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先週および今週の我が国主要経済指標から（№262） 

１．先週の動き概要 

〇先週については、コロナ感染再拡大は、基本的には、収束の方向にあり、我が国でも大きく減

少している。ただ、ワクチンの有効性・期限、新種株に関する様々な疑問の解明や、ワクチン接

種を固く忌避する人々との間での論争解決には、引き続き、時間を要しそうだ。このため、経済

復興の動きも、引き続き、前進はしているが、ここにきて、やや足踏みが目立ち始めている。さ

らに、こうした中、中国の大手不動産会社「恒大集団」の債務不履行が懸念される事態になり、

一時は沈静化の気配はあったものの、不安要素を多く残したままでの週越えとなった。加えて、

動きが注目されていた米国ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会：22～23 日）にしても、結局、足元

の緩和政策に変更はないが、「テーパリング（量的金融緩和政策縮小）」は、11 月の会合で明ら

かにしてその後早々にも実施するほか、利上げ自体も、2022 年末でには繰り上げ実行する旨、

仄（ホノ）めかした格好になった。（「米国ＦＯＭＣの動きから見た経済の先行き見通し」および

「中国大手不動産＜恒大＞を巡る動きと中国経済の行方」については、別添追補参照） 

こうした中で、株式市場は、激しく乱高下する事態になったが、週末にかけては、下落前に戻

る上昇となり、東京市場も再び 3 万円台に復帰している。さらに、米国長期金利が大きく上昇

し、為替は大きくドル高に振れている。また、原油相場も、ＷＴＩ原油先物価格は、一時の低下

をカバーした上で、再び上昇基調になっている。なお、この間、各国中央銀行は、為替安懸念を

強めた途上国ばかりか、先進国でも、ノルウェーが、24 日にコロナ後初の利上げに踏み切るな

ど、大方の先が、テーパリング、利上げを急ぐ構えになってきているように見える。 

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、台湾と

中国の間で、ＴＰＰ参加を巡る争いが勃発しており、この行方も気になるところだ。なお、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を契機にした、仏・豪・米 3 国間

のにらみ合いは、とりあえず、仏が、米・豪国から引き上げた大使を帰還させる方針を示したこ

とを好感する向きもあるが、依然、先行きは不透明だ。 

 

〇なお、米国経済指標については、まずは、景況関連指標の、9 月「製造業・サービス業ＰＭＩ」

（ともに 23 日、前者が 60.5 と前回 61.1 から 5 か月ぶりの低水準に、後者も 54.4 と 55.1

から 1 年 2 か月ぶりの低水準に低下）に着目したが、ともに悪化に転じており、前週の「予想

を大幅に上回る改善」とは対照的な動きとなっている。ただ、8 月「景気先行指標総合指数」（23

日、前月比＋0.9％と、＋0.8％＜速報値＋0.9％を下方修正＞からやや伸び上昇）は、悪化予想
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（＋0.7％）に反し、改善に転じているなど、動きは一様ではなく、ここは注意が必要だ。なお、

この間、第 3 週「新規失業保険申請件数」（23 日、35.1 万件と、前週の 33.2 万件から増加）、

同「失業保険継続受給者数」（23 日、同 284.5 万人と、前週の 266.5 万人から増加）はともに、

市場の減少予想（各々32.0 万件、265.0 万人）とは裏腹に、増加に転じている。ただ、これも、

市場には、労働市場の悪化を懸念する向きもないではないが、当該データは、通常時（失業保険

請求者が 20～25 万件）に近くなるほど不均衡になる、との見方も少なくなく、目下のところ

は、労働市場は着実に回復していると見る向きが大勢のようだ。 

また、実体経済指標では、住宅関連の指標が中心だったが、8 月「中古住宅販売件数」（22

日、年率換算 588 万件と、600 万件＜速報値 599 万件を上方修正＞から減少）は冴えない動

きであったが、この一方で、8 月「新築住宅販売件数」（24 日、年率換算 74.0 万件と、72.9

万件＜速報値 70.8 万件を上方修正＞から増加）は、減少すると見ていた市場予想（71.5 万件）

とは逆に、増加している。さらには、8 月「住宅着工件数」（21 日、年率換算 161.5 万件と、

155.4 万件＜速報値 153.4 万件を上方修正＞から増加）、8 月「建設許可件数」（21 日、年率

換算 172.8 万件と、163.0 万件＜速報値 163.5 万件を下方修正＞から増加）、いずれも、市場

予想（住宅着工件数 155.5 万件、建設許可件数 160.0 万件）を上回ってやや大きく増加するな

ど、ここにきてやや復調の動きも見られるところだ。 

 

