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先週および今週の我が国主要経済指標から（№264） 

１．先週の動き概要 

〇先週は、コロナ感染が、世界 120 か国で減少するなど、全体的には収束の方向に向かってい

るようにも見える。この間、我が国でも、10 日には東京で 60 人、全国で 553 人（重症者 483

人、死者 10 人）にまで急減している。このため、焦点は、先行きに予想される再感染にどう備

えるかに移ってきているようにも見えるところだ。ただ、この一方で、韓国、ベトナムのように

未だ高止まりしている国や、冬場に入りつつあるロシアでは、死者が 9 日には 968 人と過去最

高を記録するなど、収束気配に乏しい国もあることも事実であり、未だ、気を抜く状況には至っ

ていないと見たほうが賢明かもしれない。 

いずれにせよ、こうした状況下、経済面では、個人消費の腰折れは回避されたとの見方や、小

売りや外食に再び勢いがつく兆しも見え始めたとの指摘が目立つようになってきており、経済回

復への期待は一段と高まっている。ただ、課題は未だ山積しており、例えば、米国では、バイデ

ン大統領が、頭打ちになっているワクチン接種率の引き上げに懸命になっているうえ、デフォル

ト懸念まで取りざたされていた「債務上限問題」も、とりあえず 12 月 3 日まで棚上げされた形

だが、最終解決したわけではない。その他の巨額財政出動計画も議会審議が長引いているといっ

た状況だ。さらに、景気減退が懸念されている中国にしても、「国慶節」の大型連休明けの 8 日

の経済指標は予想外に好調だったが、不動産業界の経営破たん懸念は一段と深刻化している。（米

国、中国の経済現況については、別添追補参照） 

なお、わが国では、岸田新首相の所信表明演説が 8 日にあったが、標榜（ヒョウボウ：発表・

表明）している「新しい資本主義」については、時宜（ジギ：時期・機会）を得た面が少なくな

いとしても、具体的内容・取り組み手法については、今後の詳細公表待ちの状況だ。（この点に

ついても、詳細は別添追補参照） 

この間、一段と振れが大きくなってきている市況については、先週も例外ではなく、株価は、

ＮＹ市場が、週前半までは停滞していたが、後半は、米国の債務上限に対する警戒感がとりあえ

ず緩んだことやインフレ懸念等から続伸した。なお、週末には、雇用統計が予想ほどには改善し

なかったとして反落する局面もあるなど、いずれにせよ、起伏の激しい 1 週間だった。この間、

東京市場は、週半ばに上昇に転じたままでの週越えとなっている。さらに、長期金利も上昇し、

為替はドル高に動いた。また、原油は、天然ガス価格の急騰もあって、8 日には、ＷＴＩ先物価

格が約 7 年ぶりに 1 バレル 80 ドルを超す高値となっている。 
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〇なお、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」

（5 日、61.9 と、前月の 61.7 から上昇）で確認したが、市場の悪化予想（60.0）に反して、

僅かであるが改善したほか、9 月「サービス業ＰＭＩ・改定値」（5 日、54.9 と、速報値 54.4

から上昇）も、市場の横ばい予想から上昇に転じているなど、総じて改善が進む内容になってき

ている。さらに、第 5 週「新規失業保険申請件数」（7 日、32.6 万件と、前週の 36.4 万件＜速

報値 36.2 万件を上方修正＞から減少）、同「失業保険継続受給者数」（7 日、271.4 万人と、前

週の 281.1 万人＜速報値 280.2 万人を上方修正＞から減少）ともに、予想（各々34.8 万件、

278.0 万人）を上回る減少となった。 

ただ、注目の雇用統計では、9 月「非農業部門雇用者数変化」（8 日、前月比＋19.4 万人と、

前月の＋36.6 万人＜速報値＋23.5 万人を上方修正＞から大幅伸び低下）は、大きく伸び増加

すると見込んでいた市場予想（50.0 万人）とは逆に、大幅に伸び低下しており、これは、正直

サプライズだった。もっとも、その他の指標は、9 月「失業率」（8 日、4.8％と、前月の 5.2％

から低下）は、市場予想（5.1％）を上回る改善を見たほか、9 月「平均時給」（8 日、前年同月

比＋4.6％と、前月の＋4.0％＜速報値＋4.3％を下方修正＞から伸び上昇）も、予想通りに伸び

が増加するなど、改善が進んだ格好だ。 

さらに、実体経済指標の、8 月「製造業新規受注」（4 日、前月比＋1.2％と、前月の＋0.7％

＜速報値＋0.4％を上方修正＞から伸び上昇）も、市場予想（＋1.0％）を上回る形で伸びを高

めているほか、8 月「卸売在庫」（8 日、前月比＋1.2％と、前月の＋0.6％から伸び増加）も、

改善が進んでおり、総じて好調な動きが目立った形だ。 

 

