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先週および今週の我が国主要経済指標から（№266） 

１．先週の動き概要 

〇先週は、コロナ感染については、わが国では急速に減少が進み、昨年 6 月以来の低水準にま

で低下している。ただ、感染減少の背景が今一つ明らかでないうえ、ワクチン接種効果に期限が

あることが判明したまま、懸念されている冬場を間近にひかえているわけで、感染防止には引き

続き注意することが肝要とも思われる。事実、例えば、英国、ロシアでは、再び感染が急増して

いる。なお、こうした中、経済面では、米欧中心に回復の動きが続いてはいるが、期待していた

ほどではない。とくに、製造業で、供給・輸送制限・停滞が予想以上に長期化する気配にあり、

自動車中心に、むしろかなり遅れが目立ってきている。（米国、中国の経済状況詳細については、

別添追補参照） 

この間、市況面では、株式市場は、特にＮＹ市場が経済指標の動きに過度に反応する傾向が続

いているが、22 日には、2 か月ぶりに過去最高値を更新している。ただ、この一方で、期待イ

ンフレ率の上昇が目立ってきており、長期金利も、2～5 年物は上昇圧力が強いが、10 年超物

は上昇テンポが鈍いなど、ややこれまでにない動きを示している。これを受けて、我が国の株価

も上昇しているが、市場では、「通常、総選挙時に見られている熱気に乏しい」と見ているよう

だ。ただ、週前半には拡大していた日米金利差も、後半には縮小方向にあり、つれて、為替相場

は、週末にかけて円高に変化した格好だ。この間、原油は、20 日のＮＹ市場ＷＴＩ先物が 1 バ

レル 84 ドル台と 7 年振りの高値を付けた後、週末には、暖冬観測もあって反落しての週越えと

なっている。 

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、23.8 と、前月の 30.7 から低下）、9 月「景気先行指標総合指数」（21 日、

前月比＋0.2％と、前月の＋0.8％＜速報値＋0.9％を下方修正＞から伸び低下）は、ともに慎重

な市場予想（各々前月の 25.0、＋0.4％）をも下回る水準まで悪化している。さらに、10 月「製

造業ＰＭＩ」（22 日、59.2 と、前月の 60.7 から低下）も悪化している。ただし、10 月「サー

ビス業ＰＭＩ」速報値（22 日、58.2 と、前月の 54.9 から上昇予想）は、市場予想（55.1）

を上回る改善となっており、製造業とサービス業の動きが真逆になっていることには注意が必要

だ。なお、第 2 週「新規失業保険申請件数」（21 日、29.0 万件と、前週の 29.6 万件＜速報値

29.3 万件を下方修正＞から減少）、同「失業保険継続受給者数」（21 日、248.1 万件と、前週

の 260.3 万人＜259.3 万人を上方修正＞から減少）については、市場は増加もあり得ると見て

いたが、結局は減少が継続した形だ。 
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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‐1.3％と、‐0.1％＜

速報値＋0.4％を下方修正＞から、マイナス幅拡大）は、減速基調がさらに進んだ格好だ。また、

9 月「設備稼働率」（18 日、75.2％と、前月の 76.2％＜速報値 76.4％を下方修正＞から低下）

も市場の改善予想（76.5％）とは逆に悪化を余儀なくされている。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 629 万件と、前月の 588 万件から増加）について

は、市場予想（609 万件）をやや上回る形で好調持続の格好だが、この一方で、9 月「住宅着

工件数」（19 日、年率換算 155.5 万件と、前月の 161.5 万件から減少）、9 月「建設許可件数」

（19 日、年率換算 158.9 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）はともに、慎重な市場予想（各々前月の 162.0 万件、168.0 万件）をも上回る減速となっ

ており、ここは大いに気になるところだ。 

〇こうした中、我が国の経済指標では、まずは、景況関連の、10 月「製造業・サービス業ＰＭ

Ｉ」（ともに 22 日、Markit Economics）に注目していたが、前者が、53.0（前々月 52.7→前

月 51.5）と、悪化が続くと見ていた市場予想（51.0）とは裏腹に改善を果たしており、ここは

やや意外だった。さらに、後者も、50.7（前々月 42.9→前月 47.8）と、「緊急事態宣言」解除

の影響もあり、市場予想（49.5）を上回る形で、改善加速となっている。 

さらに、物価動向は、9 月「全国消費者物価指数」（22 日、総務省）で確認したが、コア（除

く生鮮食品・エネルギー）が、前年同月比‐0.5％（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た市場予想に反し、横ばいにとどまった。結局、昨年実施された「Go 

