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先週および今週の我が国主要経済指標から（№263） 

１．先週の動き概要 

〇先週、世界のコロナ感染は、減少方向にはあったが、依然として、高水準にあり、米欧では、

経済復興に手間取っているほか、ワクチン接種の頭打ち解決に躍起になっている状況だ。こうし

た中、わが国でも、コロナ感染者数が大きく減少し、月末に期限を迎えた、「緊急事態宣言」、「蔓

延防止等特例措置」は、全面解除された格好だ。ただ、首都圏 1 都 3 県では、24 日まで、「リ

バウンド防止措置期間」として、営業時間・酒類提供時間等に一定の制限を設けているなど、多

くの地域では、段階的な行動制限緩和を図る構えであるが、市民に新しい行動様式を定着させ得

るか否かは、今後の大きな課題のようだ。こうした中、世界経済については、米国、中国に対す

る景気回復鈍化を懸念する声が高まっており、ここは、大いに気になるところだ。（この点の詳

細については、別添追補参照） 

さらに、先週大きく変動した市況については、株式は、米中の景気減速懸念から週を通して下

落が続き、わが国もこれに追随、２万 9 千円を割り込む形での週越えになったが、週末のＮＹ

市場は、コロナ治療新薬の効果確認やバイデン大統領のインフラ投資法案の可決に向けた期待の

高まりから、やや大きく値上がりするなど、正直、やや解りにくい展開だった。なお、上昇が目

立っていた米国長期金利も、週末には一服し、つれて為替も、円安局面が続いた後、111 円前

半まで円高に戻った格好になった。さらに、高値が続いていた原油も、売り先行の形で週を終え

るなど、引続き動きの激しい 1 週間だった。 

 

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たが、市場予

想とは異なった形で、しかも、一段と区 （々マチマチ）の動きが目立った格好だ。即ち、9 月「シ

カゴ購買部協会景気指数」（30 日、64.7 と、前月の 66.8 から低下）は、慎重な市場予想（65.0）

をさらに下回る水準にまで悪化し、9 月「消費者信頼感指数」（28 日、109.3 と、前月の 115.2

から低下）も、市場の改善予想（114.5）とは逆に悪化している。さらに、9 月「リッチモンド

連銀製造業指数」（28 日、‐3 と、前月の 9 からマイナスにまで低下）に至っては、市場の景気

改善予想（10）とは逆に、マイナスに転じている。ただ、この一方で、9 月「ＩＳＭ製造業景

況指数」（1 日、61.1 と、前月の 59.9 から上昇）は、市場の悪化予想（59.5）とは逆に改善

している。さらに、9 月「製造業ＰＭＩ」（1 日、60.7 と、前回の 60.5 から上昇）、9 月「ミ

シガン大学消費者態度指数」（1 日、72.8 と、前月の 71.0 から上昇）はともに、市場のほぼ横

ばい予想から、改善に転じた格好だ。なお、第 4 週「新規失業保険申請件数」（30 日、36.2 万

件と、前週の 35.1 万件から増加）は、市場の減少予想（32.5 万件）に反し、増加継続となっ
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たが、同「失業保険継続受給者数」（30 日、280.2 万人と、前月の 282.0 万人＜速報値 284.5

万人を下方修正＞から減少）については、市場予想（281.5 万人）を上回る減少に戻った格好

だ。 

なお、この他には、物価動向も気掛かりであったが、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＋3.6％と、前月の＋3.6％から伸び横ばい）、7

月「住宅価格予想」（28 日、前月比＋1.4％と、＋1.7％＜速報値＋1.6％を上方修正＞からやや

伸び低下）と、ほぼ予想通りに上昇頭打ちとなっている。なお、総合ベースでの、8 月「個人消

費支出デフレーター」（1 日、前年同月比＋4.3％と、前年の＋4.2％から伸び上昇）は、1991

年 1 月以来約 30 年ぶりの高水準となっている。さらに、その他の消費関連指標では、8 月「個

人消費支出」（1 日、前月比＋0.8％と、＋0.3％から伸び上昇）は、市場予想（＋0.6％）をや

や上回る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）は、やや大きく伸び低下しており、さらに、設備投資関連指標でも、8 月

