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先週および今週の我が国主要経済指標から（№268） 

１．先週の動き概要 

〇先週、コロナ感染は、基本的には収束方向にあるが、この一方で、英国・米国・韓国等では、

感染が高止まりしているまま経済復興を強行しようとしているほか、ゼロコロナを目指している

中国でも、感染増加の方向にあり、防疫に苦慮している等、予断を許さない状況が続いているよ

うにも見える。（この点に関しては、別添追補で詳細解説。） 

この間、米国では、経済指標の動きは後述のように区区（マチマチ）ではあるが、3 日に開催

されたＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）で、予想通りに「テーパリング」（量的金融緩和政策縮

小）の実行を決めた。ただし、「利上げにはなお慎重」との姿勢を明らかにもしたことから、市

場は、これを、「緩和的な金融環境が当面継続」と受け止め、株価は、連日最高値を更新（5 日

には、雇用指標が予想外に好調だったことからさらに値上がり）、長期金利は週末にかけて低下、

為替は、やや円高に進んだ格好だ。（なお、米国のテーパリングの影響等については、別添追補

で詳細解説） 

この間、原油については、市場は、11/4 日開催の「ＯＰＥＣ（石油輸出国機構）プラス」に

注目していたわけであるが、結局、コロナ再感染で需要が細りかねないとの懸念が強く、減産追

加緩和は、12 月以降に先延ばしされた。このため、原油価格は、さらに上昇し、国内のガソリ

ン価格は 7 年 3 か月ぶりの高値となった。ただ、この一方で、減産追加緩和を要請していた米

国政府が戦略石油備蓄を放出するとの観測が広がり、4 日には、一時 1 バレル 83 円台まで値上

がりしていたＷＴＩ（テキサス産軽質油）12 月渡しが、1 バレル 78.81 ドルにまで値下がりす

るなど、値動きが大きいままでの週越えとなった。 

〇こうした中、米国の公表予定経済指標は以下のように数多かったが、まずは、景況関連指標に

注目すると、10 月「製造業・サービス業ＰＭＩ」（各々1 日、3 日、前者は 58.4 と、前回の

59.2 から低下、後者は 58.7 と、前回の 58.2 から若干上昇）は、前者が、市場の改善予想（59.3）

に反して悪化したのに対し、後者は、逆に、横ばい予想（58.2）から改善に転じているなど、

区々の動きになっている。これは要するに、消費動向は改善が続いているが、製造業は、供給制

限・停滞等の悪影響が予想外に長期化しているということだろう。なお、こうした傾向は、10

月「ＩＳＭ製造業・非製造業景況指数」（各々1 日、3 日、前者は、60.8＜市場予想 60.5＞と、

前月の 61.1 から低下、一方で後者は、66.7＜市場予想 62.0＞と、前月の 61.9 からやや大き

く上昇）についても同様だ。ただし、この間、労働統計は改善が進んでおり、例えば、10 月「非

農業部門雇用者数」（5 日、前月比＋53.1 万人と、前月の＋31.2 万人＜速報値＋19.4 万人を
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上方修正＞から大きく増加）は、もともと強気の市場予想（＋45.0 万人）をさらに上回る水準