To トラベル」の反動や輸送費の上昇効果はあるものの、携帯電話通信料引き下げの影響の方が

未だなお大きいということだ。ただ、物価の基調自体は堅調との見方を市場は継続している。な

お、項目別には区々（マチマチ）の動きになっているが、家具・家事用品（前月＋2.9→当月＋

1.7％）、被服及び履物（前月＋0.8→当月 0.0％）、教養娯楽（前月＋3.7→当月＋3.3％）とい

った、いわゆる不要不急の商品が値下がりしている一方で、光熱・水道（前月＋2.5→当月＋4.4％）

といった必需品目で値上がりが目立っているのは気になるところだ。さらに、足元は急落してい

る生鮮食品（前月‐8.8→当月＋2.2％）も、この時点では、大きくプラス回帰している。また、

ガソリン（前月＋16.9→当月＋16.5％）は、ほぼ高値横ばいで推移しているが、エネルギー全

体（前月＋5.5→当月＋7.4％）では、さらに大きく上昇している。 

なお、設備投資動向は、8 月「建設総合統計」（19 日、国交省）で確認したが、前年同月比＋

1.5％（前々月＋2.1→前月＋3.0％）と、伸び鈍化の格好だ。これは、民間居住用住宅が、同＋

9.0％（前々月＋4.0→前月＋6.6％）と、さらに伸びを高めているが、この一方で、公共投資が、

同‐3.6％（前々月＋1.3→前月＋1.8％）と、水面下に沈んだためだ。 

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）で確認したが、輸

出については、季節調整値前月比‐3.9％（前々月 0.0→前月＋0.8％）と、供給制限・停滞の影

響が続き、慎重な市場予想（‐0.2％）を上回るマイナスに転じた格好だ。この一方で、輸入は、

同＋0.2％（前々月‐1.4→前月＋4.6％）と、市場予想（＋3.0％）ほどではないが、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り、結局、貿易収支は、

‐0.62 兆円（前々月‐0.005→前月‐0.27 兆円）と、市場予想（‐0.50 兆円）を上回る形で、さ

らにマイナス幅を拡大している。なお、国別輸出動向を見ると、米国向けは、前月比‐3.3％（前々



 

3 

 

先週および今週の我が国主要経済指標から（№266） 2021.10.25 

月＋26.8→前月＋22.8％）と、7 か月振りの減少に転じているが、中国向けは、同＋10.3％（前々

月＋18.9→前月＋12.6％）と、15 か月連続の増加が続いており、このところ米中向けの格差

（中国優位）は縮小方向にあったが、再び開いた形だ。 

 

