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先週および今週の我が国主要経済指標から（№269） 

１．先週の動き概要 

〇先週は、コロナ感染が、全体では収束の方向にあると見られていたが、欧米中心に再び拡大方

向にある。また、急速に減少している我が国にしても、早々と底打ちし始めていると見る向きも

出始めているなど、軽々には安心できない状況が続いているようだ。ただ、こうした中でも、経

済復興の動きが続いており、これに伴う需要増加が、「供給制約」や、「物価上昇」を招いている

ことも事実だ。特に米国では、消費者物価が、約 31 年ぶりの高水準にまで上昇しており、一旦

沈静化した「早期利上げ観測」が、再び頭を持ち上げ始めているようにも見えるところだ。事実、

これを受けて、株価は下落し、週末には若干戻しはしたが、結局、一週間通して見れば、6 週間

ぶりの下落となった。つれて、東京市場も低下傾向での週越えとなった。なお、中国経済は、不

動産大手「恒大」が、10 日の利払い猶予期限を何とかクリアしたが、先行きも、綱渡りの状況

が続きそうだ。また、こうした中で、物価上昇が続いており、特に生産者物価の急上昇が目立っ

ている。（コロナ感染状況、インフレ懸念の急進展、中国経済状況の詳細については、別添追補

参照） 

この間、問題の原油についても、米国ＷＴＩ先物相場は値下がりしているが、我が国のガソリ

ン相場は、7 年 3 か月ぶりの高値にまで高騰するなど、依然として先が見えない状況が続いて

いる。 

〇この間、米国の経済指標については、まずは、景況関連指標に注目したが、11 月「ミシガン

大学消費者動向指数・速報値」（12 日、66.8 と、前月の 71.7 から低下）については、改善が

続くと見ていた市場予想（72.4）に反し、2011 年 11 月以来の低水準にまで悪化する事態と

なった。これは、インフレ気配が生活水準を低下させるとの見方が予想外に増加したためだが、

いずれにせよ、ここは注意が必要だ。さらに、第 1 週「新規失業保険申請件数」（10 日、26.7

万件と、前週の 27.1 万件＜速報値 26.9 万件を上方修正＞から減少）は、ほぼ市場予想通りに

減少したが、第 1 週「失業保険継続受給者数」（10 日、216.0 万件と、前週の 210.1 万件＜速

報値 210.5 万人を下方修正＞から増加）は、増加に転じた格好になった。ただ、当該指標は、

すでに平常数値に達しており、この程度の変化は、あまり意味がないと市場は見ているようだ。 

なお、実体経済指標については、特に物価動向が気掛かりだったが、これを、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＋4.6％と、前月の＋4.0％か

ら伸び上昇）と、市場予想（＋4.3％）を上回るテンポでさらに上昇が進み、総合ベースでは、

前年同月比＋6.2％（前月＋5.4）と、1990 年以降 31 年ぶりの伸びを記録した格好だ。ただ、
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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）

については、市場予想通りに伸び頭打ちとなった形だ。また、9 月「卸売売上高」（10 日、前月

比＋1.1％と、前月の‐1.1％からプラス転化）が、ここにきて上昇に転じており、ここも気にな

るところだ。 

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）に注目したが、季節調整済み現状判断ＤＩは、55.5（前々月 34.7→前月 42.1）と、