「建設支出」（1 日、前月比 0.0％と、＋0.3％から伸び低下）は、市場の横ばい予想から伸び低

下したのに対し、8 月「耐久財受注」（27 日、前月比＋1.8％と、＋0.5％＜速報値‐0.1％をプ

ラスへ上方修正＞から伸び上昇）は、予想（＋0.6％）を上回っての伸び回復となるなど、やや

チグハグな動きが目立った格好だ。 

 

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たが、市場の動きに

は、大きな変化はなく、総選挙の結果待ちになると見ているようだ。 

なお、第 3 四半期「日銀短観」（1 日、日銀）も公表されたが、景気回復は続くものの、供給

停滞が重荷となり、その足取りは軽くないとの判断が示された形だ。（この点の詳細は、別添追

補参照。なお、後日、動画でも詳細解説の予定。） 

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

公表されたが、51.5（前回 51.2）と、市場の横ばい予想に反し、上方修正された格好だ。 

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）で確認したが、

小売業販売額が、前年同月比‐3.2％（前々月＋0.1→前月＋2.4％＜速報値＋2.5％を下方修正

＞）と、ほぼ市場予想（‐3.0％）通りに、やや大きくマイナスに沈んだ格好となった。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ことに因るものだ。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は継続している。また、9 月「消費動向調査」（1 日、内閣府）

も公表されたが、消費者態度指数ＤＩは、37.8（前々月 37.5→前月 36.7）と、ほぼ市場予想

通りに、再び改善方向に戻った格好だ。これは、「緊急事態宣言」が、9 月末まで延長されたも

のの、感染者数は目立って減少したことから、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ためと見られる。なお、内訳を見ても全ての項目で改善しているが、

特に、「雇用環境」が、36.1％（同 35.1→33.2％）と、大きく改善しているのが目立っている。

ただ、この一方で、9 月「新車登録台数」（1 日、自販連）については、前年同月比‐30.0％（前々

月＋3.3→前月＋4.4％）と、需要自体は回復してきているが、この一方で、半導体等の供給力

不足からの減産が続いており、結局、販売面でもこれが響き、大幅に減少していた前年（同‐
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15.6％）をさらに大きく下回る水準にまで減少になった格好だ。 

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・厚労省）

が公表されたが、前者が、2.8％（前々月 2.9→前月 2.8％）と、再び若干悪化すると見ていた

市場予想（2.9％）に反し、横ばいにとどまった。さらに、後者も、1.14 倍（同 1.13→1.15

倍）と、市場予想（1.12 倍）通り、低下に転じはしたが、小幅にとどまっている。これは、オ

リンピック関連後の反動や感染の大幅拡大の影響が警戒されていたが、結果的には、経済活動の

抑制もさほどではなかったということだ。 

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）

で確認したが、前年同月比＋1.0％（前月＋1.2＜速報値＋1.3 を下方修正＞→＋1.1％）と、7

か月連続でのプラス傾向が続いた形だ。 

最後は、設備投資動向だが、これを、8 月「住宅着工統計」（30 日、国交省）で確認すると、

前年同月比＋7.5％（前々月＋7.3→前月＋9.9％）と、引き続き高い伸びは続いてはいるが、市

場予想（＋9.5％）を上回る伸び鈍化となった。中でも、これまで復調が目立っていた分譲住宅

が、同＋5.3％（同‐1.5→＋11.0％）と、伸び悩みに転じているのが目立っている。 

 