２．今週の動き予想 

〇今週は、我が国では、コロナ感染者数が劇的に減少しているほか、リバウンド防止期間が 24

日には終了し、これまでの規制も東京を含め原則解除される見込みであるが、人流は戻ってきて

いても、飲食店等の売り上げは、期待していたほどには戻ってきてはいないようにも見え、さら

にこの一方で、政府は、第 6 波到来の兆しを警告しているわけで、ここは一段と注意深いウォ

ッチが必要だ。また、世界的に見ても、未だ感染が高水準にとどまっている国が少なくないうえ、

ワクチン接種も滞ったままの国も同様な状況を鑑みれば、安心はできず、経済面でも、別添追補

でも説明しているように、むしろ、足踏み観の方が強いと言わざるを得ないようでもあり、留意

が肝要だ。さらに、「政治・地政学リスク」についても、とくにアフガニスタン、ミャンマー、

香港、北朝鮮については、動きが少ないとしても何ら解決の方向にあるわけではないので、引き

続きウォッチが必要だ。 

また、市況についても、期待インフレ率は、場合に因っては、米国のテーパリング（量的金融

緩和政策）を早める可能性もあると見る向きもあり、注視姿勢が重要だ。さらに、株式は、ＮＹ

市場が、後述の 7～9 月「ＧＤＰ成長率」の大幅減速や中国「恒大」問題の長期化を勘案すれば、

企業決算好調といった背景があるにしても、上伸するとは考えにくい。また米国長期金利の上昇

にもブレーキがかかりそうで、もともと変化の余地が乏しい我が国との金利差は縮小方向に進む

と見られる。さらに、為替相場も、利益確定目的の円買いが進むと見られており、急速な円安は

一服の気配だ。なお、原油については、11 月 4 日開催予定の「ＯＰＥＣ（石油輸出国機構）プ

ラス」の結論待ちの形で、当面、高値横ばいに推移すると見られているようだ。いずれにせよ、

変動が激しく趨勢（スウセイ）把握が難しい状況が続いているわけであるが、金融経済実態をと

らえる上で重要であり、引き続ききめ細かく注目していく必要があることは確かだ。 

〇米国については、中国ほどではないにしろ景気減速が懸念される状況でもあるだけに、経済指

標については一段と注意深くウォッチしたい。そこでまず注目したいのは、第 3 四半期「ＧＤ

Ｐ速報値」（28 日、市場は、前四半期比年率＋2.7％と、前四半期の＋6.7％から大幅低下予想）

であるが、市場は、大幅に減速するとの厳しい見方だ。さらに、10 月「シカゴ購買部協会景気

指数」（29 日、64.0 と、前月の 64.7 から低下予想）も同様に悪化方向だ。ただ、この一方で、

10 月「消費者信頼感指数」（26 日、110.0 と、前月の 109.3 から上昇予想）、10 月「リッチ

モンド連銀製造業指数」（26 日、5 と、前月の-3 からプラス転化予想）、10 月「ミシガン大学

消費者態度指数・確報値」（29 日、71.4 と、前月の 71.4 から横ばい予想）については、とも

にやや強気の見方となっており、引き続き慎重一辺倒ではないことにも留意が必要だ。この間、

第 3 週「新規失業保険申請件数」（28 日、市場は 29.2 万件と、前週の 29.0 万件から増加予想）

はやや増加するとの見方であるが、同「失業保険継続受給者数」（28 日、242.0 万人と、前週

の 248.1 万人から減少予想）については、とりあえず減少が続くと見ているようだ。 

その他の実体経済指標では、気掛かりなのは物価動向だが、9 月「個人消費支出・コアデフレ
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ーター＜食品・エネルギー除く＞」（29 日、前年同月比＋3.7％と、前月の＋3.6％から若干上