〇この間、我が国経済については、まずは、21～22 日開催の、日銀金融政策決定会合に注目し

たが、市場が予想したように、基本的には、現在のコロナ対応に伴う大規模な金融緩和策の維持

を決めた格好だ。なお、経済指標は、休日も多く、公表指標は数少なかったが、この中でも、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

が、前者が、51.2（同前々月 53.0→前月 52.7）と、さらに悪化が進んだ格好だが、後者につ

いては、47.4（同 47.4→42.9）と、市場予想（44.0）を上回る回復に転じ、再び、7 月水準

にまで戻った形になった。 

さらに、物価動向を、8 月「全国消費者物価指数」（24 日、総務省）で確認したが、コア（生

鮮食品・エネルギー）は、前年同月比‐0.5％（前々月‐0.9→前月‐0.6％）と、市場予想通りに

若干マイナス幅を縮小した格好になった。これは、携帯電話通信料引き下げが引き続き下押し要

因になったものの、この一方で、前年の「Go To トラベルキャンペーン」の裏の影響が現れ、

結局、小幅悪化にとどまった格好だ。なお、内訳を見ても、交通・通信（前月‐5.4→当月‐6.6％）

がマイナス幅を拡大しているほかは、軒並み、上昇幅拡大ないしマイナス幅縮小となっており、

中でも、教養娯楽（同＋1.9→＋3.7％）、家具・家事用品（同＋2.4→＋2.9％）での伸び上昇

が目立っている。なお、生鮮食品（同‐4.2→‐8.8％）に限れば、この時点では低下幅拡大とな

っているが、「生鮮食品を除く食料品」（同＋0.1→＋0.3％）は、輸入大豆・小麦等の値上がり

もあって、上昇幅を拡大しており、ここは注意が必要だ。なお、ガソリン（同＋19.6→＋16.9％）

は、足元は上昇しているものの、これも、この時点では伸び低下の格好だ。 

 

２．今週の動き予想 

〇今週は、わが国では、コロナ新規感染者数が大きく減少していることから、月末での「緊急事
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態宣言」は全面解除の方向で進んでいるようだ。ただ、なお、ある程度の規制を残すか、あるい

は、東京都等一部については、「蔓延防止等重点措置」先を残すか等、議論の余地を残している

ようにも見えるわけで、いずれにせよ、経済面への影響が大きいだけに、注目する必要がある。

さらには、自民党総裁選挙の決着もつくわけで、一段と気が抜けない 1 週間になりそうだ。 

また、世界経済にしても、経済指標にはややさえない動きが見える中で、米国が、金融政策を

早期に変更する姿勢を示していることや、中国「恒大集団」の債務不履行懸念（23 日期限のド

ル建て債については利払いがされず、1 か月間の猶予期間に入っている）等を巡る市場の混乱が

どう着地していくか、一段と注意深いウォッチが求められているところだ。なお、中国経済につ

いては、9 月「製造業ＰＭＩ」（30 日、市場は 50.2 と、前月の 50.1 から僅かであるが上昇予

想）が公表予定であり、注目したい。さらに、先週大きく変動した市況についても、当然、着地

を探る動きが続くと見られるが、市場は、株式については、中国政府の「恒大集団」問題に対す

る出方待ちの一方で、我が国については、「緊急事態宣言」解除効果から買いが進むと見ている

ようだ。なお、米国長期金利にはさらに上昇圧力がかかり、為替は、政策変更の遅れが目立つこ

とから円安方向に進み、原油相場は堅調持続との見方だ。 

 