市場予想（48.0）を大きく上回る大幅改善を実現した格好だ。これは、コロナ関連の行動制限

が緩和した影響が予想外に大きく、内訳を見ても、全ての項目で大幅改善が目立っている。中で

も、飲食関連（前々月 21.1→前月 33.9→当月 65.1）、サービス関連（同 29.2→39.9→60.5）

で急改善している。ただ、この間、住宅関連（同 41.3→46.8→47.5）が、ほぼ横ばいの小幅

改善にとどまっており、ここは気になるところだ。さらに、先行き判断ＤＩ（（前々月 43.7→

前月 56.6→当月 57.5）は、ほぼ市場予想（57.0）通りの小幅改善にとどまっているわけで、

先行きに対する慎重姿勢はそれなりに継続していることには注意が必要だ。事実、飲食関連（同

41.7→60.6→60.4）、サービス関連（同 41.4→61.2→60.4）では若干ながら悪化すると見て

いる。なお、こうした動きを地域別に見ると、東京は、現状判断ＤＩ（前々月 37.6→前月 45.9→

当月59.1）については、全体の中程度に改善しているが、先行き判断ＤＩ（同49.6→62.4→60.7）

は、下降に転じる見通しになっており、ここは注意が必要だ。 

なお、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、現金給与総

額が、前年同月比＋0.2％（前々月＋0.6→前月＋0.6％＜速報値＋0.7％を下方修正＞）と、市

場の伸び横ばい予想に反し、伸びが低下した格好だ。これにはタイムラグもあるとは思われるが、

特別給与が、前年同月比‐2.3％（同‐0.3→＋3.0％）と、再びマイナスに転じ、所定外給与も、

前年同月比＋4.4％（同＋11.6→＋6.0％）と、伸びが一段と低下しており、ここは正直、違和

感がある。 

また、物価動向も気掛かりであったが、10 月「国内企業物価指数」（１１日、日銀）は、前

年同月比＋8.0％（前々月＋5.9％＜速報値＋5.8 を上方修正＞→前月＋6.4％＜速報値＋6.3％

を上方修正＞）と、市場予想（＋7.0％）を上回って、1981 年 1 月以来の水準にまで、さらに

伸びが加速した格好だ。なお、こうした原材料価格高騰が、販売価格引き上げにつながる品目が

目白押しにもなっており、これが消費停滞につながらないか気掛かりだ。 

さらに、輸出動向については、9 月「国際収支」（9 日、財務省・日銀）で確認したが、輸出

は、季節調整済み前月比‐5.4％（前々月＋0.8→前月‐0.9％）と、前月に転落したマイナス基調

をさらに拡大した格好だ。この一方で、輸入も、季節調整済み前月比‐0.2％（前々月‐0.9→前

月＋5.3％）と、このところの国内需要増加や、海外資材の値上がりにより、円安傾向にもかか

わらず、予想外のマイナス転落となり（小幅にとどまったが）、結局、貿易収支は、‐0.45 兆円

（前月‐0.08 兆円）と、赤字幅を拡大し、経常収支も、＋0.76 兆円（前月＋0.88 兆円）と、

黒字幅を縮小している。ただ、この間、海外生産の進捗から存在感を一段と増している第一次所

得収支は、＋1.75 兆円（前月＋1.37 兆円）と、更に黒字幅を拡大している。 

最後は、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されていた貸出動向

だ。これは、10 月「貸出預金動向」（9 日、日銀）で確認したが、総貸出平残が、前年比＋0.9％
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（前々月＋0.6→前月＋0.6％）と、結局、伸びが増加した格好だ。これは、都銀等が、‐0.6％

（同‐1.6→‐1.1％）と、マイナス幅を大きく縮小させたほか、地銀・地銀Ⅱが、＋2.1％（同＋

1.9→＋1.8％）と、再び伸びを増加させたことが大きく影響している。ただ、こうした中で、

信金が、＋1.3％（同＋2.4→＋1.7）と、さらに伸びを縮小させ続けており、これは、予想通り

とは言え、やや気掛かりだ。なお、この間、預金平残も、平残前年比＋4.7％（前々月＋5.1→

前月＋4.6％）と、再び、伸びを僅かではあるが増加させている。これは、とくに、都銀が、＋

5.2％（同＋5.2→＋4.7％）と、伸びを再び増加させた効果が大きい。 

 