２．今週の動き予想 

〇今週は、コロナ禍については、引き続き収束の方向に向かうとは思うが、いずれにせよ予断を

許さない状況が続くと見たほうが賢明かもしれない。従って、我が国の場合も、「緊急事態宣言」

等は解除されたわけであるが、ここで、安易に気を緩めることなく、先行きの感染第 6 波に向

けて、これまで遅れ勝ちであったコロナ対応体制の再構築にどこまで注力出来るかが問われてい

ると考えた方が良いとも思われる。 

こうした中、世界経済は、成長減速が懸念されているわけで、「国慶節」の大型連休のため、

7 日（木）まで休場になる中国はさておき、米国の動きについては、「金融政策変更表明の余波」、

「債務上限問題」、「インフレ懸念」等、気掛かりな問題が山積しているので、引き続き、きめ細

かな注視姿勢が求められている。また、岸田新政権が打ち出す経済政策についても、当然、注視

する必要がある。なお、こうした観点からは、一段と振れが大きくなってきている市況動向も注

目され、株価は、結局、「積極的にリスクを取る地合いではない」と見られているため、上値に

重い展開になると予想されている。長期金利についても、利上げ前倒しを織り込む動きも一巡し

たと見られ、神経質な動きになると見られる。こうした中、為替は、日米の金融政策の違いが改

めて意識され、円安地合いが続くとの見方だ。なお、原油相場は、4 日開催の「ＯＰＥＣ（石油

輸出国機構）プラス」次第だが、増産が決まらなければ、上昇圧力が一段と増す可能性が大きい。 

 

〇この間、米国の経済指標において、景況については、まずは、9 月「ＩＳＭ非製造業景況指数

〈総合〉」（5 日、市場は、59.9 と、前月の 61.7 から低下予想）で確認したいが、これは、悪

化予想となっているのに対し、9 月「サービス業ＰＭＩ・改定値」（5 日、54.4 と、前回の 54.4

から横ばい予想）も、とりあえず横ばいを見込むなど、区々（マチマチ）の見方が続いている。

なお、第 5 週「新規失業保険申請件数」（7 日、34.8 万件と、前月の 36.2 万件から減少予想）

は、再び減少に転じ、同「失業保険継続受給者数」（7 日、279.0 万人と、前月の 280.2 万人
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から減少予想）も、減少継続見込みとなっている。なお、その他雇用統計も多く公表される予定

で、中でも注目の、9 月「非農業部門雇用者数変化」（8 日、前月比 50.0 万人と、23.5 万人か

ら大幅増加見込み）は、大きく伸び増加方向に変化すると見込んでおり、この背景指標でもある、

9 月「失業率」（8 日、5.1％と、前月の 5.2％から低下予想）、9 月「平均時給」（8 日、前年同

月比＋4.6％と、前月の＋4.3％から伸び上昇予想）も、ともに改善が進むと見込んでいる。 

さらに、実体経済指標の、8 月「製造業新規受注」（4 日、前月比＋1.0％と、＋0.4％から伸

び低下予想）、8 月「卸売在庫」（8 日、前月比＋1.2％と、＋0.6％から伸び増加予想）も、改

善が進むと見ているようだ。 

 

〇こうした中、我が国の経済指標については、まずは、景況を、9 月「景気ウォッチャー調査」

（8 日、内閣府）で確認したいが、市場は、季節調整済み現状判断ＤＩを、48.0（前々月 48.4→

前月 34.7）と、再び、大幅に改善すると見ている。これは、先月のコロナ感染急拡大に伴う行

動抑制も、当月は、コロナ感染の落ち着きからや、政府が早めに「緊急事態宣言」解除と行動制

限緩和方針を打ち出したことから、一気に前の水準にまでもどると見ているためだ。ただ、市場

は、コロナ第 6 波がいずれ来ると見ており、この間にどの程度対策が進むかは、注視が必要だ。 

さらに、消費動向については、8 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、季節調整済み前月比としては、前年同月比前月（前々月＋3.0→＋0.5％）での伸び悩

みが、コロナ禍でさらに進み、場合に因っては、マイナスに転じることもあり得ると見ているよ

うだ。 

なお、消費周辺指標としては、8 月「毎月勤労統計」（8 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＋0.1→前月＋0.6％）と、再び、伸び低下