の増加となっている。また、10 月「失業率」（5 日、4.6％と、前月の 4.8％から低下）、10 月

「平均時給」（5 日、前年同月比＋4.9％と、前月の＋4.6％から伸び上昇）ともに、改善が進ん

だ形になっている。さらに、第 4 週「新規失業保険申請件数」（4 日、26.9 万件と、前週の 28.3

万件＜速報値 28.1 万件を上方修正＞から減少）、第 4 週「失業保険継続受給者数」（4 日、210.5

万人と、前週の223.9万人＜速報値224.3万人を下方修正＞から減少）も、ともに市場予想（各々

27.5 万件、211.8 万人）を上回るスピードで減少継続の形となった。 

ただ、この一方で、実体経済指標には、むしろ、ここにきて悪化しているものも少なくなく、

ここは注意してウォッチしていく必要がありそうだ。即ち、7～9 月期「非農業部門労働生産性」

（4 日、前期同月比年率‐5.0％と、前月の＋2.4％＜速報値＋2.1％を上方修正＞からマイナス

に大きく転化）は、慎重な市場予想（‐3.0％）を上回るマイナス水準に転化している。さらに、

9 月「製造業新規受注」（3 日、前月比＋0.2％と、前月の＋1.0％＜速報値＋1.2％を下方修正

＞から伸び低下）も、ほぼ市場予想（0.0％）通りに横ばい圏内まで伸びが鈍化しているほか、

9 月「建設支出」（1 日、前月比‐0.5％と、前月の＋0.1％＜速報値 0.0％を上方修正＞から伸び

低下）については、市場は少なくともある程度上昇する（＋0.4％）と見ていたが、結局、マイ

ナスに終わっている。また、9 月「貿易収支」（4 日、‐809 億ドルと、前月の‐728 億ドル＜速

報値‐733 億ドルを上方修正＞から赤字拡大）も、市場予想（‐805 億ドル）を上回る形で悪化

しているといった具合だ。 

〇この間、我が国の経済指標については、まずは、景況関連の、10 月「製造業・サービス業Ｐ

ＭＩ・最終」（各々1 日、4 日、Markit Economics）を注目したが、前者が、53.2（前月 51.5→

当月速報 53.0）、後者が、50.7（前月 47.8→当月速報 50.7）と、ほぼ市場予想（各々53.0、

50.7）通りに横ばいにとどまった。ただ先行きについては、後者は横ばい継続ながら、前者は、

54.5 と、やや大きく改善が予想され、製造業と非製造業との格差が目立ち始めるとの見方にな

っており、ここは注意したほうが良いと思われる。 

また、消費動向は、9 月「家計調査」（5 日、総務省）で確認したが、二人以上世帯の消費支

出は、前年同月比‐1.9％（前々月＋0.7→前月‐3.0％）と、マイナス基調が継続はするが、その

幅を広げるとの市場予想（‐3.5％）に反し、縮小している。さらに、実質ベースでの季節調整

済み前月比は、＋5.0％（前々月‐0.9→前月‐3.9％）と、5 か月ぶりにプラス転化しており、回

復方向にあるのが見て取れる。ただ、10 月の百貨店売上高は、各社とも持ち直しているようで

あるが、いずれも期待しているほどの回復はなく、いわゆる「リベンジ消費」としては勢いを欠

く状況のようだ。この間、10 月「新車登録台数」（1 日、自販連）も公表されたが、前年比‐30.2％

（前々月＋4.4→前月‐30.0％）と、市場予想通りに大幅マイナスがそのまま継続（10 月単月と

しては過去最低）した格好だ。これは、半導体等の供給制限・停滞継続の影響が販売面にも表れ

ているためで、業界も危機感を募らせているところだ。 

 

２．今週の動き予想 

〇今週も、コロナ感染は、基本的には下火に入りつつあり、特に我が国では、説明が出来にくい

ほどの減少を見ている。もっとも、他国の中には未だに感染者が急増している国も少なくなく、



 

3 

 

