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先週および今週の我が国主要経済指標から（№265） 

１．先週の動き概要 

〇先週の我が国のコロナ感染は、劇的に減少し始めている。ただ、先行きの第 6 波に対する懸

念も根強く、経済的な動きは、様子を窺いながら徐々に再開といった感じだ。ただ、こうした中、

気になるのは、欧州が順調に回復テンポを強めてきている中で、米中の動きが鈍く、国際機関の

2021 年世界経済見通しも下方修正されていることだ。（なお、ＩＭＦ〈国際通貨基金〉の世界

経済見通し、および米中の経済状況の詳細については、別添追補参照） 

このため、市況も、揺れ動いており、週末には、とりあえず、米国長期金利上昇が一服したこ

とや、米国ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）議事録公表で改めてテーパリング（量的金融緩和政

策縮小）開始が再認識されたこと等から、ＮＹ市場で株高となり、東京市場も追随した形での週

越えとなっている。さらに、原油がさらに高騰し、為替も、ドル高円安傾向が鮮明になり、市場

の中には、「悪い円安」を懸念する向きも出てきている。（「悪い円安」については、別添追補参

照） 

 

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が、10 月「ＮＹ

連銀製造業景気指数」（15 日、19.8 と、前月の 34.3 から大幅低下）は、慎重な市場予想（27.0）

をさらに大きく下回る水準にまで悪化しているほか、10 月「ミシガン大学消費者態度指数」（15

日、71.4 と、前月の 72.8 から低下）も、市場の改善予想（73.1）から、一転して悪化してい

る。要するに、前週の改善一辺倒の動きとはやや異なる形になってい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、29.3 万件と、前週の 32.9

万件＜速報値 32.6 万件を上方修正＞から減少）、同「失業保険継続受給者数」（14 日、259.3

万人と、前週の 272.2 万人＜速報値 271.4 万人を上方修正＞から減少）は、ともに順調に減少

しており、特に前者は、適正水準とされる 25～30 万人内に入ってきている。 

ただ、実体経済指標では、むしろ好調持続が目立ち、9 月「小売売上高」（15 日、前月比＋

0.7％と、前月の＋0.9％＜速報値＋0.7％を上方修正＞から伸び低下）が、市場のマイナス転化

予想（‐0.2％）に反し、やや減速はしたが伸び継続の形になった。さらに、注目の物価動向も、

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＋4.0％と、前月

の＋4.0％から伸び横ばい）は、ほぼ市場予想通りに、横ばいにとどまったが、9 月「卸売物価

指数・コア」（14 日、前年同月比＋6.8％と、前月の＋6.7％から伸び若干上昇）は、市場予想

（＋7.1％）ほどではないにしろ、さらにやや伸びを高め、格差が一段と開いた格好だ。なお、
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この間、9 月「輸出物価指数」（15 日、前月比＋0.1％と、前月の＋0.4％から伸び低下）は、

市場の伸び上昇予想（0.7％）とは逆に鈍化しており、この一方で、9 月「輸入物価指数」（前

月比＋0.4％と、前月の‐0.3％からプラスに転化）が、ほぼ予想（＋0.5％）通りに上昇に転じ

ていることから、交易条件は、一段と悪化した格好になっており、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）で確認したが、製造業が、16（前々月 33→前月 18）と、市場の横ばい予想に反