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）で確認したが、全国の季節調整済み現状判断ＤＩは、42.1（前々月 48.4→前

月 34.7）と、市場予想（48.0）ほどではなかったにせよ、再び、改善に転じた格好だ。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、コロナ感染の大幅減少や、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、早めに改善方向に戻った格好だ。

さらに、内訳を見ても、全ての項目で改善しているが、特に、前月の落ち込みが大きかった、飲

食関連が、33.9（前々月 40.4→前月 21.1）、サービス関連が、39.9（前々月 48.3→前月 29.2）

での回復が目立った格好だ。なお、東京都は、45.9（前々月 48.0→前月 37.6）と、回復方向

にはあるが、その程度は、全体の中ごろにとどまっている。なお、全国の先行きについては、

56.6（前々月 48.4→前月 43.7）と、「緊急事態宣言」解除もあって、更なる大幅改善を期待し

ており、内訳も、現状判断をさらに大きく増幅した格好になっている。 

さらに、消費動向については、8 月「消費活動指数」（7 日、日銀）で確認したが、季節調整

済み前月比‐2.1％（前々月＋2.5％＜速報値＋3.0 を下方修正＞→前月‐0.1％＜速報値＋0.5％

を下方修正＞）と、前 2 か月を下方修正のうえ、やや大きくマイナスとなり、市場が危惧して

いた通りになった。 

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、公表されたが、現

金給与総額が、前年同月比＋0.7％（前々月＋0.1→前月＋0.6％）と、再び、伸び低下すると見

ていた市場予想（＋0.3％）とは逆に、僅かながらも伸び上昇した。これは、この時点では、コ
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ロナ感染拡大からの経済活動の鈍化が見られ、所定外給与は、前年同月比＋6.5％（前々月＋

18.0→前月＋11.6％）の伸びが一段と鈍化したものの、特別給与が、前年同月比＋2.0％（前々

月‐1.8→前月‐0.3％）と、予想外のプラス転化になったことを映じたものだ。 

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

認したが、コア（除く生鮮食品・エネルギー）が、前年同月比‐0.1％（前々月‐0.4→前月‐0.1％）

と、市場の改善予想（0.0％）に反し、結局、マイナスにとどまった格好だ。これは、大手携帯

電話通信料引き下げ効果が、前年の「Go To キャンペーン」の反動効果を引続き上回ったとい

うことだ。ただ、内訳を見ると、「家具・家事用品」（前月＋4.4→当月＋3.3％）、「教養娯楽」

（前月＋4.6→当月＋4.1％）のように、不要不急な項目での伸び低下が目立つ一方で、「光熱・

水道」（前月‐0.8→当月＋2.2％）、「保険・医療」（前月‐0.2→当月‐0.1％）等、節約不能な項

目での伸び上昇転化、マイナス幅縮小が目立っており、ここは、気になるところだ。さらには、

生鮮食品（前月‐8.2→当月＋5.0％）は、天候不順もあって、大幅マイナスからやや大きくプラ

スに転じており、また、生鮮食品を除く食料（前月 0.0→当月＋0.3％）をみても、輸入コスト

の上昇を映じて伸びを高めているなど、物価は、消費者にとって好ましくない形で上昇気配にな

ってきている。なお、ガソリン（前月＋17.8→当月 17.5％）も、この時点では一服気配であっ

たが、この先は再び上昇に転じると見られている。 

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。この

結果、輸出は、季節調整済み前月比‐0.9％（前月＋0.8％）とマイナスに転じる一方で、輸入が、

前月比＋5.3％（前月‐0.9％）と、逆にプラスに転じたことから、結局、貿易収支は、‐0.08 兆

円（前々月＋0.23→前月＋0.34 兆円）と、再び、小幅ながらも赤字に転じた格好だ。さらに、

第 1 次所得収支も、＋1.54 兆円（前々月＋2.06→前月＋1.81 兆円）と、市場予想とは逆に、

さらに黒字を縮小したことから、結局、季節調整済み経常収支も、1.04 兆円（前々月 1.77→

前月 1.41 兆円）と、やや大きく黒字幅を縮小している。 

 