先週および今週の我が国主要経済指標から（№268） 2021.11.08 

さらに、日本政府は、これまでの入国制限を大幅に緩和する旨、公表しているわけで、先行き、

冬場を控えていることも勘案すれば、ここは、当面、慎重に見守ったほうが賢明とも思われる。

事実、経済状況は、基本的には上昇方向を辿りつつあるとは思うが、各国の経済指標には未だ区々

の動きも少なくないわけで、テーパリングに踏み切った米国にしても、利上げ自体には慎重で、

その他主要国も、市場が利上げ発表確実と見ていた英国も含めて、あしもとの利上げは回避した

格好になっている。ただ、この一方で、物価上昇はさらに高まる気配であり、イングランド銀行

は、「その場合には躊躇なく利上げに踏み切る」と言明しており、米国ＦＲＢ（連邦準備制度理

事会）が、何時まで「一時的現象」として片づけ得るかは不透明だ。 

また、市況については、株価は、米国のテーパリング開始が買い安心感を広げているが、経済

実態を正確には反映していないとの見方も残っており、上昇するにしても上値は重そうだ。なお、

国内市場は、中国株下落の影響がどこまで顕現化するか否かがポイントのようだ。この間、米国

の長期金利上昇圧力は一服し、我が国の場合は、政府の経済対策への期待もあって、下押し圧力

が強まるというのが市場の見方だ。この結果、為替は小動きに終始しそうだ。こうした中、原油

相場については、「ＯＰＥＣプラス」は、コロナ再感染懸念から、当面「減産追加緩和」を否定

しているが、この一方で、米国が、「あらゆる手段を使って、価格高騰が世界経済の回復を妨げ

ないようにしたい」として、主要国ともども、あくまでも「減産追加緩和」を要請し続ける構え

にあり、このせめぎあい次第ということになりそうだ。 

〇この間、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、11 月「ミシガ

ン大学消費者動向指数・速報値」（12 日、市場は、72.5 と、前月の 71.7 から上昇予想）につ

いては、改善が続くと見られており、第 1 週「新規失業保険申請件数」（10 日、26.6 万件と、

前週の 26.9 万件から減少予想）、第 1 週「失業保険継続受給者数」（10 日、前週の 210.5 万人

から減少予想）は、ともに小幅ながらも減少が進むと市場は見ている。 

また、実体経済指標については、特に物価動向が気掛かりであるが、これは、10 月「消費者

物価指数・コア＜除く食品・エネルギー＞」（10 日、前年同月比＋4.3％と、前月の＋4.0％か

ら伸び上昇予想）と、さらに上昇が進み、1990 年以降 31 年ぶりの伸びを記録することもあり

得ると、市場は予想している格好だ。ただ、10 月「卸売物価指数・コア」（9 日、前年同月比＋

6.8％と、前月の＋6.8％から伸び横ばい予想）については、さすがに伸びが頭打ちになると見

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、10 月「景気ウォッチャー調査」（9 日、

内閣府）に注目したい。市場は、現状判断ＤＩを、48.0（前々月 34.7→前月 42.1）、先行き判

断ＤＩを、57.0（前々月 43.7→前月 56.6）と、コロナに関する行動制限の原則撤廃を映じて、

いずれも改善が進むと見ている。 

ただ、消費周辺指標である、9 月「毎月勤労統計」（9 日、厚労省）については、市場は、現

金給与総額が、前年同月比＋0.6％（前々月＋0.6→前月＋0.6％＜速報値＋0.7％を下方修正＞）

と、タイムラグもあり、とりあえず伸び横ばいと見ているようだ。 

また、物価動向も気掛かりであるが、市場は、10 月「企業物価指数」（１１日、日銀）が、

前年同月比＋7.0％（前々月＋5.8→前月＋6.3％）と、さらに伸びが加速すると見ている。事実、

原材料価格高騰からやむなく販売価格を引き上げる品目が目白押しにも見えるところだ。 
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なお、輸出動向については、9 月「国際収支」（9 日、財務省・日銀）で確認するが、市場は、

輸出は、前月（基調済み前月比：前々月＋0.8→前月‐0.9％）に転じたマイナス基調が継続する

と見ているが、この一方で、輸入については、逆に、前月（基調済み前月比：前々月‐0.9→前

月＋5.3％）のプラス転化が、このところの国内需要増加や、海外資材の値上がり、円安傾向を

映じて、継続すると見られることから、結局、貿易収支はさらに赤字が進み、経常収支も、＋

0.84 兆円（前々月＋1.41→前月＋1.04 兆円）と、黒字幅縮小がさらに大きく進むとの見方だ。 

最後は、貸出動向だ。これは、10 月「貸出預金動向」（9 日、日銀）で確認することになるが、

市場は、前月（前年比：前々月＋0.6→前月＋0.6％）に、都銀等（前年比：前々月‐1.6→前月‐

1.1％）のマイナス幅縮小を背景に、伸び横ばいとなったが、当月は、コロナ明けに伴う貸し出

し回収の動きが何処まで強まるかが、注目点と見ているようだ。なお、信金（前年比：前々月＋

2.4→前月＋1.7％）については、前月まで続いている伸び低下が当月も継続すると見られてい

る。 

 

３．来週の公表予定経済指標 

〇来週は、我が国経済は、回復方向にあるとはいえ、反発力は弱く、16 日公表の第 3 四半期「実

質ＧＤＰ」も、前四半期比年率‐0.7％（前々四半期‐4.2→前四半期＋1.9％）と、２四半期ぶり

にマイナス成長になると市場は見ているようだ。この結果、すでに、前四半期年率 9％超（前々

四半期‐2.5→前四半期＋8.3％）の成長を見込み始めているＥＵ（ユーロ圏）との格差が一段と

目立つことになりそうだ。なお、公表予定指標自体は以下のように少ない。 

 

・景況関連；第 3 四半期「ＧＤＰ速報」（16 日） 

・物価関連；10 月「全国消費者物価指数」（19 日） 

・設備関連； 9 月「機械受注」（17 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(No268－追補) 