し、悪化を余儀なくされている。これは、設備投資関連の生産は好調を続けているものの、供給

制限・停滞解消が予想以上に遅れていることが影響していると見られる。 

次に、物価動向を、9 月「企業物価指数」（12 日、日銀）で確認すると、国内企業物価指数は、

前年同月比＋6.3％（前々月＋5.8％＜速報値＋5.6 を上方修正＞→前月＋5.8％＜速報値＋

5.5％を上方修正＞）と、やや伸びが加速すると見ていた市場予想（＋5.7％）を上回る形で上

昇している。これは、為替円安と原油価格での伸び上昇を反映したものだが、この上昇は、むし

ろ悪影響の方が大きいと見たほうが良さそうだ。 

さらに、設備投資動向については、8 月「機械受注」（13 日、内閣府）で確認したが、コア（船

舶・電力を除く民需）が、前月比‐2.4％（前々月‐1.5→前月＋0.9％）と、さらに伸びを高める

と見ていた市場予想（＋3.0％）に反し、マイナスに転じている。これも、企業の設備投資意欲

自体は加速傾向にあるものの、製造業の生産活動は、上記のように供給制限・停滞問題もあって

抑制されている面が大きいことを映じていると見られる。なお、同時に公表された、7～9 月期

見通しは、前四半期比＋11.0％（前々四半期‐5.3→前四半期＋4.6％）と、順調に増加テンポ

を高める形になっているが、供給制限・停滞が予想以上に長期化する事態になっていることを勘

案すれば、いずれ下方修正されると見られるところだ。 

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）で確認したが、総

貸出平残は、前年比＋0.6％（前々月＋0.9→前月＋0.6％）と、伸び横ばいにとどまった格好だ。

中でも、都銀等が、前年比‐1.1％（前々月‐1.5→前月‐1.6％）と、著増（チョゾウ：著しく増

加すること）した前年との比較では依然として水面下ではあるが、減少幅を大きく縮小しており、

この影響が大きい。ただし、この一方で、信金は、前年比＋1.7％（前々月＋3.7→前月＋2.4％）

と、水面上を保ってはいるが、伸び率を低めてきている。この間、預金平残は、前年比＋4.6％

（前々月＋5.7→前月＋5.1％）と、順次伸び率を低めてきている状況に変化はない。 

 

 ２．今週の動き予想 

〇今週は、コロナ感染そのものの動きよりも、経済減速が目立ち始めている米中と、増勢を増し

ている欧州との格差の行方のウォッチの方が重要だ。なお、この間、我が国の場合は、14 日に

は衆議院が解散され、19 日に告示、31 日に投開票と、政治日程が密になっており、政府も動

きにくくなることが予想されるが、いずれにせよ、経済は待ったなしの状況だけに、ここは、注

視姿勢が肝要だ。 

なお、市況についても、経済復興を阻害する方に動いているが、今週はさすがに、いずれも模

様眺めの動きになると市場は見ているようだ。 
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〇この間、米国の経済指標については、まずは景況関連の、10 月「フィラデルフィア連銀製造

業景気指数」（21 日、市場は、25.0 と、前月の 30.7 から低下予想）、9 月「景気先行指標総合

指数」（21 日、前月比＋0.4％と、前月の＋0.9％から伸び低下予想）に注目したいが、市場は、

ともに慎重な見方に転じており、ここはやや気掛かりだ。ただ、10 月「製造業ＰＭＩ」（22 日、

60.5 と、前月の 60.7 から低下予想）はともかく、10 月「サービス業ＰＭＩ」（22 日、55.2

と、前月の 54.9 から上昇予想）は、改善予想となっており、必ずしも、慎重一辺倒になってい

るわけではないようだ。なお、第 2 週「新規失業保険申請件数」（21 日）、同「失業保険継続受

給者数」（21 日）も公表されるが、市場は、とりあえず、前週（各々29.3 万件、259.3 万人）

から横ばいと見ているが、ここは増加もあり得ると見て置いたほうが良さそうだ。 

その他の実体経済指標については、9 月「鉱工業生産」（18 日、前月比＋0.2％と、前月の＋

0.4％から伸び低下予想）は、減速見込みになっているが、9 月「設備稼働率」（18 日、76.5％

と、前月の 76.4％からやや上昇予想）の低下に繋がるとは見られておらず、ここは、模様眺め

の気配だ。なお、住宅関連については、9 月「中古住宅販売件数」（21 日、年率換算 608 万件

と、前月の 588 万件から増加予想）については、好調持続の見通しだが、この一方で、9 月「住

宅着工件数」（19 日、年率換算 161.0 万件と、前月の 161.5 万件から若干減少予想）はやや減

速しており、一様の動きではない。なお、9 月「建設許可件数」（19 日、年率換算 167.0 万件

と、前月の 172.1 万件＜速報値 172.8 万件を下方修正＞から減少予想）も減速予想となってお

り、いずれにせよ、注意が必要だ。 

 