〇この間、米国の経済指標については、まずは、景況判断指数の動きに注目しているが、9 月「シ

カゴ購買部協会景気指数」（30 日、市場は 65.0 と、前月の 66.8 から低下予想）、9 月「ＩＳ

Ｍ製造業景況指数」（1 日、59.5 と、前月の 59.9 からやや低下予想）といった悪化予想もある

が、この一方で、9 月「消費者信頼感指数」（28 日、115.0 と、前月の 113.8 から上昇予想）、

9 月「リッチモンド連銀製造業指数」（28 日、10 と、前月の 9 から上昇予想）等、景気改善を

見込む指標も少なくなく、さらには、9 月「製造業ＰＭＩ」（1 日、60.5 と、前月の 60.5 から

横ばい予想）、9 月「ミシガン大学消費者態度指数」（1 日、71.0 と、前回の 71.0 から横ばい

予想）といった、とりあえず景気横這いと見る向きもあるわけで、どちらかと言えば、景気に前

向きな見方が増えてきているようにも見える。さらに、第 4 週「新規失業保険申請件数」（30

日、32.5 万件と、前週の 35.1 万件から減少予想）、同「失業保険継続受給者数」（30 日、281.5

万人と、前週の 284.5 万人から減少予想）も、ともに減少に戻ると、市場は見ている。 

なお、このほかには、物価動向が気掛かりであるが、8 月「個人消費支出デフレーター・コア

＜食品・エネルギー除く＞」（1 日、前年同月比＋3.5％と、前月の＋3.6％からやや伸び低下予

想）、7 月「住宅価格指数」（28 日、前月比＋1.5％と、＋1.6％からやや伸び低下予想）と、上

昇頭打ち予想となっており、ここは注意が必要だ。その他、消費関連指標では、8 月「個人消費

支出」（1 日、前月比＋0.6％と、＋0.3％から伸び上昇予想）は改善予想となっているが、この

一方で、8 月「個人所得」（1 日、前月比＋0.2％と、＋1.1％から伸び低下予想）は、冴えない

伸びとなると見られており、必ずしも一方方向の動きにはならない見込みだ。また、こうしたチ

グハグな動きは、設備投資関連指標でも見られ、8 月「建設支出」（1 日、前月比＋0.3％と、＋

0.3％から伸び横ばい予想）は、とりあえずは、伸び一服が見込まれているのに対し、8 月「耐

久財受注」（27 日、前月比＋0.6％と、‐0.1％からプラス回帰予想）は、伸び回復予想となって

いるといった具合だ。 
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〇こうした中、我が国は、経済面での影響が大きい自民党総裁選挙が決着し、総選挙の日程も確