２．今週の動き予想 

〇今週も、コロナ禍については、従前ほどではないにしろ、引き続き注視姿勢が肝要だ。こうし

た中、経済面では、目下、経済復興の足枷になっているサプライチェーンの停滞について、どこ

まで改善を図れるかが回復のポイントになっているように見える。さらに、ＯＥＣＤ（経済協力

開発機構）が、法人税最低税率を 15％にしたほか、国際ＩＴ大企業の租税逃れ手段をある程度

封じ込めた形になったわけであるが、この実効性の行方や、米中が再び対話方向に舵を切り出し

たことの具体的影響等、注視すべきポイントは、引き続き満載だ。さらに、「政治・地政学リス

ク」面でも、引き続き、ミャンマー・アフガニスタン・北朝鮮等の動きは注視したい。なお、我

が国については、岸田新内閣の経済政策の具体的内容・実現方策が気になるところだが、17 日

には、総選挙が告示される予定であり、月内は、具体的動きに乏しいと思われる。ただ、こうし

た中で、市場では、矢野財務事務次官が、「各党が財政の大盤振る舞いを競うのは危険」と、月

刊誌上で異例の警告に踏み切ったことが大きく波紋を呼んでおり、この行方が注目されている。 

また、市況については、基本的には、全ての指標が上向き傾向にあるが、この反動が予想され

るほか、些細なイベントにも強く反応する相場が続くと見られ、ここは一段ときめ細かなウォッ
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チが必要だ。 

 

〇こうした中、米国の経済指標については、まずは、景況関連指標に注目したいが、市場は、

10 月「ＮＹ連銀製造業景気指数」（15 日、市場は、25.0 と、前月の 34.3 から大幅低下予想）

では、極めて慎重な見方をしている一方で、消費動向については、10 月「ミシガン大学消費者

態度指数」（15 日、73.5 と、前月の 72.8 から上昇予想）では、かなり前向きな予想となって

おり、対照的だ。いずれにせよ、前週の改善一辺倒の動きとはやや異なる可能性があるというこ

とであり、ここは注意が必要だ。なお、第 1 週「新規失業保険申請件数」（14 日、32.3 万件と、

前週の 32.6 万件から減少予想）、同「失業保険継続受給者数」（14 日、269.6 万人と、前週の

271.4 万人から減少予想）は、ともに順調に減少すると見ているようだ。 

その他の、実体経済指標では、9 月「小売売上高」（15 日、前月比‐0.2％と、前月の＋0.7％

からマイナスに転じる予想）が、大きく減速すると見られている一方で、注目の物価関連の指標

公表が相次ぐ見通しで、9 月「消費者物価指数・コア＜除く食品・エネルギー＞」（13 日、前年

同月比＋4.1％と、前月の＋4.0％から若干伸び上昇予想）、9 月「卸売物価指数・コア」（14 日、

前年同月比＋7.1％と、前月の＋6.7％から伸び上昇予想）ともに、高い伸びがさらに加速され

る見通しになっている。なお、この間、9 月「輸出物価指数」（15 日、前月比＋0.5％と、前月

の＋0.4％からやや伸び上昇予想）はともかく、9 月「輸入物価指数」（前月比＋0.6％と、前月

の‐0.3％からプラスに転化予想）が、為替要因もあって、国内物価押し上げに働いており、こ

こは注意が必要だ。 

 

〇この間、我が国の経済指標については、まずは、景況を、10 月「ロイター短観」（13 日、ロ

イター通信）で確認することになるが、市場は、製造業が、18（前々月 33→前月 18）と横ば

いにとどまる一方で、非製造業が、5（前々月＋5→前月‐2）と、再び水面上に回復すると見て

いる。これは、前者は、供給の停滞解消が予想以上に遅れていることが特に自動車生産の重荷に

なっているが、設備投資関連の生産は好調を続けていることを勘案したものだ。一方で、後者は、

コロナ感染者数の急激な減少を映じたものだ。 

次に、物価動向を、9 月「企業物価指数」（12 日、日銀）で確認したいが、国内企業物価指数

は、前年同月比＋5.7％（前々月＋5.6→前月＋5.5％）と、やや伸びが加速すると、市場は見て

いる。これは、為替円安と原油価格の伸び上昇を反映したものだ。 

さらに、設備投資動向については、9 月「機械受注」（13 日、内閣府）で確認することになる

が、市場は、民需コア（船舶・電力を除く）が、前月比＋3.0％（前々月‐1.5→前月＋0.9％）

と、さらに伸びを高めると見ている。これは、製造業の生産活動は、前述のように供給停滞問題

もあって一時的に抑制されている面があるが、企業の設備投資意欲自体は加速傾向にあり、さら

に、非製造業でも、コロナ感染者の大幅減少から投資意欲が活発化していると見ているためだ。 

最後は、貸出動向であるが、これは、9 月「貸出預金動向」（12 日、日銀）で確認したい。市

場は、総貸出平残が、前月（前年同月比前々月＋0.9→前月＋0.6％）まで伸び低下傾向が続く

と見ているが、コロナ感染の大幅減少が、これにどう影響するかに注目している。なお、預金平

残（前年同月比前々月＋5.7→前月＋5.1％）についても同様だ。 
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３．来週の公表予定経済指標 