〇こうした中、我が国では、「緊急事態宣言」解除後、2 週間たつが、飲食店やサービス業への

来客の動きは、未だ鈍いようだ。なお、経済指標では、まずは、景況を、10 月「製造業・サー

ビス業ＰＭＩ」（ともに 22 日、Markit Economics）で確認するが、市場は、前者が、51.0（前々

月 52.7→前月 51.5）と、悪化が続く一方で、後者は、49.5（前々月 42.9→前月 47.8）と、

「緊急事態宣言」解除の影響もあり、改善が加速する格好になると見ているが、ここはやや楽観

的過ぎるようにも思えるところだ。 

さらに、物価動向は、9 月「全国消費者物価指数」（22 日、総務省）で確認することになるが、

市場は、コア（除く生鮮食品・エネルギー）が、前年同月比‐0.4％（前々月‐0.6→前月‐0.5％）

と、順次、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の一方で、Go To

トラベルの反動といった特殊要因は続いているものの、物価の基調自体は堅調と見ているためだ。

なお、9 月は、これに、輸送費の上昇効果が加わると見ているようだ。 

また、設備投資動向は、8 月「建設総合統計」（19 日）で確認するが、市場は、前月（前々月

＋2.1→前月＋3.0％）での伸び増加傾向が、民間居住用住宅（前々月＋4.0→前月＋6.6％）中

心に、さらに進むと見ているようだ。 

最後は、輸出動向だが、これは、9 月「貿易統計」（20 日、財務省・日銀）で確認したい。市

場は、輸出が、前月比‐0.2％（前々月 0.0→前月＋0.8％）と、供給制限・停滞の影響が続き小

幅減少に転じる一方で、輸入は、前月比＋3.0％（前々月‐1.4→前月＋4.6％）と、コロナ関連

もあって医療・医薬品等の輸入増加から、2 か月連続でのプラスになる見込みから、季節調整済

み貿易収支は、‐0.50 兆円（前々月‐0.005→前月‐0.27 兆円）と、さらにマイナス幅を拡大す
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ると見ている。 

 

３．来週の公表予定経済指標 

〇来週は、まずは、日銀政策決定会合（27～28 日）に注目したいが、市場は、基本的に現行政

策に変更はないと見ているようだ。なお、経済指標は、以下のように重要なものが数多いので注

視したい。 

 

・景況関連；10 月「製造業ＰＭＩ」（29 日） 

・消費関連；10 月「消費活動指数」（29 日） 

9 月「商業動態統計」（28 日） 

・消費周辺； 9 月「失業率」（29 日） 

9 月「有効求人倍率」（29 日） 

・物価関連；10 月「東京都区部消費者物価指数」（29 日） 

9 月「企業向けサービス価格指数」（26 日） 

・設備関連； 9 月「住宅着工統計」（29 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(No265－追補) 

――ＩＭＦ（国際通貨基金）の世界経済見通し 

――米国の経済動向 

――中国経済の行方 

――我が国に「悪い円安」懸念が台頭の兆し 

 

１．ＩＭＦ（国際通貨基金）の世界経済見通し 

〇ＩＭＦは、このほど、世界経済見通しを改定し、2021 年全体で、＋5.9％（前回 7 月時点＋

6.0％）と下方修正した。なお、2022 年については、＋4.9％と据え置きのままにしているの

で、これまでのような経済回復の先送りではなく、名実ともに、足元の景気回復テンポが鈍化し

ていると見られているわけで、ここは、注意したほうが良さそうだ。 

この間、米国は、＋6.0％（前回＋7.0％）と、１％ポイントといった大幅な下方修正となり、

全体の足を引いた格好にもなっている。なお、ＩＭＦとしては、下方修正の要因の一つに、7～

9 月期の消費の弱さ（アトランタ連銀に因れば、このため 7～9 月期実質ＧＤＰ成長率は、前四

半期比年率＋1.3％まで急減速すると試算）をあげており、さらに、2022 年についてみても、

＋5.2％（前回＋4.9％）と上方修正されているが、2021 年のマイナス分のカバーとしては、

極めて不十分だ。また、中国については、＋8.0％（前回＋8.1％）と、僅かであるが下方修正

されており、さらに、2022 年も、＋5.6％（前回＋5.7％）と、連続して下方修正されている

のが実状だ。要するに、これまで、世界経済の牽引車だった米中両国とも、やや黄信号が灯り始

めているということであり、世界経済における影響は少なくないと見たほうが良さそうだ。 

ところで、こうした中で、ユーロ諸国は＋5.0％（前回＋4.6％）、新興・途上国が＋6.4％（前

回＋6.3％）と、ともに上方修正されているが、前者は、世界的な供給制限・停滞の埒外（ラチ

ガイ）にあるわけではないうえ、天然ガス価格の高騰等に悩まされている。また、後者も、後述

のように、関係の深い中国の経済不振の影響が懸念されるうえ、米国長期金利の上昇気配とそれ

に伴う通貨安懸念に見舞われているわけで、実体的には、下方修正に追い込まれているはずと見

る向きも少なくないのが実状だ。 

 