定することが予定されることから、まずは、その行方が気になるところだが、公表予定の経済指

標も、月末月初でもあり、以下のように数多いので、注視したい。 

最初に注目したいのは、第 3 四半期「日銀短観」（1 日、日銀）だ。市場は、業況判断ＤＩに

ついては、大企業・中小企業、製造業・非製造業を問わず、悪化方向に振れると見ているが、特

に、大企業非製造業（〈前回現状１→同先行き３〉→〈今回現状‐２→同先行き５〉）は、マイナ

スに転じる見込みとなっている。これは、非製造業の「緊急事態宣言」に因る人流減少効果が、

製造業のサプライチェーンのボトルネックの長期化による悪影響を上回ると見ているためだ。た

だ、いずれにせよ、これが長続きするとは見ておらず、先行きは、どちらも、改善すると期待さ

れており、ここでも、大企業非製造業が再びプラスに転じるとの見方になっている。なお、注目

の設備投資は、中長期的な成長期待が続くと見られており、特に中小企業（前年同月比前回＋

0.9→今回＋2.0％）での例年通りの上振れが目立っている。また、経常利益については、企業

規模を問わず、伸び低下する見込みだ。このほか、景況関連指標としては、9 月「製造業ＰＭＩ

最終」（1 日、Markit Economics）が予定されているが、市場は、51.2 と、とりあえず前回か

ら横ばいと見ているようだ。 

さらに、消費動向については、まずは、8 月「商業動態統計」（30 日、経産省）で確認するが、

市場は、小売業販売額が、前年比‐3.0％（前々月＋0.1→前月＋2.4％）と、やや大きくマイナ

スに沈むと見ている。これは、コロナ感染拡大に因る人流抑制が、家電量販店、百貨店、ホーム

センター等での生活必需品以外の売り上げ大幅減少につながったと見られているためだ。ただ、

9 月以降は、感染減少もあって、相応に回復に向かっているとの見方だ。さらに、9 月「消費動

向調査」（1 日、内閣府）も公表されるが、市場は、消費者態度指数ＤＩが、37.5（前々月 37.5→

前月 36.7）と、再び改善方向に戻ると見ている。これは、タイムラグ効果（「緊急事態宣言」

は、9 月末まで延長されたものの、感染者数は目立って減少）を勘案すれば、この時点では、消

費者センチメント（心情・心理）もそれなりに改善に向かったと判断しているためだ。ただ、そ

れにしても改善幅は小幅にとどまると見ており、ここは要注意だ。また、9 月「新車登録台数」

（1 日、自販連）についても、需要は回復してきているが、この一方で、半導体等の供給制約か

らの減産が続いており、結局、前月（前年同月比＋3.3→＋4.4％）までの小幅の伸びが継続す

ると見ているようだ。 

なお、消費関連指標として、8 月「失業率・有効求人倍率」（ともに 1 日、各々総務省・厚生

労働省）が公表されるが、市場は、前者が、2.9％（前々月 2.9→前月 2.8％）と、再び若干悪

化すると見ている。これは、7 月はオリンピック関連でそれなりに経済活動が活発化したが、8

月は、その反動や感染の大幅拡大もあって、さすがに人流も縮小したと見られるためだ。そして、

後者も、1.12 倍（前々月 1.13→前月 1.15 倍）と、再び、低下に転じると見ており、この背景

は同様だ。ただ、労働市場環境は底堅いとの見方を変えてはおらず、「緊急事態宣言」の解除後

への期待を強めているように見える。 

また、注目されている物価動向については、8 月「企業向けサービス価格指数」（27 日、日銀）

で確認することになるが、市場は、前月（前年同月比前々月＋1.3→前月＋1.1％）まで、6 か

月連続でのプラス傾向がさらに継続するとしても、ある程度の伸び率低下は避けられないとの見

方だ 
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最後は、設備投資動向だが、これは、8 月「住宅着工統計」（30 日、国交省）で確認したい。市

場は、前年同月比＋9.5％（前々月＋7.3→前月＋9.9％）と、引き続き高い伸びとなるが、前月

の反動もあって、若干伸び低下すると見ている。いずれにせよ、月々の振れをならしてみれば、

緩やかな改善傾向が続くとの見方だ。 

 

３．来週の公表予定経済指標 

〇来週は、まずは新内閣の顔ぶれが気になるところだが、経済指標も、数は少ないが、重要なも

のが多いので、注視したい。 

 

・景況関連； 9 月「景気ウオッチャー調査」（8 日） 

9 月「サービス業ＰＭＩ・最終」（5 日） 

・消費関連； 8 月「消費活動指数」（7 日） 

・消費周辺； 8 月「毎月勤労統計」（8 日） 

・物価関連； 9 月「東京都区部消費者物価指数」（5 日） 

・輸出関連； 8 月「国際収支」（8 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(No262－追補) 

      ――米国ＦＯＭＣの動きから見た経済の先行き見通し 

      ――中国大手不動産「恒大」を巡る動きと中国経済の行方 

 