２．今週の動き予想 

〇今週は、再び、まずはコロナ感染の行方が注目され始めていることに注意が必要だ。例えば、

欧州では、新規感染が、パンデミック開始以来最大値を更新し始めているほか、世界のコロナ死

者の半数を占める事態になっている。この間、治療薬が次々と開発されているとはいえ、ここは、

さすがに気掛かりだ。また、市場の中にも、こうした動きが経済復興の動きに及ぼす影響を憂慮

する向きも出始めている。なお、この一方で、インフレ懸念が加速しているほか、雇用ひっ迫も

継続しているなど、一見矛盾した状況が続いており、このままでは、下手をすれば、「スタグフ

レーション」（不況下の物価上昇）にもなりかねないと懸念する向きもあるところだ。いずれに

せよ、今週は、そこまで事態が悪化するとは思えないにしても、一段と注意深くウォッチしてい

く必要がありそうだ。こうした中、わが国では、岸田政権が今後打ち出す「新経済政策」を鋭意

取りまとめ中であるが、市場の評価は今一つのようだ。 

なお、株価については、ＮＹ市場は、インフレ懸念の加速状況や長期金利上昇次第であるが、

市場は、金融当局が何時政策を変更してもおかしくないと思い始めている気配もあり、しかも、

今週は重要経済指標が多数公表される予定であることから、気ぜわしい展開になりそうだ。そし

て、東京市場は、結局、これに追随すると見られている。さらに、原油については、米国では、

価格引き下げの動きが続いているが、この一方で、「ＯＰＥＣプラス」はむしろ価格維持に動い

ているようにも見えるなど、区々（マチマチ）の動きとなっており、結局、我が国のガソリン値

上がりは続きそうだ。 

※「ＯＰＥＣプラス」・・・中東・アフリカを中心とした産油国からなる石油輸出国機構（OPEC）

の加盟国 13 カ国に、ロシアやメキシコなど 10 カ国を加えた組織。2016 年 12 月に設立。 

〇こうした中、米国の経済指標については、まずは気掛かりなのは景況指数の動きだが、11 月

「ＮＹ連銀製造業景気指数」（15 日、市場は 22.0 と、前月の 19.8 から上昇予想）、11 月「フ

ィラデルフィア連銀製造業景気指数」（18 日、24.0 と、前月の 23.8 から上昇予想）、10 月「景

気先行指標総合指数」（18 日、前月比＋0.8％と、前月の＋0.2％から伸び上昇予想）と、いず

れも改善が続くとの見方だ。また、第 2 週「新規失業保険申請件数」（18 日、26.0 万件と、前

週の 26.7 万件から減少予想）は、さらに減少し、第 2 週「失業保険継続受給者数」（18 日、

前週 216.0 万人）も、減少に戻るとの見方だ。 

さらに、実体経済指標でも、10 月「小売売上高」（16 日、前月比＋1.1％と、前月の＋0.7％

から伸び上昇予想）、10 月「鉱工業生産」（16 日、前月比＋0.8％と、前月の‐1.3％からプラス

に転化予想）、10 月「設備稼働率」（16 日、75.8％と、前月の 75.2％から上昇予想）、10 月
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「住宅着工件数」（17 日、年率換算 158.0 万件と、前月の 155.5 万件から増加予想）、10 月

「建築許可件数」（17 日、年率換算 163.0 万件と、前月の 158.6 万件＜速報値 158.9 万件を

下方修正＞から増加予想）と、業種を問わず改善が進むとの見方になっている。また、物価指数

についても、10 月「輸入物価指数」（16 日、前月比＋1.0％と、前月の＋0.4％から伸び上昇予

想）、10 月「輸出物価指数」（16 日、前月比＋1.0％と、前月の＋0.1％から伸び上昇予想）の

いずれも、さらに伸びを高める見通しだ。 

〇この間、我が国の経済指標については、景況動向を知るうえで、第 3 四半期（7～9 期）「Ｇ

ＤＰ速報」（16 日、内閣府）に注目したいが、市場は、年率換算前四半期比‐0.7％（前々四半

期‐4.2→前四半期＋1.9％）と、再びマイナスに転じると見ている。これは、オリ・パラが制限

開催となったなかで、コロナ感染が再拡大し、個人消費（同‐5.9→＋3.9％）が、再びマイナス

に転じると見ているためだ。もっとも、民間設備投資（同‐4.9→＋9.5％）、民間住宅（同＋3.9→

＋8.5％）は、ともに好調を持続すると見られている。なお、先行きについても、市場は、これ

までのやや楽観的な見方を変えつつあるようにも見えるところだ。 

さらに、注目の物価動向については、10 月「全国消費者物価指数・コア＜生鮮食料品・エネ

ルギー除く＞」（19 日、総務省）で確認するが、市場は、前年同月比‐0.7％（前々月‐0.5→前

月‐0.5％）と、マイナス幅を拡大すると見ている。さらに、全体で見ても、前年同月比＋0.1％

（前月＋0.2％）と、伸び低下すると見ており、要するに、これは、このところの物価上昇も、

主にエネルギー、食品が中心となり、その他は依然として値下り気味の状況が続いているという

ことになるわけで、ここは、正直、やや違和感がある。 

最後は、設備投資動向だが、9 月「機械受注」（17 日、内閣府）は、コア（船舶・電力除く民

需）が、前月比＋1.8％（前々月＋0.9→前月‐2.4％）と、再びプラスに転じると見ているよう

だ。 

 