〇いずれにせよ、ここは、世界経済全体としても、仮にコロナ感染縮小が進むにしても、新たな

局面に立たされ始めているとも言えるわけで、簡単に景気回復が進むとは考えない方が賢明とも

思われる。なお、我が国は、2021 年が＋2.4％（同＋2.8％）、2022 年が＋3.2％（同＋3.0％）

と、ともに修正されているが、水準は極端に低いのが特徴だ。 

 

[参考] ＩＭＦの世界経済見通し 

2021 年（7 月予測比） 2022 年（同） 

世界      5.9％ （‐0.1％）   4.9％ （－） 

米国      6.0％ （‐1.0％）   5.2％ （0.3％） 
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ユーロ圏    5.0％ （ 0.4％）   4.3％ （－） 

中国      8.0％ （‐0.1％）   5.6％ （‐0.1％） 

新興・途上国  6.4％ （ 0.1％）   5.1％ （‐0.1％） 

日本      2.4％ （‐0.4％）   3.2％ （ 0.2％） 

 

２．米国の経済動向 

〇米国経済については、市場は、テーパリング（量的金融緩和政策縮小）の早期実行をすでに織

り込み済みで、懸念していた、「債務上限問題」も、ほぼ解決済みとの姿勢も見る向きも少なく

ないほか、インフレ懸念も「一時的」として片づけようとしているようにも見えるところだ。た

だ、この一方で、前述のように、経済回復テンポは明らかに落ちてきているように見えるわけで、

ここは詳細を検証すべきと思われる。 

即ち、「債務上限問題」については、最終解決したわけではなく、いつでも蒸し返される恐れ

が残っていると見るべきで、さらに、テーパリング（11 月半ばに開始、2022 年夏ごろに終了）

についても、利上げには必ずしも繋がっていないにしても、正常化を急ぎ過ぎれば、長期金利の

急騰や株価下落、ひいては新興国の混乱を引き起こしかねないわけで、ここは慎重に状況を見極

めながら進める必要があるところだ。さらに、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）にしても、かなりの修正を余儀なくされそうな気配では

あるが、この間、ＦＲＢ（連邦準備制度理事会）の資産規模は、既に、10 月初旬段階で、7 兆

9000 億ドルと、コロナ危機前の 2 倍強にも膨れ上がり、このままでは、来年夏には、8 兆 5000

億ドルにも達するとも言われているわけで、しかも、これが、金利を低く抑え、新興国の債務危

機をも防いでいる現況を鑑みれば、市場の中に、慎重姿勢を求める声があるのも理解できるとこ

ろだ。 

ただ、この一方で、このところの経済活性化が、逆に、分野によっては極端な人手不足や供給

制限・停滞による生産抑制、原油急騰を呼び込み、むしろ経済をむしばみ始めているようにも見

えることも事実であるわけで、仮に、これが、インフレ期待の予想以上の長期化に繋がるようで

あれば（ミシガン大学が公表している、「5 年先のインフレ期待」は、1～3 月期＋2.7％→4～6

月期＋2.8→7～9 月期＋2.9％と、目標値の２％を大きく上回ったまま毎期上方修正）、ＦＲＢ

は非常に難しい手綱裁きを要求されることになる。いずれにせよ、ここは、引き続き、注意深く

ウォッチする必要がありそうだ。 

 

３．中国経済の行方 

〇中国経済については、市場の一部には、1 か月猶予されていたデフォルト期日（23、29 日）

が迫ってきている「恒大」にしても、政府がこのまま放置するわけがないとの楽観論も少なくな

いが、大手不動産の債務不履行問題はその他の先にも広がってきているほか、大都市のバブル抑

制を狙った不動産規制（新築物件の 15％超の値引き禁止、開発コストを下回る不当廉売禁止、

住宅ローン審査の厳格化等）が、逆に、マンション売り上げ減、価格引き下げに繋がり、ひいて
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は、地方財政の更なる悪化要因になっているようだ。なお、中国政府は、主要国が地方政府の安