１．米国ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）の動きから見た経済の先行き見通し 

〇米国ＦＯＭＣは、足元については、現行の緩和政策維持を決める一方で、注目されていた、テ

ーパリング（量的金融緩和政策縮小）の時期については、次回ＦＯＭＣで確認の上、速やかに実

行し、しかも、資産圧縮テンポについてもスピードを上げ、2022 年央までには完了したい旨表

明するに至っている。しかも、同時に、利下げについても、従前の 2023 年を目途にした動き

から、2022 年末にも前倒しで実行し、ゼロ金利政策からの脱却を図る構えを示している。なお、

この背景には、コロナ感染（24 日には、未だ、181,313 人を記録）が再び猛威を振るい始め

ていることに因る経済下振れリスクは認めながらも、基本的には、景気回復は継続すると判断、

金融政策変更の指標として重視している、「雇用」、「物価」についても、先行き、この判断を覆

（クツガエ）らせるほどの悪化に陥ることはないとの強気の読みをしている格好だ。つれて、市

況も、後述の中国「恒大集団」問題で揺れていたこともあり、大きく反応し、株価は大きく値戻

し（本来は下振れ要因であるが、今回は、ＦＲＢ（連邦準備制度理事会）のスタンス確定を大き

く評価した形）、長期金利は急伸した格好になった。 

ただ、市場の中には、特に利上げ前倒しについて混乱をもたらしかねないと懸念する向きも少

なくなく、先行き「雇用」、「物価」中心に経済指標が予想外に下振れする事態（ＦＲＢは、その

場合には、あくまでも柔軟な対応を採る旨表明）になれば、米国はもとより世界経済に与える影

響は大きいことも事実だ。なお、これを眺めて、コロナ対策先進国のスウェーデンは、23 日に

利上げを実行し、その他先進国も追随の構えを見せており、さらには、景気回復の遅れが目立つ、

中南米、中東欧、中東、アフリカ諸国の中にも、足元は現行維持とするにしても、為替安対策も

あって利上げの早期実行を画策し始める先が増えそうな気配だ。そうなれば、これも新たに金融

かく乱要因になることが懸念されるところだ。 

 

〇なお、こうした中、世界経済は、コロナ新種株（デルタ株）の再拡大から、需要が再び低下し

ている。この一方で、ワクチン接種の遅れているアジアを中心とした、部品、物流などの供給制

約が長引いており、これが、物価上昇につながり、それが、さらに需要を減退させるといった悪

循環に陥っているように見えるところだ。事実、自動車産業は、半導体等の供給制約から減産に

追い込まれ、つれて販売も滞るといった構図になっている。 

さらに、こうした動きは、世界経済の主役たる米国としても、当然、埒外（ラチガイ）ではな

く、市場の中には、①連邦債務上限問題も行き詰りかけている、②「恒大集団」に代表される中

国不動産業界の落ち込みは、パウエルＦＲＢ議長が主張するような「中国固有の問題」ではない、

③前述の港湾問題、半導体・木材の不足問題が長期化し、サプライチェーンが一段と混乱する、

④新型コロナ感染は予想外に長期化する、⑤そもそも利上げ時期やその後のペースについて必ず

しもＦＲＢ内で合意されていない、と主張する向きも少なくないわけで、仮に、この方向に振れ

つつ、インフレ期待が高まるようであれば、もともと金融市場が必ずしも均衡の取れた動きにな
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っていないこともあり、最悪の事態を迎える可能性が全くないとは言えないとする向きがあるこ

とも確かなのだ。 

いずれにせよ、ＦＲＢも、2021 年の経済見通しを下方修正したほか、失業率、インフレ率に

ついても、悪化方向に修正している。さらに、9 月ＰＭＩについても、米国は「先週および今週

の我が国主要経済指標から(No262)」本文で報告したように、大きく悪化しているほか、23 日

には、ＥＵ（製造業が 58.7 と 61.4 から低下、サービス業が 56.3 と 59.0 から低下）も、5

か月ぶりの悪化となっている。また、市場の中にも、ＪＰモルガンが、米国の第 3 四半期ＧＤ

Ｐ成長率を＋5.0％と、＋7.0％からやや大きく下方修正するなど、厳しい見方をする先が増え

ている。 

 

（参考） 

ＦＲＢの経済指標見通し ［前年比、（）内は、6 月時点見通し］ 

       経済成長見通し  失業率    インフレ率   政策金利 

2021 年  5.9（7.0）  4.8（4.5）   4.2（3.4）  0.1（0.1） 

2022 年  3.8（3.3）  3.8（3.8）   2.2（2.1）  0.3（0.1） 

2023 年  2.5（2.4）  3.5（3.5）   2.2（2.2）  1.0（0.6） 

2024 年  2.0 （-）   3.5 （-）     2.1 （-）   1.8 （-） 

 