〇来週は、以下のように公表予定経済指標は数少ないが、経済情勢は、微妙な状況が続いている

ので、引続ききめ細かくウォッチすることが肝要だ。 

 

・物価関連；9 月「全国消費者物価指数」（22 日） 

・設備関連；8 月「建設総合統計」（19 日） 

・輸出関連；9 月「貿易統計」（20 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(No264－追補) 

      ――米国の早期金融政策正常化見通しの中での経済動向 

      ――中国大手不動産「恒大」を巡る動きと中国経済の行方（続々報） 

      ――岸田新首相の経済政策について 

 

１．米国の早期金融政策正常化見通しのなかでの経済動向 

〇米国の経済については、ＦＲＢ（連邦準備制度理事会）の早期金融政策正常化を前提にした動

きが広がる一方で、連邦債務上限問題も、7 日には、上院で、法定上限を 4800 億ドル引き上

げる法案が可決され、とりあえずデフォルトは回避（ただし下院の議決が必要であるが、早晩可

決の見込み）された格好になった。このため、株価も上昇が加速されたほか、長期金利（10 年

物米国国債金利は、8 日には 6 月以降初めて 1.6％を超す水準に）は上昇に転じ、これが日米金

利差を拡大させ、あわせ新規失業保険申請件数が市場予想を下回ったことが好感されて、円安ド

ル高が進む展開になった。ただし、この間、インフレ懸念が高まってきているほか、原油相場は、

「ＯＰＥＣ（石油輸出国機構）プラス」が、4 日の会合で追加増産を見送ったのに引き続き、米

国政府も、戦略石油備蓄の放出を見送ったことから、需給が一気に引き締まり、ＮＹ先物市場は、

1 バレル 80 ドル越えとなった。 

こうした中、足元の景気観測は、総じて好転しているようにも見えるが、例えば、週末に、「先

週および今週の我が国主要経済指標から(No264)」記載のように非農業雇用者数変化が予想を

大きく下回る事態になると、失業率や平均給与は改善しても、株価は一気に下落に転じるなど、

テーパリング（量的金融緩和政策縮小）の早期開始の妨げに繋がることはないにしても、市場の

不安定さは継続しているわけで、ここは、引続き注意が必要だ。なお、上述のように「債務上限

問題」については、とりあえず収まったにしても、野党である共和党は、バイデン大統領の巨額

財政支出法案（1 兆 9000 億ドルの経済対策資金は 3 月に成立しているが、1 兆ドルのインフ

ラ資金、3 兆 5000 億ドルの子育て・教育資金については協議中）については、抵抗を続けて

おり、目下のところは、子育て・教育資金を 2 兆ドルに減額する方向で攻防を繰り広げている

ようだ。 

なお、この間、バイデン大統領の支持率も低下しているようでもあり、ここもやや気になると

ころだ。 

 

〇ところで、コロナ以前に紛糾していた米中対立は、2020 年 1 月に、「第 1 段階の貿易協定」

で合意したまま放置されていたが、8 日には、両国の担当閣僚が電話会議を実行し、今後の対話

を続けることで一致し、再び動き始めたようだ。今後は、年内にも、オンラインで首脳会談を開

催することも合意した模様であり、両国の懸案である貿易交渉がどこまで進展するか注目される

状況になってきている。 

 

２．中国大手不動産「恒大」を巡る動きと中国経済の行方（続々報） 

〇中国経済については、「国慶節」後に公表された、9 月「サービス業ＰＭＩ」（8 日、53.4 と、
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前月の 46.7 から上昇）が、予想外に好調だったことから、上海株式市場も上伸した格好になっ