昇予想）については、市場は、僅かとはいえ、さらに上昇すると見込んでいる。ただし、9 月「個

人消費支出」（29 日、前月比＋0.6％と、前月の＋0.8％から伸び低下予想）は、伸び減速し、

消費関連指標でもある、9 月「個人所得」（29 日、前月比‐0.2％と、前月の＋0.2％から減少予

想）は、とうとうマイナスに転じる見通しになっており、コロナ感染一服の影響はあまり窺われ

ない。なお、住宅関連についても、8 月「住宅価格指数」（26 日、前月比＋1.5％と、前月の＋

1.4％から若干伸び上昇予想）も、僅かながらも上昇見込みになっており、9 月「新築住宅販売

件数」（26 日、年率換算 75.6 万件と、前月の 74.0 万件から増加予想）も、増加する見通しだ。

ただ、設備投資については、9 月「耐久財受注」（27 日、前月比‐1.0％と、前月の＋1.8％から

マイナスに転化予想）で確認するが、市場は、冴えない見通しをしている。 

〇この間、我が国経済については、まずは、日銀政策決定会合（27～28 日）に注目したいが、

市場は、日銀が、現行政策を基本的に変更しないとしても、2021 年度の経済成長率見通しを引

き下げると見ているようだ。なお、経済指標については、気掛かりなのは、まずは、消費動向で

あるが、これは、10 月「消費動向調査」（29 日、内閣府）で確認することになるが、市場は、

消費者態度指数が、40.9（前々月 36.7→前月 37.8）と、「緊急事態宣言」解除効果もあって、

改善がさらに進むと見ている。さらに、9 月「商業動態統計」（28 日、経産省）の小売売上高に

ついては、市場は、前年同月比‐2.3％（前々月＋2.4→前月‐3.2％）と、この時点では未だマ

イナス基調が続くが、その幅を幾分でも縮小すると見ているようだ。 

また、消費周辺指標である、9 月「失業率」（29 日、総務省）は、2.8％（前々月 2.8→前月

2.8％）、9 月「有効求人倍率」（29 日、厚労省）については、1.14 倍（前々月 1.15→前月 1.14

倍）と、とりあえず横ばいにとどまると、市場は見ている。 

さらに、注目の物価動向については、10 月「東京都区部消費者物価指数」（29 日、総務省）

で確認することになるが、市場は、生鮮食料品を除くベースで、前年同月比＋0.3％（前々月

-0.1→＋前月-0.1％）と、プラスに転化すると見ている。なお、9 月「企業向けサービス価格

指数」（26 日、日銀）についても、市場は、前年同月比＋1.1％（前々月＋1.1→前月＋1.0％）

と、再び、上昇テンポを高める方向に転じるとの見方だ。 

なお、減速が目立つ生産動向については、9 月「鉱工業生産・速報値」（29 日、経産省）で確

認するが、市場は、前年同月比＋0.4％（前々月＋11.6→前月＋8.8％）と、さらに大きく減速

すると見ている。 

最後は、設備投資動向で、これは、9 月「新設住宅着工」（29 日、国交省）で確認することに

なるが、市場は、前年同月比＋8.0％（前々月＋9.9→前月＋7.5％）と、再び伸びを高めると期

待している。 

 

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少ないが、総選挙後の経済動向が大いに気になる

ことでもあり、引き続き、注意深くウォッチしたい。 
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・景況関連；10 月「製造業・サービス業ＰＭＩ・最終」（各 1 日、4 日） 

・消費関連；10 月「新車登録台数」（1 日） 

・設備関連； 9 月「新設住宅建設」（5 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(No266－追補) 

――米国経済は、サービス業改善の一方で、なお不透明感が強い。 

――中国経済は、政府が懸命な対応姿勢を見せているがなお減速懸念 

 

１．米国経済は、サービス業改善の一方で、なお不透明感が強い 

〇米国経済については、コロナ感染の一服もあり、サービス業での持ち直しが目立つが、この一

方で、製造業は供給制限・停滞の長期化から冴えない動きが続いている。さらに、「債務上限」

問題や、期待インフレ率の動き如何では、早めの政策変更を呼び込みかねないと警戒する向きも

出てきている状況だ。 

即ち、「債務上限」問題については、とりあえず、12 月初旬まで繰り延べされ、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）とセットでの攻

防が続いている。ただ、この間、民主党が、3 兆 5000 億ドルの予算案について 2 兆ドルに減

額するとか、「判断を財務長官に委ね、議会が拒否権を持つ」案を打ち出していることから、市

場は、早晩決着に進むことを期待しているようだ。なお、ＮＹ株式市場は、こうしたことに加え、

後述の中国「恒大」のデフォルト懸念の一応の後退や企業業績・雇用情勢が予想を上回って好調

だったことなどもあって、22 日には、2 か月ぶりに過去最高を更新している。 

もっとも、こうした中で、期待インフレ率が予想以上に高まってきていることも事実で、ＦＲ

Ｂ（連邦準備制度理事会）は、「あくまで一時的」との立場を維持しているものの、市場の中に

は、場合に因っては、テーパリング（量的金融緩和政策）の早期実行はもとより、利上げも視野

に入りかねないと懸念する向きも出始めているのが実態だ。仮にそうなれば、現在既に高騰して

いる※コモディティ価格や配送コストが一層混乱することが予想されるうえ、途上国に与える悪

影響も大きいと思われるわけで、ここは注意が必要だ。 

※コモディティ･･･先物市場で取引されている商品：原油等のエネルギー、貴金属、穀物等 

なお、この一方で、米国の 2021 会計年度決算が公表されたが、歳入が 4 兆 460 億ドル（前

年 3 兆 4200 億ドル）と増加はしたが、歳出も 6 兆 8180 億ドル（同 6 兆 5520 億ドル）と増

加しており、結局、赤字額は、2 兆 7720 億ドルと、前年（3 兆 1320 億ドルの赤字）に比べ

縮小はしたが、なお巨額のままであり、猶予ならざる事態が続いている格好だ。さらに、雇用情

勢についても、ＦＲＢ理事の中には、「パンデミック中に離職した就業者が労働市場に戻ってお

らず、数値が底上げされている」と見る向きもあることには、留意しておいたほうが良さそうだ。 

いずれにしても、ここは、米国経済は回復に向かっているとしても、そのテンポは落ちてきて

いると見たほうが賢明と思われる。 

 