――コロナ感染は基本的には収束の方向ながら、感染再増加の気配も 

――米国が決定したテーパリング（量的金融緩和政策縮小）に対する市場の見

方は区々（マチマチ） 

――中国経済は、「恒大」の月末利払いが実行されても、なお不透明 

 

１．コロナ感染は基本的には収束の方向ながら、感染再増加の気配も 

〇コロナ感染については、我が国、インド、ブラジル等で大きく減少しているが、この一方で、

ロシアでは、新規感染者が過去最高を更新しているほか、ドイツ、東欧諸国での感染再拡大が目

立ち始めている。さらに、シンガポール、韓国、中国等アジアの一部でも増加が目立ち始めてい

る。また、全面的な経済復興を進めている米国、英国にしても、6 日現在の新規感染者数は、米

国が、101183 人、英国が、33972 人と、極めて高い状況が続いている。このため、ＷＨＯ（世

界保健機構）の中にも、「第 2 のパンデミック襲来」を警告する向きも出てきている状況だ。さ

らに、我が国は、こうした中で、入国制限の原則撤廃を打ち出しているわけで、ここは、予断を

許さないと見たほうが良さそうだ。 

なお、国によって感染状況が異なるのは、ワクチン接種率の違いとの見方もあるが、確かに、

ワクチンは重症率を減少する力はあっても、時間の経過によって、感染防御率が大きく低下する

のも事実のようであり、ここは、インフルエンザワクチンのように、何度も接種する必要がある

のかもしれないとの見方が強まってきている。事実、各国で、追加接種（ブースター）を急ぐ構

えを示しているのが実状だ。 

いずれにせよ、コロナ感染と経済動向の先行きについては、一段と注意深くウォッチしていく

必要がありそうだ。 

 

２．米国が決定したテーパリングに対する市場の見方は区々 

〇米国ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）は、3 日の会合で、テーパリングを実行し、これまで、

月に米国債 800 億ドル、住宅ローン担保証券 400 億ドル、合計 1200 億ドル購入し、約 4 兆

ドルを市場に供給してきたわけであるが（この結果、ＦＲＢ（連邦準備制度理事会）の米国債な

どの保有額は 1 年半余りで約 8 兆ドルに倍増）、11 月からは、購入月額を、米国債 100 億ドル、

住宅ローン担保証券 50 億ドル、合計 150 億ドル減らし、2022 年 6 月には、ゼロにする計画、

いわゆるテーパリングの実行を決定した。ただ、ここで注意しなければならないのは、資産購入

ペースは落ちるが市場への追加資金供給は続き、保有資産を直ちに削減するわけではないという

ことだ。要するに、資産削減は、次の段階（しかも難度は高い）になるということだ。 

従って、市場の関心は、「いつ、どんなペースで利上げに踏み切るか」に移っているようにも

見えるが、パウエル議長は、これに対しては極めて慎重な姿勢を示したままであることから、結

局、市場は、「テーパリング開始は想定内、しかも利上げ前倒しリスクも遠ざかった」と判断し

て、株価上昇、円安・ドル高に振れる形になった模様だ。なお、この間、市場は、期待インフレ

率の予想外の急上昇から、ＦＲＢが焦って利上げに踏み切るようなことがあれば、景気が急減速
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することもあり得ると懸念していたわけであるが、パウエル議長が、足元の物価上昇も、「あく