たが、「国慶節」期間中の、国内観光収入は、前年同月比‐4.7％（コロナ前比では 6 割弱の水準）、

旅行者数は、前年同月比‐1.5％（同 7 割）、航空旅客数、前年同月比‐19.6％と振るわなかった

模様だ。さらに、大手不動産「恒大集団」の債務不履行問題についても、12 日には、1 億 4800

万ドルの利払いがあるが、これも実行されない可能性が大きいほか、新たな債務不履行懸念先（花

様年控股集団等）も出てきており、市場の不安は続いている。こうした状況下、米欧諸国は、リ

ーマンショックの再来懸念を払拭すべく懸命になっているようにも見えるが、事態はそれほど楽

観視できないようにも見える。 

なお、中国政府は、民間不動産開発業者の借り入れ締め付けの手を緩めようとしておらず、需

要が急速に落ちてきている。この間、実は、中国での土地供給の大元は地方政府であり、財政収

入の 2 割が土地売却収入によるものになっており、2020 年の土地売却収入は、過去最高の 8

兆 4000 億元と、オーストラリアの年間ＧＤＰに匹敵する額にまで増加しているのが実態だ。

こうした中で、2021 年 8 月時点での全国の土地売却総額は、前年比‐17.5％まで落ち込み始め

ているわけで、これがさらに減少テンポを大きくすることになれば、それだけでも財政逼迫必至

となるだけに、ここは、新たな問題を抱え込む可能性が高いと見たほうが賢明とも思われるとこ

ろだ。さらには、米国投資会社の分析によれば、不動産会社には、一部の利子負債を簿外処理（政

府が自己資本内に納めるよう指導を強化したことが原因ともされる）することが横行し、この結

果、簿外総額は約 10 億ドルにも上るとの試算もある状況だ。このため、仮に、これを正確に簿

上処理することになれば、例えば、「融創中国」の自己資本に対する負債比率は、87％から 138％

に跳ね上がる計算になり、不動産業界は、一段と苦境に立たされることになる。 

そうした中、中国政府は、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）をさらに強め、8 日には、民間の報

道事業を禁止する措置に出るなど、一段と情報統制を強める行動に出ていることから、ますます

不透明感が強くなることが懸念されるわけで、ここは、逆に、さらなる注視姿勢を強める必要が

ありそうだ。 

 

３．岸田新首相の経済政策について 

〇岸田新首相は、経済政策として、「新しい資本主義」」を掲げ、中でも「分配」の重要性を強調

し、さらには、安倍首相以来消滅しかけていた「中間層の再構築」、「新たな所得倍増計画」を重

点目標としている。 

確かに、これには、財界の一部に、「まるで社会主義政策のようだ」との批判もあるが、基本

的には、時宜（ジギ：時期・機会）を得た目標として評価可能と思われる。ただ、これをどう実

現するのかとなると、目下、詳細の公表待ちの状況で、正直、かなり実現困難であることは否め

ないとも思われるところだ。即ち、我が国の平均賃金は、この 30 年間にほとんど横ばいに推移

していたわけで、この間に、4 割も増加している米欧との格差は格段に開き、韓国にも劣後して

いるのが現状で、さらには、これが、長らく続く「消費低迷」、「物価低迷」の主因ともされてい

る状況だ。そして、これを是正するには、確かに、「所得倍増」といった極端な政策展開が必要

だが、過去に、わが国の平均賃金が最も伸びたのは、2016 年の前年比＋2.6％であり、仮に、
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この水準を先行き持続させたとしても、所得倍増させるには、26 年を要する計算になる。ただ、

この一方で、企業としては、「モノやサービスの値段を上げる環境に乏しく」、さらには、このと

ころ周期的に到来する「経済危機（例えば、リーマンショック、東日本大地震、新型コロナ感染

等）」を勘案すれば、とりあえず労働分配率よりも内部留保率を高めることが先決と考えること

も、ある意味、合理的とも思える状況にある。要するに、ここは、政府がよほどの強硬手段を採

用することなくして、早期実現は不可能と思えるわけで、ハードルは低くないと考えられる。 

いずれにせよ、今後、具体策として、市民や企業の将来の不安をなくす、何らかの方策を打ち

出せるか否かが成否を分ける鍵になると思われる。 

 

〇さらには、我が国の、「一般債務残高/ＧＤＰ」は、256.2％と、第 2 次大戦後を上回る過去

最悪水準にあるわけで、これは他の先進国（米国 127.1％、英国 103.7％、ドイツ 68.9％）と

比較しても、飛びぬけた高率だ。従って、岸田新首相としては、先般の所信表明にはさほど触れ

ていなかったが、ここをどう改善していくかも、大きな課題となっていると思われる。 

なお、「先週および今週の我が国主要経済指標から(No264)」でも報告したように、ここは、

矢野財務事務次官が異例の警告を発しているほか、ＩＭＦ（国際通貨基金）も、7 日には、「コ

ロナ対策で財政出動を行った各国は、投資家の信頼を得られるような政策で持続可能な予算への

回復を計画し始めるべき」と指摘しているわけで、しかも、これは、何らかの増税なくしては対

応不可能とも思えることから、岸田新首相にとっては、極めて重い課題となりそうだ。 

                                           

以 上 
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