は、基本的には減少方向を辿り始めているように見えるが、依然、高水準

であり、再感染の動きも続いている。さらには、期待のワクチン接種にも一段と進捗滞りが目立

ち始めており、これを強引に進めようとする政府と反対勢力との間での論争が激化しているよう

にも見える。例えば、英国では、来月 4日から水際対策を大幅に緩和する方針だが、米国では、

バイデン大統領の強引な手法（連邦政府職員や、100 人以上の従業員がいる企業に対して義務

化等）を採っているが、これが、共和党を中心とした反対勢力の反発を強めている。 

こうした中、我が国では、東京都の 17 日の新規感染者は、786 人と大きく減少しているほ

か、入院待機中の自宅療養者等も大幅に減少、さらには、重症者のベッド使用率も、15日時点

で、46.7％と、1 か月半ぶりに「ステージ 3」の水準にまで低下している。なお、ワクチン接

種率も、米国を上回る勢いとなっているなど、一見すると、感染の縮小が目立つ内容になってき

ている。 

ただ、この一方で、東京都が実施している無作為のモニタリング調査によると、9 月 5 日ま

での 1週間の陽性者は、「10万人に 640人」と、感染の疑いのある人の調査結果である、「10

万人に 62.5人」を 10倍も上回る数値になっており、いわば、「無症状の感染者が格段に増加」

している、換言すれば、「ＰＣＲ検査の絶対数の少なさ」を引き続き見過ごしているわけで、こ

こは短絡的に安心するわけにはいかないように見える。さらに、ワクチン接種者が感染する、い

わゆる「ブレークスルー感染」も着実に増加しているほか、医療機関、郵便局、保育園でもクラ

スター発生が増えている。また、専門家は、感染第 6 波がいずれ到来すると警告を繰り返して

おり、ここは、冬場を控えているわけでもあり、軽々には安心せず、如何に「ウィズコロナ」に

対処していくかを熟慮したほうが良さそうだ。 

 

〇なお、こうした中、主要国経済も、基本的には回復方向に向かっているにしても、「先週およ

び今週の我が国主要経済指標から（No261）」でも報告しているように、コロナ感染再拡大問題

が、これまで、世界経済を牽引してきた米国、中国にしても、成長鈍化をもたらしかねない問題

になっているわけで、ここは、引き続き、注視姿勢を強めていくことが懸命のようだ。 

 

２．中国経済に一段と減速気配 

〇中国経済については、かねてより減速懸念が浮上していたが、15 日公表の重要指標である、

8 月「小売売上高」（前年比＋2.5％と、前月の＋8.5％から大幅に伸び低下）、8 月「鉱工業生

産」（同 5.3％と、＋6.4％から伸び低下）がともに、慎重な市場予想（各々＋7.0、＋5.8％）

を下回る水準にまで、伸びが大きく鈍化した動きを眺めて、市場の景気減速懸念が改めて強まっ

た次第だ。なお、こうした、景気減速懸念は、実は、中国にとどまらず、世界全体でも見られる

ところで、その背景には、前述のように、コロナ感染再拡大が縮小方向にありながらも収束が見
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込めないことや、期待のワクチンにも効果が限定されるとの見方が広範化したことはもとより、

港湾の人手不足に伴う国際物流の停滞、半導体不足による生産伸び悩み、原材料価格上昇による

採算悪化等が大きく影響しているように見える。 

ただ、中国の場合は、極く僅かなコロナ感染者が発生しても、大規模な行動制限を躊躇なく実

施する姿勢を示し続けていることが、経済停滞を余計に大きくする構造にもなっているように見

える。さらには、かつては経済一人勝ちの状況であったことが、逆に、最近のもたつき感を加速

させており、加えて、これが世界経済に一層の悪影響を及ぼしかねないと、市場が懸念する構図

にもなってきているようだ。また、これに追い打ちをかけているのが、足元の政府の規制強化の

動きだ。例えば、大手銀行の資産内容が、不動産関連融資中心に急速に悪化しており、政府も過

剰債務企業への監視を強めている。そして、これが、不動産株・債券の下落につながっていると

いった具合だ。さらには、不動産価格高騰が庶民の不満を強めているとして、住宅ローンの総量

規制やマンション取引規制を強化し、また、「共同富裕」の名のもと、投資家の塾への投資や塾

経営会社の株式上場による資金調達を禁じたことから、これに伴う失業者が 1 千万人に上ると

見られるほか、保護者や教育関係者に大混乱や戸惑いをもたらしている等、政府の意図とは逆に、

スパイラル的な経済悪化に陥りかねない状況になってきているようだ。加えて、このところの商

品価格の高騰が、企業収益を圧迫しているとして、銅やアルミの非鉄金属に続いて原油の国家備

蓄の放出を決定しているほか、「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

ているなど、とにかくあらゆる分野で、矢継ぎ早に、対応策を打ち出しているわけであるが、こ

れも足元は、世界経済をも巻き込む形で、市場の混乱を加速させているように見える。 

 

〇要するに、市場は、中国のこうした規制強化の動きが、むしろ投資家心理の悪化につながると

見て、警戒感を強めているわけで、事実、中国関連株や中国ビジネスに注力している企業（不動

産、鉄鋼、ゲーム・教育関連等）での売りが目立ち、株価も低迷し始めており、さらに、20日

には、中国不動産大手「恒大」の経営危機が、香港・ＮＹ株式市場での大幅下落を呼び込み、欧

州にも拡散しているわけで、ここは、一段の注視姿勢が求められていると言えそうだ。 

なお、今回の「恒大」を巡る騒動に対しては、市場は、習主席のこれまでの方策（中国経済を

損なうことなく、不動産市場の行き過ぎを抑制する）の修正を求める圧力が強まる可能性がある

と見ているようだ。ただ、中国政府が果たしてこの難題をうまく切り抜けられるか否かについて

は、やや疑心暗鬼の部分もあり、いずれにせよ、市場のシグナルを注視しつつ、注意深く見極め

ていく必要がある。 

以 上 
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