２．中国経済は、政府が懸命な対応姿勢を見せているがなお減速懸念 

〇中国経済については、不動産大手「恒大」が、利払い猶予期限（23 日）前に、支払い（8353

万ドル）を実行して、懸念されていたデフォルトを回避、市場に安ど感が広がった格好だ。ただ、

「恒大」は、先行き、10 月 29 日、11 月 11 日には再び猶予期限を迎えるわけで猶予ならざる
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事態が続く見通しだ。さらには、その資金捻出のための資産や株式売却にも苦労していることを

勘案すれば、前途はなお険しいと見たほうが賢明のようだ。なお、市場には、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、そもそも、不動産危機は、政府が、「共同富裕（貧

富の格差を縮小して社会全体が豊かになるという中国共産党政権が掲げるスローガン）」の名の

もとに実行した規制強化（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）に端を発したものであり、さらに、23 日には、全国人民代表大会

常務委員会が、先送り状況が続いていた固定資産税の立法化に向けて、一部の都市で 5 年間試

験的に課税実行することを表明していることから、これが、不動産取引をさらに冷え込ませる可

能性がある。 

なお、中国のＧＤＰに占める不動産の割合は、主要国では断トツの高水準で、しかも市民には

投資目的でマンションを購入しているケースが極めて多いとされている。例えば、深圳（シェン

チェン：シンセン）、北京のマンションの空室率はコロナ前から 2 割を超えていたが、これは、

基本的にすべて投資物件と見られている模様だ。従って、今回の不動産規制強化は、「共同富裕」

名目としては、極めて理に適っているとも言えるわけで、とすれば、政府がこの救済に向かうと

は考えにくいとも思われるところだ。事実、主要 70 都市の新築マンション価格は、6 年 5 か月

振りの下落に転じており、この一方で、投資信託残高は、8 月時点で 24 兆元と、2020 年末比

2 割も増加しており、我が国の 3 倍の水準にまで急増しているが、これも個人マネーが不動産

から流れ込み始めている結果と、市場は見ているようだ。 

〇さらに、こうした中、政府は、先般、石炭火力発電（全体の 7 割を占めるなど極めて高い依

存度）の電気料金を最大 20％（従前は 10％）値上げすることを容認したところであるが、こ

の一方で、石炭価格安定に向けて介入方針を検討し始めるなど、一見、矛盾した方針を打ち出し

ている。このため、既に、一般石炭先物価格の急落を呼び込んでおり、これが、電力会社の収益

改善には繋がっているとしても、企業、市民生活が打撃を受ける構図には変わりなく、経済面で

の不安定化はむしろ進んでいる格好だ。 

いずれにせよ、政府が「共同富裕」を狙うのは是としても、これを急ぐあまりに、様々な分野

で不都合な事態を引き起こしていることも事実で、これが落ち着くにはかなりの時間を要すると

思われ、さらに最悪の場合には行き詰まる可能性もあるわけで、ここは、一層注意深くウォッチ

していく必要がありそうだ。 

〇こうした中、7～9 月期「ＧＤＰ」（18 日）は、前年同四半期比＋4.9％と、前四半期＋7.9％

からの大幅減速が目立っている。さらに、同時に発表された、9 月「鉱工業生産」も、前年同月

比＋3.1％（前月＋5.3％）と、市場予想（＋3.9％）をさらに下回る水準にまで、伸びが大きく

鈍化している。ただし、9 月「小売売上高」は、前年同月比＋4.4％（前月＋2.5％）と、市場

予想（＋3.5％）を上回る伸び増加を見ており、この構図は、主要国と同様の姿だ。 

 

                                           

以 上 
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