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指票は数少ないが、重要指標が中心なので、注視したい。 

・景況関連；11 月「製造業・サービス業ＰＭＩ」（ともに 24 日） 

・物価関連；11 月「東京都区部消費者物価指数」（26 日） 

       10 月「企業向けサービス価格指数」（25 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(No269－追補) 

――コロナ感染は、収束の方向ながらも、欧米中心に再増加の気配 

――欧米中心にインフレ急加速、ただ、各国中銀の対応姿勢は区々（マチマチ） 

――中国経済は、「恒大」の利払いが実行されてもなお不透明 

   

１．コロナ感染は、収束の方向ながらも、欧米中心に再増加の気配 

〇コロナ感染については、これまでは、総じて収束の方向と見られていたが、ここにきて再増加

の気配が強まっている地域もあり、軽々には楽観視できない状況になっている。即ち、欧州での

感染が、先週 1 週間で、過去最多の 200 万件超に達し、死者も 2 万 7 千人と全世界の半数以上

を占めるなど、明らかに、再拡大し始めている地域がある。このため、オランダ、オーストリア

等では、部分的なロックダウンに入っているほか、ワクチン接種が進んでいるドイツにしても、

新規感染が初めて 5 万人を上回り、一部の病院では患者を収容しきれない事態に再び逢着（ホ

ウチャク：行きあたる・出くわすこと）し始めている。このため、ＥＵ当局も、「非常に強い懸

念」を表明するに至っているほどだ。また、米国にしても、北東部 9 州のうち、ＮＹ州を含む 7

州で、先週は、それまで 6 週間にわたって続いた減少がプラスに転じ始めている。また、アジ

アでも、韓国では、5 日連続で、新規感染者が 2 千名を超える事態になっているほか、大連で

も、急増している状況だ。 

このため、世界経済的には、未だ回復に注力する国が大勢であるが、コロナ再感染増に見舞わ

れている国では、再び、行動制限強化の方向に舵を切り替えるとか、ワクチン接種や部分的にマ

スク着用を義務化する動きが増えている。ただ、この一方で、これに反対する市民の動きも広範

化していることも事実であり、これらが、先行き経済にどう影響して来るか、読みにくい状況に

なってきている。 

〇こうした中、我が国では、急速な感染減少が続いており、中には、長期間、感染者数ゼロの地

域も出てきている状況だ。ただ、足元は、さすがに減少が底打ち気味になってきているところも

あり、さらに、専門家は口を揃えて、来年１月の第 6 波到来を囃していることから、市場は、

いずれにせよ、ここは「ウイズコロナ」体制をどう構築するかが鍵との見方を強めているようだ。

なお、政府は、行動制限を大幅に解除（「Go To トラベル」についても、年末年始は回避するが、

1 月中旬には、支援内容を引き下げて実施の方向）する方針の一方で、とりあえず、年収制限付

きの形で 18 歳以下の子供に 10 万円の支給を決めたほか、看護師等の給料引き上げ、コロナ用

ベッド数の拡充等を図る構えを見せているが、市場の中には、大枠として、コロナにどう対応す

るかが未だに見えにくいと懸念する向きもあるところだ。 

 

２．欧米中心にインフレが急加速、ただ、各国中銀の対応姿勢は区々 

〇この間、「先週および今週の我が国主要経済指標から(No269)」でも紹介したように、世界的

なインフレ懸念がさらに高まってきているが、主要国中銀のスタンスの違いも目立ち始めている

のも事実だ。 

例えば、米国では、10 月「消費者物価指数」（9 日）は、前年同月比＋6.2％と、1990 年以
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降 31 年ぶりの伸びを記録したことから、一時立ち消えた「早期利上げ観測」が、再び、ぶり返