まで一時的現象」との姿勢を崩さなかったことから、これも、市場の安心感を広げる方向に働い

たようだ。 

いずれにせよ、これで、コロナ対策の一環として、2020 年 3 月に再開した「量的緩和策」

も、一区切りするわけであるが、市場の中には、「判断が遅すぎたのではないか」（これには、パ

ウエル議長は激しく反論）とか、「物価高騰が続けば、来年の早い時期に利上げに踏み切らざる

を得なくなる」、さもないと、「結局、スタグフレーション＜景気停滞と物価上昇の併存＞を引き

起こしかねない」との見方が燻（クスブ）っていることも事実であり、ここは引き続き注視深く

ウォッチしていく必要がありそうだ。 

〇なお、こうした中、バイデン大統領の看板政策である「子育て・教育支援、気候変動対策法案」

の大型予算案については、民主党が、当初の 3 兆 5000 億ドル規模から 1 兆 7500 億ドルに大

幅減額し、これに既に 8 月には上院で可決している「インフラ法案」（1 兆ドル）と合わせて早

期成立を図る案を打ち出していた。さらに、連邦法人税の引き上げは見送り、大企業や富裕層の

増税案（所得 1 千万ドル以上に税率 5％上乗せ、同 2.5 千万ドル以上にはさらに 3％上乗せ）、

企業の自社株買いに税率１％を賦課（フカ）することで帳尻を合わせる妥協案（これには、さす

がに民主党員の中からも、「いずれにせよ腰砕け」と見る向きも出てきていた）を示していたと

ころであった。 

それが、5 日夜には、急遽インフラ法案（うち新規分 5500 億ドル）だけが下院で議決され

たところとなった。ただ、これにしても、議会通過に 8 か月も要したわけで、また、残るもう

一つの法案には、早期議決のめどは立たないと見る向きもある状況で、さらには、「債務上限」

問題についても、12 月初旬に再び蒸し返される可能性があるとされているほか、「先週および

今週の我が国主要経済指標から(No268)」でも報告したように、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あり、支持力の低下が目立ち始めているバイデン大統領には、国

内外の政治問題はもとより、経済面でも難しい課題に直面しているように見えるわけで、ここは

要注意だ。 

 

３．中国経済は、「恒大」の月末利払いが実行されても、なお不透明 

〇中国経済の重しになりつつある不動産大手「恒大」の利払い（当月は、10，16 日に予定）に

ついては、関連会社の株式や資産売却により、懸命に資金調達を加速させているようであるが、

この行方については、未だ不分明のようだ。さらに、6 日には、中核子会社の利払い（8250 万

ドル）期日が到達しており、これも 1 か月の猶予期間を利用するにしても、年内には、4 億ド

ル弱の支払い期限がくる予定の様でもあり、さらに、他の大手不動産会社（「花様年控股集団」、

「新力控股」、「中国地産集団」、「当代置業」等）の資金繰りひっ迫も続いているわけで、大手不

動産業界の容易ならざる事態は、当面続くと見たほうが賢明のようだ。なお、この間、不動産企

業が中心の中国低格付け社債の利回りは 12 年ぶりの水準にまで高まっている。さらに、中国政

府は、支援に前向きな意向を示しているようだが、具体策に乏しいことも事実で、とりあえず、

市場は、8～10 日に予定されている、共産党中央委員会全体会議の動きを注視しているようだ。 

こうした中で、中国の地政学リスクの広がりも加わり、中国が推進している「一帯一路」につ
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いても、関係国の中には、思うような支援や経済成長が得られないとして、不満を高めている国

も少なくないようだ。なお、この間、米国のシンクタンクの中には、「一帯一路は今後失速する」

との報告書をまとめる先も出てきており、事実、マレーシア、カザフスタン、ボリビア等では、

大型プロジェクトが相次いで中止に追い込まれている状況だ。また、公的年金積立がコロナや生

産年齢人口減少の影響で、2020 年には 1 割超減少（比較可能な 2010 年以降初めてのケース）

し、年金の持続可能性を示す支払い余力（2020 年は 11.3 か月と 5 年前比 5 か月分短縮）に

やや黄信号がともる事態にもなっており、新たな課題が噴出している印象だ。 

〇この間、中国経済指標についても、市場の中には、10～12 月期のＧＤＰ成長率が、前年比＋

2.7％（同 1～3 月期＋18.3→4～6 月期＋7.9→7～9 月期＋4.7％）と、さらに大きく減速す

ると見る向きも出てきている状況だ。なお、先週は「先週および今週の我が国主要経済指標から

(No267)」で、ＩＭＦの直近見通し（2020 年＋2.3→2021 年＋8.1％）を紹介したが、上記

の市場予測通りになれば、文字通り、「これは当然無理」となる筋合いだ。 

なお、その他の経済指標については、2 か月連続で好不況の節目となる 50 を割り込み、1 年

8 か月振りの低水準となった、10 月「製造業ＰＭＩ」（31 日、49.2 と、前月の 49.6 から低下）

に続いて、10 月「サービス業ＰＭＩ」（3 日、52.4 と、前月の 53.2 からやや上昇）が公表さ

れ、これは、ほぼ予想（53.9）通りの結果になった格好だ。ただ、市場は、中国政府が、依然

として「ゼロコロナ」に拘り（コダワり）、オリンピックを来年 2 月に控えて、徹底した行動制

限を課している状況下で、コロナ感染が再拡大している実態を勘案すれば、これも、先行き悪化

することは十分可能性があるとも考えているようであり、いずれにせよ、注意深いウォッチを続

ける必要がありそうだ。 

 

以 上 
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