２．中国大手不動産「恒大」を巡る動きと、中国経済の行方 

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、大手不動産「恒大集団」の、

23 日に期限を迎える社債利払い（人民元建て約 39 億円、ドル建て約 92 億円）の債務不履行

懸念が週初に浮上し、株式相場が世界中で大幅下落し、一時はリーマンショックの再来とも称さ

れるほどの混乱を市場にもたらしていた。そのため、中国政府の出方が注目されていたが、前述

の人民建て債についての利払いが実行されることが判明すると、一気に株価が復活するなど、波

乱に富んだ 1 週間となった。 

ただ、本件は、これで片が付いたわけではなく、もう一方のドル建て債については、結局利払

いはなされずに、自動的に 1 か月の猶予期間入りしているだけであるほか、年末までに、人民

元建てで 1 億 2180 万元、ドル建てで 6 億 3110 万ドルの利払い期限が予定されており、さら

に、「恒大集団」の、総額 33 兆円に上る負債を勘案すれば、引き続き債務不履行問題は残され

たままと考えるべきだろう。しかも、中国が不動産バブル下にあることは事実（例えば、マンシ

ョン価格が年収の 57 倍に急騰しているほか、民間債務がＧＤＰの 2 倍にも達しているとも言わ

れている）で、さらに、「恒大集団」は、中国不動産会社の物件販売面積は 2 位としても、負債

比率比較では、6 位に該当するにすぎないことを勘案すれば、この動きが一気に拡散する事態も

考え得るところだ。実際、中国政府は、地方政府に対し、「恒大の経営破たんによる混乱に備え

るよう」指示を出しているとも言われており、さらには、この一方で、先ごろ宣言した「共同富

裕」政策（住宅価格上昇が中国の格差問題を生む一因であり、不動産業界に規制の矛先を向ける）

に、手足を縛られることも考えられることから、今後、どこまで、「恒大集団」の救済に働くか
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は、未だに不透明だ。いずれにせよ、ここは、一段と注意深くウォッチする必要があるようだ。 

ただ、市場は、一時は緊張したものの、とりあえずは模様眺めの姿勢を採っており、パウエル

ＦＲＢ議長も、「中国固有の問題で、米国企業に係るリスクは大きくない」と発言している。も

っとも、米国とて、一部には、従前から「住宅バブルが再発生している」と警告を発する向きも

あったことは事実であり、ここは、多分に政策的発言と見たほうが良いかもしれない。いずれに

しろ、投資家の動きは、予測の難しい行動をとっているようにも見えるわけで、何らの事由で、

一気に悲観的な方向に動くとも限らないことを警戒しておいた方が賢明とも思える。 

 

〇なお、中国経済は、前述のように、かねてより、景気減速懸念が強まっているわけであるが、

このところの各方面への規制強化の動き（不動産、鉄鋼、ゲーム・教育関連業界に加え、今回仮

想通貨の全面禁止措置を決定）が、これに拍車をかけている面も少なくないようだ。 

中国政府としては、規制強化に伴う混乱が一時あっても、これが着地する際には、狙った通り

の経済社会が出現し、経済状況も順調な成長局面に入るはずと考えていると思われるが、この確

証がないことも事実だ。なお、この間、人民元は、こうした状況にあるにもかかわらず、底堅い

動きを持続しているが、これも、中国側が、「恒大集団」問題をも含めて、必要に応じてドル売

りをしているためと見る先もあるわけで、中国が、抱える諸問題（コロナ問題も含めて）がさら

に悪化する事態になれば、海外資金の流れが変化・加速し、一気に人面元安に転じる事態も考え

られる構図だ。さらに、米国金利が上昇すれば、当然、米中金利差が縮小し、それまで高金利を

背景に強みを発揮してきていた人民元も安値に振れることになるわけで、この面でも、中国人民

元高の維持は容易ではない。いずれにしても、習主席の手腕がこれまで以上に問われているとい

うことだ。 

                                           

以 上 
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