し始めている。これは、「ＣＰＩ（消費者物価指数）の予想以上の上昇」→「インフレ加速懸念」

→「長期金利急上昇」→「早期利上げ観測」といった想定を背景にしたものであるが、この間に、

市場には、金融当局が何時政策変更してもおかしくないとの機運が高まり、事実、金融当局者の

中にも、「利上げの条件は達成しつつある」（クラリダＦＲＢ（連邦準備制度理事会）副議長）と

か、「テーパリング（量的金融緩和政策縮小）を、来年第 1 四半期に前倒しに完了する可能性も

ある」（ブラードセントルイス連銀総裁）と発言する向きも出てきているところだ。しかも、も

ともと、市場には、「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」

との見方が燻っていたことも事実であったことから、高騰していた株価は下落に転じ、為替は、

ドル高に動くところとなった。 

この一方、欧州でも、天然ガス価格高騰も加わって、10 月のインフレ率が＋4.1％（先月 29

日）と、13 年ぶりの高水準になっているが、国によってはその違いも大きい。例えば、エネル

ギーコストが急上昇しているエストニアでは、＋4％の物価上昇となっているが、エネルギー価

格統制が敷かれているギリシャでは、＋0.1％の上昇にとどまり、さらに、インフレを嫌うドイ

ツでは、逆に、約 30 年振りの物価上昇に見舞われているといった具合だ。もっとも、この間、

ＥＣＢ（欧州中銀）は、「現在のインフレ率上昇は、予想よりも長く続くものの、あくまで一時

的なもので、2022 年中には低下する」と見て、現行の金融緩和政策は変更しない方針を続ける

構えのようだ。 

〇こうした中、我が国でも、「先週および今週の我が国主要経済指標から(No269)」でも報告し

たように、10 月「企業物価指数」（11 日）は、前年同月比＋8.0％と、1981 年 1 月以来の高

水準となったわけであるが、10 月「消費者物価指数」については、前年同月比＋0.1％（19 日

予想）と、ほぼ横ばいにとどまると市場は見ており、欧米との差が一段と際立っている格好だ。

なお、先行きについては、足元、食品や生活必需品の値上げ宣言が相次いでいることから、企業

物価上昇の消費者物価への振り替えが、ある程度進むとは思われるが、それでも、「物価 2％」

達成の目標は叶えられそうもない見込みだ。このため、日銀にも、現行の金融政策を変更する兆

しは見受けられず（市場の中には、変更したくとも出来ない事情があると見る向きもある）、こ

こでも、主要国との対応の違いが、一段と際立ってきている。 

いずれにせよ、政府・日銀にとっては、今後、難しいかじ取りを迫られる可能性が高く、ここ

は一段と注意深いウォッチが必要だ。 

 

３．中国経済は、「恒大」の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、とりあえず 10 日の 1 億 4810 万ドルの利払い

はクリアした模様だ。ただ、来月 6 日には、中核子会社の利払い（8250 万ドル）の猶予期限

が来るほか、さらに、4 億ドル弱の支払い期限が来るとも言われており、この目途は依然として

立っていないようだ。また、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）の資金繰りについても、同様のようだ。さらに、市場としては、中国政
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府が、8～10 日開催の、共産党中央委員会全体会議で何らかの支援策を表明するのではないか

と期待する向きもあったが、結局は、政治的な事柄に終始し、経済面への具体的言及は少なく、

依然として、中国経済の先行き不透明感が強い状況が続いている。 

〇こうした中で、先週公表された、10 月「生産者物価指数（10 日）は、前年同月比＋13.5％

（前月＋10.7％）と、もともと高めの市場予想（＋12.4％）をも上回る、1995 年以来の 26

年ぶりの高い伸びとなった。これは、石炭等のコモディテイ（先物市場で取引されている商品）

価格高騰が背景とされているが、この一方で、10 月「消費者物価指数」（10 日）も、前年同月

比＋1.5％（前月＋0.7％）と伸びを高めはしたが、その差はむしろ拡大しており、企業収益は

一段と悪化している。このため市場には、生産者価格上昇がやがて消費者物価に転化され、下手

をすると「スタグフレ―ション」に陥ることもあり得るとの見方が出始めているようだ。さらに、

この状態では、人民銀行も利下げに踏み切ることも難しく、対応がさらに困難になることも予想

される。 

さらに、今週は、10 月「小売売上高」（15 日、市場は前年同月比＋3.7％と、前月の＋4.4％

から伸び低下予想）、10 月「鉱工業生産」（15 日、前年同月比＋3.0％と、前月の＋3.1％から

伸び若干低下予想）といった重要指標の公表が予定されており、しかも、市場は厳しい見方をし

ているわけで、ここは一段の注視姿勢が肝要だ。 

                                           

以 上 
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