すると見ている。これは、この時点では、コロナ感染拡大からの経済活動の鈍化が見られ、所定

外給与（同＋18.0→＋11.6％）の伸びが一段と鈍化すると見られるほか、特別給与（同‐1.8→‐

0.3％）も、さらに低迷すると見られるからだ。 

また、注目の物価動向については、9 月「東京都区部消費者物価指数」（5 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、前年比 0.0％（前々月‐0.4→前月‐

0.1％）と、僅かであるが改善すると見ている。これは、大手携帯電話通信料引き下げ効果が続

くものの、この一方で、前年の「Go To キャンペーン」の反動効果が大きいと見ているためだ。

この間、輸入コストの上昇に伴い食品価格等が伸びを高めており、ここは注意が必要だ。 

最後は、輸出動向だが、これは、8 月「国際収支」（8 日、財務省・日銀）で確認したい。市

場は、輸出の伸びが輸入を下回り、貿易黒字（前々月 0.23→前月 0.34 兆円）は、小幅ながら

も縮小すると見込まれるが、この一方で、第 1 次所得収支（同 2.06→1.81 兆円）が再び黒字

拡大すると見込まれることから、結局、季節調整済み経常収支も、1.42 兆円（同 1.77→1.41

兆円）と、僅かに黒字拡大すると見込まれている。 

 

３．来週の公表予定経済指標 

〇来週、我が国は、新内閣のもとで、総選挙の行方が大いに取りざたされると思われるが、公表

予定の経済指標は以下のように少ない。ただ、引続き、判断の難しい状況が続くと思われるので、
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きめ細かくウォッチしたい。 

・物価関連；9 月「企業物価指数」（12 日） 

・設備関連；9 月「機械受注」（13 日） 

・貸出関連；9 月「貸出預金動向」（12 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(No263－追補) 

――9 月「日銀短観」の概要 

――米国の早期金融緩和見通しがもたらした経済変容 

――中国大手不動産「恒大」を巡る動きと中国経済の行方（続報） 

 