定財源としている固定資産税の立法化を目指したこともあったが、結局、共産党員の反対論が強

く、先送り状況が続いており、地方政府の安定財源に欠けることが、これに拍車をかけているよ

うだ。 

この間、中国政府は、石炭火力発電（全体の 7 割を占める）の電気料金を最大 20％（従前は

10％）値上げすることを容認し、15 日には実施することを決定しており、地方政府の補てんが

なければ、企業、市民生活が打撃を受けることにもなりそうで、これも、経済面への影響が懸念

されるところだ。なお、これに先立って、電力制限が実行されていることから、9 月「卸売物価

指数：生産者物価指数」（14 日、前年同月比＋10.7％と、前月の＋9.5％から伸び上昇）は、

過去最大の伸びを記録した格好になっており、供給制限・停滞の長期化からもともと生産を抑制

してきていた企業は、弱り目に祟り目の形だ。さらに、この一方で、9 月「消費者物価指数」（14

日、前年同月比＋0.7％と、前月の＋0.8％から伸び低下）は、引き続き伸び悩むなど、企業の

価格転嫁の遅れが目立ち、これが収益悪化につながり、はては雇用や所得の回復の遅れとなり、

消費低迷の原因になるなど、悪循環の元にもなり始めている状況だ。 

さらに、来週は、重要な経済指標公表が予定されているが、7～9 月期「ＧＤＰ」（18 日、前

年同期比＋5.0％と、前月の＋7.9％から大きく伸び低下予想）について、市場は大きく伸びが

鈍化すると見ており、9 月「鉱工業生産」（18 日、前年同月比＋3.9％と、前月の＋5.3％から

伸び低下予想）も同様の動きとなる見通しだ。ただ、9 月「小売売上高」（18 日、前年同月比＋

3.5％と、前月の＋2.5％から伸び増加予想）については、「国慶節」後の、「サービス業ＰＭＩ」

（8 日、53.4 と、46.7 から伸び上昇）が、予想外に好調だったことが尾を引いているようだ。 

いずれにしても、中国経済は、回復の契機を損ないつつあるようと見たほうが賢明とも思える

ところだ。ただ、この場合には、当然、中国の「低・中所得国」向け融資の経由先になっている、

「IBRD：国際復興開発銀行」（2020 億ドル）、「IDA：国際開発協会」（1770 億ドル）にも影

響があることになりかねず、世界金融に及ぼす悪影響は小さくない。 

 

４．我が国に、「悪い円安」懸念が台頭の兆し 

〇かつて我が国は、長らく、輸出立国として、基本的には円安が企業業績を改善させ、景気回復

につながると考えられてきた。そうした中、15 日には、114 円台と、約 2 年 11 か月ぶりの円

安水準になり、市場には、これを歓迎する向きもないではないが、中には、「悪い円安」局面入

りしていると、警戒する向きも出てきているのが実状だ。 

というのは、そもそも、輸出企業では、為替変動リスクを狭小化するため、輸出決済をドル建

てで実行する向きが増えているわけで、例えば「アベノミクス」下で、ドル円相場は大きく上昇

したが、さりとて、この間、輸出量はほとんど増えていないなど、円安メリットが享受しにくい

環境になっていることを指摘する向きもあるところだ。さらに、足元は、供給制限・停滞から、

輸出企業が生産抑制に動かざるを得ない状況にあるほか、コロナ感染もあって消費が低迷し、企

業は、円安に因る仕入れ価格上昇を販売価格に転嫁できず、採算悪化を余儀なくされるという事

情も加わり、むしろ円安デメリットの方が目立つ格好になっていることが要因だ。 

なお、企業にとっては、交易条件（輸出物価/輸入物価）が改善することが望ましい。ところ
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が、このところの①円安、②石油高の同時進行は、揃ってこれを悪化させる方向に働いており、

しかも先行き、短期間では改善しないとなると、企業にとっては由々しき事態とも言えるわけで、

これが、「悪い円安」を主張する主たる要因になっている。 

いずれにせよ、わが国には、為替や資源価格を左右させる力はないわけであるが、ここで、こ

れを座視するわけにもいかないわけで、少なくとも、政府・日銀が、他の主要国の中で唯一「出

口論」の論議を放置しているような事態は、改善する努力が必要とも思われるのだが、どうだろ

うか。 

                                           

以 上 
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