１．9 月「日銀短観」の概要 

〇9 月「日銀短観」は、慎重な市場予想を上回る形で、5 期連続での小幅改善となった。これは、

「緊急事態宣言」が延長されたものの、調査期間中に、米欧での経済回復が減速気味ながらも継

続したことや、コロナ感染が目立って減少に転じたこともあって、予想以上に経済回復のモメン

タム（速度・勢い・はずみ）が持ち堪えたということだ。 

事実、基調指標となる大企業製造業（前回最近 14→同先行き 13→今回最近 18→同先行き

14）は、市場予想（12）を大きく上回る改善を遂げている。さらに、大企業非製造業（同

1→3→2→3）に至っては、市場のマイナス転化予想（‐2）に対し、プラス継続の格好になって

いる。さらに、中小企業についても、製造業（同‐7→‐6→‐3→‐4）、非製造業（同‐9→‐12→‐

10→‐13）とも、水面下の動きではあるが、ともに、市場の悪化予想（各々‐9、‐12）に反し、

足元改善が進んだ形だ。ただし、「対個人サービス」（同大企業；‐31→‐8→‐45→‐18、中小企

業；‐39→‐31→‐40→‐36）や、「宿泊・飲食サービス」（同大企業；‐74→‐47→‐74→‐59、

中小企業；‐74→‐48→‐70→‐60）は、前回での先行き改善見込みに反して、結局は、大幅マ

イナス継続を余儀なくされており、この分野では、結局、相応の苦境が続き、先行きに期待を引

き継いだ格好だ。 

その他の特徴点は、以下の通り。 

①大企業・中小企業の格差が再び拡大してきており、特に先行きについては、中小企業が、製

造・非製造を問わずに、悪化が進むと見ており、これは、気になるところだ。 

②これまでは、大企業製造業のなかでも、加工業種の改善が先行していたが、今回は資材価格

の上昇もあって素材業種の改善の方が上回っている。こうした中、大企業「自動車」は、足

元‐7（同 3→12→‐7→2）と、前回の回復予想に反して、マイナスに沈んでおり、「造船・

重機等」（同‐18→‐18→‐26→‐18）もさらに大幅悪化するなど、半導体の供給停滞の影響

の大きさが窺えるところだ。 

③「建設業」については、大企業（同 15→7→17→13）、中小企業（同 10→‐3→6→‐2）と

も、オリパラ終了もあって、悪化方向に進むと見ていたのが、大企業中心に改善しており、

それだけ、一般住宅需要が高いということが窺われる。 

④販売価格は、予想以上に上昇しているものの、仕入れ価格上昇がそれを上回る状況が続いて

おり、結局、企業採算の悪化が続いている。これは、中小企業に特に顕著だ。 

⑤経常利益は、企業規模を問わずに製造業での大幅な上方修正が目立っている。 

⑥設備投資は、大企業で、この時点では珍しい、上方修正が続いているほか、中小企業でも、

例年になく高い上方修正となっている。 
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⑦金融機関の業況判断は、銀行業（同 7→2→6→0）が、前回での先行き改善低下見通しに反

し、ほぼ横ばいを保ったが、協同組織金融業（同‐３→‐３→‐５→‐３）は、前回見通しを更

に上回る悪化幅を拡大するなど、対照的な動きを見せている。なお、先行きについても、銀

行業は、改善判断をゼロ近辺まで縮小すると見ているのに対し、協同組織金融業は、逆に、

悪化幅縮小を見込むなど、異なる動きを見せている。 

 

２．米国の早期金融緩和見通しがもたらした経済変容 

〇米国の経済動向については、先々週のＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）で、テーパリング（量

的金融緩和政策縮小）を次回 11 月開催のＦＯＭＣで確認の上、速やかに実行し、しかも、利下

げについても、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たこ

との影響を注視していたわけであるが、長期金利は急伸し、為替はドル高に進み、つれて、株価

も、資源高要因が加わったこともあり、下押し圧力が強まり、しかも、こうした動きが世界中に

拡散している格好だ。（ただし、週末には、これが一時反転する形にはなったが。） 

さらには、そもそも景気の先行きに不透明感が強まっていたことから、インフレ高進や、債務

上限問題といった課題にも、再び、注目が集まってきているように見えるところだ。即ち、パウ

エルＦＲＢ（連邦準備制度理事会）議長は、インフレ高進は「一時的」とのスタンスを変えては

いないが、28 日に上院で、「インフレは予想以上に大きく、長く続いている」と証言したこと

が、市場では、「インフレが想定より進む」と解釈され、より金融政策を反映しやすい 5 年債の

利回りが急騰するといった事態を呼び込んでいる。また、資源・部材の供給停滞長期化がこれに

拍車をかけているほか、ハリケーン「アイダ」が、原油の需給逼迫の原因（市場の中には、2021

年末のブレンド原油の予想価格を 80 ドルから 90 ドルに引き上げる先も出てきている）ともな

っている。この間、わが国では、円は 112 円台まで下落しているが、本来円安志向の企業がこ

れを歓迎する動きに乏しく、結局、株価は反応せず、市場には「悪い円安」が始まっているので

はないかと懸念する向きさえも出てきているわけで、実は、ここは大いに気になるところだ。 

なお、さらに、米国では 9 月末には会計年度末を迎えたわけであるが、事前に提出した「10

年で計 3 兆 5000 億ドル」の財政支出を目指す法案を巡って与野党の調整が難航、そして、野

党共和党は、与党が提出した、12 月までのつなぎ予算と 2022 年末まで連邦政府の債務上限の

適用を凍結する措置を一体にした法案を阻止し、結局、与党はこれを分離し、30 日には、12

月 3 日までのつなぎ法案は可決させたが、債務上限凍結法案の目途は引き続き立っておらず、

イエレン財務長官が、「このままでは、18 日にもデフォルトの可能性あり」と警告した状況か

ら、さしたる進展は見られない。 

 

３．中国大手不動産「恒大」を巡る動きと、中国経済の行方（続報） 

〇中国経済については、大手不動産「恒大集団」の債務不履行問題については、ドル建て社債に

ついては、23 日分（約 92 億円）に続いて、29 日分の 5 千万ドル弱についても利払いされず、

このまま猶予期間の 1 か月間を過ぎれば、債務不履行が確定する形となった。なお、この間、

グループ傘下の「恒大財富」の投資商品のうち、満期到来分の元本 10％を支払った一方で、傘

下の地銀（盛京銀行）株 19.93％（約 1700 億円）を売却しているが、これは、盛京銀行から



 

8 

 

先週および今週の我が国主要経済指標から（№263） 2021.10.04 

の借入金返済に充当する方針で、利払いに充当することはないようだ。さらに、中国政府はある

程度の支援の意思は表明しているものの、具体策を示しておらず、結局、年末までに期限を迎え

る、人民元建てで 1 億 2180 万元、ドル建てで 6 億 3110 万ドルの利払いについても、依然と

して目途の立たない状況が続いている。加えて、かねて経営再建中の「海航集団」（債務額約 19

兆円）についても、債権者との合意形成には、まだ時間がかかりそうであるなど、金融市場へ波

及しかねない課題は少なくない。 

こうした中、9 月「製造業ＰＭＩ」（30 日）は、49.6（前月 50.1）と、好不調の境目である

50 を、1 年 7 か月振りに下回っており、市場は、中国経済の停滞が長引き、世界経済の下押し

要因（場合に因っては、1990 年代から 2000 年にかけて我が国で生じた「バランスシート不

況」が再来の可能性）になりかねないことを、一段と警戒し始めているようだ。 

※バランスシート不況：資産価値が暴落するなどして債務超過（バランスシートがつぶれ

た状態）となると、企業は財務内容を修復するために収益を借金の返済にあてるように

なるため、日本銀行が金融緩和を行っても企業による資金調達が行われなくなり、設備

投資や消費が抑圧されて景気が悪化すること。 

なお、こうした背景には、石炭価格が、半年前に比べ 7～9 割も上昇している（コロナ発生源

問題から輸入石炭の 25％を占めるオーストラリア産の輸入が、昨年 12 月以降ストップしてい

ることが主因）ことから、電力会社が供給制限し始め、さらに、これが、部品メーカーの稼働停

止を引き起こし、世界中に、供給停滞、物価高を引き起こしているといった事情が指摘されてい

る。従って、このままでは、仮に、コロナ感染が縮小方向に向かったとしても、年末のクリスマ

ス商戦にも悪影響を及ぼしかねない状況になっており、さらに、この間、中国の財政赤字も急拡

大しているのも事実だ。このままでは、2025 年（財政収入 24 兆 6384 億元、同支出 35 兆

2862 億元）には 10 兆元を突破し、2021 年の 2.3 倍にも達するとの試算をする向きもあり、

ここも大いに注意を要するところだ。また、中国の「一帯一路」政策に絡んで、中低所得国 165

か国に対して資金提供したことに伴う、隠れた政府債務が、3850 億ドルに上るとの試算もあり、

この行方も気掛かりだ。要するに、仮に、中国が厳しい融資姿勢に転じれば、こうした国々は、

一気に財政悪化に転じる可能性が高いということになる。 

いずれにせよ、こうした事情が、中国と結びつきの強い国（前述のオーストラリアの中国向け

貿易額は全体の 25％、韓国も 26％と、ともに最大の貿易相手国）の通貨に対し、下落圧力を

かける構図になっており、こうした面でのリスクも強く意識され始めているようだ。 

 

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
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に悪化する事態になれば、海外資金の流れが加速し、一気に人民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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